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1．はじめに
2014 年 11 月 7 日、経済産業省は産業競争力強

化法第 50 条に基づいて「石油化学産業の市場構
造に関する調査報告」（以下「調査報告」と略）を
公表した 1）。当日、宮沢洋一経済産業大臣が「石
油化学企業自らが取り組む構造改革が円滑に進む
ことを期待する」と閣議後の記者会見でわざわざ
述べたと報じられている 2）。私は、この発表にひ
どく唐突な印象を受けた。現代の日本の石油化学
産業の基本的な方向ができたのは、1980 年代の構
造改善政策である。従って 1980 年代からのやや
長期的な動向を踏まえて、今回の「調査報告」を
考えてみたい。

2．石油化学産業の動向
石油化学産業は、石油を原料とする化学産業と

いう曖昧な定義しかない。一般的には、石油化学

基礎製品（エチレン、プロピレン、C4・C5 オレフィ
ン・ジエン、BTX）と、そこからつくられる大型
誘導品（エチレンオキサイド・グリコール、スチ
レン、アクリロニトリル、フェノール、テレフタ
ル酸などの大型有機薬品、ポリエチレン、ポリプ
ロピレンなどの汎

はん

用
よう

プラスチック、SBR、BR など
の汎用合成ゴムなど）を総称して石油化学産業と
呼んでいる。ただし、石油化学基礎製品、大型誘
導品の範囲が定まっているわけではない。日本に
は、軽質石油留分であるナフサを水蒸気分解装置

（エチレン設備）で熱分解して、上記の石油化学基
礎製品を連産品として製造し、それらを隣接する
大型誘導品プラントにパイプ輸送する石油化学コ
ンビナートが、現在、8 地域（14 エチレン設備）
に存在している。このような石油化学コンビナー
トが石油化学産業の代表的なイメージに合致して
いる。
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Point
❶  「調査報告」は、内外変化を踏まえて 2020 年エチレン生産量をベースシナリオで 580 万トン、

リスクシナリオで 470 万トンと予想。
❷  リスクシナリオで約 100 万トンの設備過剰になるので、業界再編などの対応が必要と主張。しか

しベースシナリオでは主張の根拠がない。
❸  1980 年代の構造改善以後、各社自主対応で「脱石油化学」が進行中。経産省は、古い政策の二

番煎じでなく、時代が必要とする新政策への転換が必要。
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日本標準産業分類には石油化学産業は存在せ
ず、石油化学基礎製品、有機薬品、プラスチック、
合成ゴムの製造業からなる小分類 163「有機化学
工業製品製造業」（以下、有機化学工業と略）が、
石油化学産業を含む、やや広い範囲の産業として
設定されている。有機化学工業には、発酵工業、
合成染料工業、医薬品中間体・農薬中間体製造業
のように、石油化学産業とは通常考えられない有
機化学製品の製造業も含むが、以下の分析では有
機化学工業を石油化学産業と読み替えて進めてい
く。

私は、化学産業を、日本標準産業分類の中分類
16「化学工業」（化学肥料、無機化学工業製品、有
機化学工業製品、石けん・洗剤、塗料、医薬品、
化粧品、農薬などの製造業）、中分類 18「プラス
チック製品製造業」（フィルム、パイプ、日用品、
機械部品のようなプラスチック成形加工品の製造
業）、中分類 19「ゴム製品製造業」（タイヤ、ゴム
ベルトのような天然ゴム、合成ゴムの成形加工品
の製造業）および細分類 1112「化学繊維製造業」（合
成繊維が含まれる）の合計と捉えている。化学繊
維製造業は、長らく化学工業に分類されていたが、
日本標準産業分類 2007 年改定から中分類「繊維
工業」に移されたので、統計の継続性を図るため
に加えている。ただし、化学繊維工業は、2000 年

