東アジアの石油産業と石油化学工業 2019年版 主要内容
第1章 韓国
エネルギーおよび石油ガス産業
エネルギー政策と管理体制
国内ガス開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス（LNG）輸入
韓国の石油精製
韓国の石油精製産業の歴史
SK Energy・蔚山製油所
SK仁川石油化学
GSカルテックス・麗川製油所
S-Oil・温山製油所
現代オイルバンク・大山製油所
韓国の石油化学
韓国の石油化学産業の歴史
SK Global Chemical・蔚山石油化学コンプレックス
ロッテケミカル・麗川コンプレックス
LG Chem・麗川石油化学コンプレックス
大韓油化・温山石油化学コンプレックス
ハンファ-トタールの大山石油化学コンプレックス
LG とロッテの大山石油化学コンプレックス
新規石油化学コンプレックス計画
主要石油・石油製品の現状と展望
石油製品
基礎化学原料
中間原料
合成樹脂
合成ゴム その他の石油化学製品

第2章 台湾
エネルギーおよび石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
国内石油ガス探鉱開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス（LNG）輸入
台湾の石油精製
台湾の石油精製産業の歴史
台湾中油（CPC）
・大林煉油廠（Talin Refinery）
台湾中油（CPC）
・桃園煉油廠（Tao-Yuan Refinery）
台湾中油（CPC）
・高雄煉油廠（Kaohsiung Refinery）
台塑石化・麦寮煉油廠（Mai-Liao Refinery）
台湾の石油化学
台湾の石油化学産業の歴史
台湾中油（CPC）
・林園石油化学コンプレックス
台湾中油（CPC）
・高雄石油化学コンプレックス
中