代に急激に縮小したので現在の大勢には影響ない。
1980 年以後の日本の化学産業の動向を図表 1 に

示す。化学産業は、産業内取引が多く、しかも
1990 年代以後、事業の分社化、統合など業界再編
が盛んに行われたので、出荷額でなく、付加価値
額で把握している。出荷額では産業内取引による
重複計算が生じ、さらに業界再編の影響も受けて
しまうので不都合である。図表 1 から明らかなよ
うに、日本の化学産業は、1990 年代半ばにピーク
を迎え、その後横ばいから徐々に縮小している。
その内訳としては、1990 年代半ばまでは、有機化
学工業、プラスチック製品製造業、医薬品工業の
3 本柱であったのが、有機化学工業が 1990 年代半
ば以後は継続的に縮小しており、現在では図表 2
に示すようにプラスチック製品製造業、医薬品工
業の 2 本柱になったといってもよい状態になって
いる。これは、日本の化学企業各社が 1980 年代
以降、熱心に進めてきた「機能製品化」の結果で
あり、順調に日本の化学産業の構造変化、すなわ
ち「脱石油化学」が進みつつあるともいえる。

3．1980年代石油化学産業の構造改善
現在では旧聞に属する話となったが、1979 年 2

月のイラン革命によって始まった第 2 次石油危機
後、当時、世界の石油化学産業の大部分を占めて

図表 1　化学産業の動向
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1980年 1990年 2000年 2010年 2012年
有機化学 19.6 21.3 18.8 17.8 16.4 
プラスチック製品 21.4 23.7 25.0 26.0 26.8 
医薬品 20.4 20.1 24.2 26.1 27.6
その他 38.5 34.8 31.9 30.1 29.2

図表 2　 日本の化学産業の内訳推移 
（ 化学産業に占める各工業の付加価値額の

割合％）

（注） 「その他」は、図表1の「その他」と「ゴム製品」「化粧品／洗剤／
塗料」の合計

出所：経済産業省工業統計
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いた日米欧の石油化学産業は内需不振によって設
備稼働率の長期低迷に苦しんだ。日本の石油化学
産業では、当面の緊急避難措置として 1982 年 10
月から 10 年ぶりにエチレンの不況カルテルが実
施された。それとともに、1983 年 5 月に石油化学
産業を主要なターゲットとして特定不況産業構造
改善臨時措置法（産構法）が制定された。この臨
時措置法に基づいて、エチレン、ポリオレフィン

（ポリエチレン、ポリプロピレンの総称）、塩化ビ
ニル樹脂、エチレンオキサイド、スチレンについ
て共同行為による設備処理（実際には設備の廃止
は少なく、多くは設備の休止であった）が行われ
るとともに、ポリオレフィン、塩化ビニル樹脂に
ついては、それぞれ四つの共同販売会社が発足し、
業界再編が図られることになった。これに先立っ
て、当時の通産省は、1982 年 4 月に石油化学用ナ
フサ輸入の実質自由化と国産ナフサ価格の輸入ナ
フサ価格連動制を省議決定し、第 2 次世界大戦
後、約 30 年間続けてきた石油業法による石油政
策の転換を図った。ナフサの輸入自由化、価格の
自由化は、1950 年代に日本で石油化学産業が誕生
して以来続けてきた設備新増設および価格への通
産省の介入政策の終わりを意味するものであっ
た。産構法による構造改善は最後の石油化学産業
政策といわれた。

ところが、1980 年代後半に原油価格が一転して
長期にわたって低迷したために、世界の石油化学
製品需要は急速に回復した。早くも 1986 年 3 月
に産構法に基づく設備処理のためのエチレンの共
同行為が取り消され、続いて他の石油化学製品に
も、同様な措置が取られたので、休止設備が続々

と再稼働した。共同販売会社も産構法が失効後、
1990 年代半ばに全て解散となった。産構法とは、
いったい何だったのかという疑問も生まれた。

実は、1980 年代の石油化学産業の構造改善は、
産構法が中心ではなかった。ナフサの輸入自由化
によって、通産省の石油化学産業への介入がなく
なり、設備の新増設も、廃棄も、稼働調整も、他
の普通の産業と同様に各社の判断で自主的に行え
るようになったことが重要な点であった。この政
策転換によって、石油化学業界に長らく染み着い
ていた設備枠意識もなくなった。共同販売会社体
制が崩壊する一方で、各社の自主的な判断による
事業撤退、設備集約、事業提携などの実質的な業
界再編が活発に行われるようになった。1990 年代
前半の韓国石油化学大増設競争、何回か繰り返さ
れた中東石油化学の大増設、2000 年代の中国湾岸
地域での大規模な新設など、世界的あるいはアジ
ア地域内で繰り返された設備過剰の出現という大
波も各社の判断で乗り切ってきた。もはや、経産
省の出る幕はなくなった。その延長線上に、図表
3 に示すように、各社の自主的な判断によるエチ
レン設備の停止（事実上の廃止）も行われつつある。

4．産構法需給見通し大外れの原因
産構法による設備処理の前提として 1983 年に

作成した石油化学製品の需給見通しは、わずか数
年にして破綻した。需給見通しがまったく外れた
原因を考えることは、今回の「調査報告」を読む
上で重要なポイントになる。原因の第 1 は、内需
見通しの誤りであった。図表 1 で明らかなように
1980 年代は、まだ日本経済の成長が続いており、

会社名 工場 年産エチレン能力（千トン） 停止または停止予定
三菱化学
住友化学
旭化成

鹿島第1
姉ヶ崎
水島

343
380
443

2014年5月
2015年5月
2016年4月

図表 3　停止発表済みのエチレン設備

出所：「調査報告」

唐突な経済産業省の『石油化学産業の市場構造調査報告書』
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産構法の 400 万トン程度でほぼ横ばいという内需
見通しは、あまりに悲観的過ぎた。石油危機によ
る石油化学製品価格の急上昇、その反動としての
一時的な内需低下に惑わされすぎた。原因の第 2
は、輸出見通しの誤りであった。1970 年代に日本
の石油化学産業は、図表 4 に示すようにエチレン
換算の輸出比率（輸出／生産）が 15 ～ 20％であっ
た。それが、第 2 次石油危機後の 1980 年代初頭
には 10% 前後に低下し、競争力がなくなったと考
え、今後、輸出はなくなると見通した。しかし、
1980 年代半ばからの原油価格低迷に加えて、予想
しなかったアジア市場（ASEAN、さらに中国）
の急速な成長が起こった。日本の石油化学産業の
輸出比率は 1990 年代半ばには 15 ～ 20％に復活
し、さらに後半には 25 ～ 30%、2000 年代以後は
現在までほぼ 30 ～ 35% で安定するようになっ
た。さらに第 3 の原因は、輸入見通しの誤りで
あった。エチレン換算の輸入比率（輸入／内需）は、

1970 年代は 0 ～ 5% であったのが、1980 年代初
頭に 10% を超えるようになり、そのままさらに上
昇すると予想した。しかし、輸入急増は、米国・
カナダからのエチレングリコール、2 塩化エチレ
ン、スチレンモノマーが中心であった。第 2 次石
油危機時に民生暖房用天然ガス価格の上昇を防ぐ
ために米国は天然ガス価格規制を行った。このた
めに天然ガスを原料とする米国の石油化学工業は
思いがけない恩恵をこうむり、一時的に競争力が
強くなった。しかも内需が一時的に減退したので、
輸出ドライブをかけたにすぎなかった。米国は自
由経済を唱

とな

えるくせに、自分勝手な都合によって
平気でそれを踏みにじることがあるので注意が必
要である。しかも、米国石油化学工業には、他国
への安定輸出を考えるような風土はなく、基本的
に内需志向であることにも留意する必要がある。
産構法実施時点で、通産省の政策としては、米国
の天然ガス価格規制に異を唱えるとともに、輸入

図表 4　日本の石油化学工業　エチレン換算需給推移
輸出比率 輸入比率 生産 輸入 輸出 内需
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出所：石油化学工業協会
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急増の石油化学製品にセーフガード措置を発動す
べきであった。しかし、日米貿易摩擦が続く時代
だったので、そこまでの度胸はなく、ほおかぶり
したというのが実情であろう。

5．「調査報告」の概要
今まで述べた予備知識を踏まえて、「調査報告」

を紹介する。60 ページに及ぶ「調査報告」は、従
来の役所の審議会答申などに比べると大変に詳し
い。コンサルタント会社のリポートみたいにいろ
いろなことが饒

じょう

舌
ぜつ

に述べられているが、主張した
いポイントを図表 5 にまとめた。今後の大きな世
界的な需給変動要因として、次の 3 点が詳しく述
べられている。① 2020 年までに米国でシェール
ガスを原料とした新規なエチレン設備（日本と違っ
て天然ガス・シェールガスからのエタンを原料と
する水蒸気分解装置で、石油化学基礎製品は連産
されず、ほぼエチレンだけを生産する）が 1,100
万トン新設され、中国を中心としたアジア市場に
主にポリエチレンとして輸出される見込みである
こと。②中国で石炭からメタノールをつくり、さ
らにそれからオレフィンを製造する CTO、MTO
プラント 60 基がエチレン量で 2018 年までに
1,700 万 ト ン つ く ら れ る 見 込 み で あ る こ と。 
③ 1980 年代以来、安価な原油随伴ガスを原料に
急速に新増設を続けてきた中東（2005 年から
2011 年の年平均成長率 10% 超）は、随伴ガスを
ほぼ使い尽くしたので、今後はナフサ原料によっ
て年平均 3％程度で成長を続けると見込まれるこ
と。このような世界の変化によって、日本からの
石油化学製品輸出は減少すると見込んでいる。一

方、日本の内需については、主要な需要先である
容器・包装（ポリエチレンフィルム、PET ボトル
など）、建設（塩ビパイプ）、洗剤（非イオン界面
活性剤など）は底堅いと思われるが、少子高齢化
の影響、また生産拠点の海外移転なども見込まれ
ることから、良くて横ばい、悪くすれば大幅減少
もあり得るとしている。しかし、日本の輸入見通
しについては、明確な記述がない。実は、図表 4
に示すように、2000 年代には 7% 前後で推移した
輸入比率が、2010 年代に入って 14% 前後に上昇
している。しかも、これは、1980 年代のアメリカ・
カナダからの一時的な要因による急増のようなも
のでなく、アジア地域との水平分業が進展してい
るためと考えられる。したがって、輸入の推移は
日本の石油化学産業の将来を考える上で本当は重
要である。
「調査報告」では、ベースシナリオで 2020 年に

おいて、日本のエチレン生産量は 580 万トン、リ
スクシナリオでは 470 万トンになると見込んでい
る。図表 3 に示す 3 基のエチレン設備が停止した
あと、日本のエチレン設備能力は 640 万トンにな
るので、リスクシナリオでは、2020 年には、なお
100 万トンの設備過剰になるとしている。「調査報
告」では、そのあと、リスクシナリオに基づく低
稼働率とコスト増加という課題を前提に、「石油化
学産業の課題に対する対応の方向性」として設備
集約、業界再編、石油精製企業との連携などさま
ざまなことが述べられている。しかし、目新しい
内容はまったくない。

ところがベースシナリオであれば、2020 年はも
ちろん、2030 年においても稼働率はほぼ 90% と

2013年 2020年 2030年
内需 輸出入差 生産 内需 輸出入差 生産 内需 輸出入差 生産

ベースシナリオ 5.0 ＋1.7 6.7 5.0 ＋0.8 5.8 4.9 ＋0.8 5.7
リスクシナリオ 4.4 ＋0.3 4.7 3.8 －0.5 3.3

図表 5　「調査報告」の見通し

（注）輸出入差は、エチレン換算の輸出ー輸入
出所：「調査報告」

唐突な経済産業省の『石油化学産業の市場構造調査報告書』
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なって設備過剰でないことになる。大山鳴動して
ねずみ 1 匹という状況である。この点は、なぜか

「調査報告」の結論に明記されていない。

6．経済産業省に求められること
このように、今回の「調査報告」は、何を目的

として作成し、公表したのか、私には理解できな
い。日本の石油化学産業がとにかく弱いので、業
界再編をしなければならないと頭から決めつけて
いるとしか読めない。しかも、役所の局長や課長
の勉強会報告というような軽い形式でなく、産業
競争力強化法という大掛かりな仕掛けを持ち出し
ている。

実は、経産省は同じ仕掛けで 2014 年 6 月 30 日
に石油精製業に関する調査報告を発表し、官主導
で石油精製業の再編を進めようとしている。それ
を石油化学産業にも適用したいとすれば、時代錯
誤も甚だしいとしか言いようがない。2．で述べた
ように、日本の化学産業は、すでに順調に脱石油
化学を進めている。しかも、3．で述べたように、
1980 年代の政策転換によって、石油化学産業への
政府介入の余地はなくなっている。この点は、石
油業法、さらにエネルギー供給構造高度化法と、
いつまでも経産省にまとわりつかれている石油精
製業とは大きく異なっている。さらに 4．で述べ
たように役所が作成する需給見通しは当てになら
ない。特に今回の「調査報告」で、中国の CTO
プラントを北米エタンクラッカーに次ぐ競争力

（キャッシュコストベース）を持つと高く評価して
いることには驚きを禁じ得ない。中国内陸部に多
数つくられている石炭原料の化学プラントは、明
らかに中国の国防・安全保障を意識したものであ
り、設備費を含めた国際競争力を持つものとは、
とうてい考えにくい。しかし、今後、中国は一時
的にも設備過剰に陥り、ダンピング輸出をしてく
ることが予想される。化学産業では、過去に染料
中間体、塩化ビニル樹脂の前例がある。こんなず
さんな分析を公表しては、そのような場合にセー
フガードが発動しにくくなるだけである。

同様に、北米のシェールガスの競争力を高く評
価するなら、米国が原油や天然ガスの輸出に安全
保障を持ち出して政府介入し、自由経済、自由貿
易体制をゆがめていることをなぜ批判しないのか
疑問である。また、サウジアラビアが石油随伴ガ
スだけでなく、ナフサにも価格介入して、ナフサ
の輸出価格に比べて国内産業向けには安価に設定
して国内石油化学産業の国際競争力を意図的に強
めていることにも、同様なことがいえよう。自由
競争の前提条件を整えることこそ、経産省が第一
に行うべきことであろう。

さらに経産省が検討すべきことは、需給見通し
の作成や設備過剰の懸念ではない。このようなこ
とは、もはや石油化学各社に任せておけばよい。
2014 年についに最後の火が消えたアルミニウム電
解産業のように、エチレン製造業は、日本では生
き残る道がないと考えるのか。ポリエチレンやエ
チレングリコールのような汎用石油化学製品は、
世界のどこからでも入手できる時代になったと判
断するのか。仮にその場合に、日本に残る、ある
いは残すべき石油化学産業は、日本の化学産業の
中で、どのような位置づけになり、どのような姿
になることが望ましいのか。そもそも汎用石油化
学製品を持たず、主に高付加価値誘導品だけをつ
くるような石油化学産業や石油化学コンビナート
は存立可能なのか。存立可能にするためには、ど
のような技術開発が必要なのか。すでに芳香族の
供給は石油改質設備の増加によって石油精製業に
中心が移っている。これに加えて、例えば 1980
年代のイソブチレン法 MMA、2000 年代のプロパ
ン法アクリロニトリルなど、オレフィン系誘導品
のアルカン原料への転換技術が次々に開発され、
しかもそれには日本の石油化学会社の活躍が目立
つ。オレフィン系誘導品について、オレフィンで
なくアルカンから合成する技術開発が進んだ場合
に、ナフサ原料エチレン設備から出発する石油化
学コンビナートはどのような姿になるのか。アル
ミニウムの場合には、新地金を全面的に輸入に依
存しても、再生アルミニウムの国内供給があるの

業界展望
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で、一応、安全保障上、問題ないと考えられてい
るが、石油化学産業の場合にはどうなのか。この
ような、もっと根本的なことが、日本の石油化学
産業を考える上で経産省に求められていることで
あろう。
「調査報告」で指摘されるまでもなく、日本の石

油化学設備は、現時点でも稼働 40 年以上のもの
が増加しており、老朽化が進んでいることは誰に
も分かりきっている。それだからこそ、日本の石
油化学産業の新しいビジョンが求められているの
である。新しいビジョンがないならば、寿命が尽
きた老朽コンビナートが順々に廃止されていくだ
けで、日本国内で設備更新の動きは生まれない。
2000 年代初頭に、中国の設備大増設によって、日
本の合成繊維工業は急速に縮小した。さらに合成
繊維工業のこの急速な縮小の前、1990 年代に起
こった繊維産業の急速な縮小にも、通産省・経産
省は何もしないで見送った。その結果は、日本各
地の繊維産地の崩壊であり、多くの中小企業の廃
業、地方経済の急速な疲弊だけであった。石油化
学産業は、この二の舞を演じてよいのかどうかが

問われている。
石油化学工業協会は、2013 年 12 月から 2014

年 2 月に「石油化学」に代わる名称を公募し、
2014 年 3 月に最優秀賞として「循環炭素化学」を
選定した 3）。小林石油化学工業協会会長が、この
ような公募を打ち出した本当の意図は、日本にお
ける新しい「石油化学」像の模索なのであろう。

さらに言えば、1990 年代以降のグローバル化称
賛時代が終了し、総合安全保障の視点も踏まえた
日本国内産業の再建が求められる時代に入ったと
考えられる。経産省に期待されることは、そのよ
うな時代の新しい産業ビジョンである。
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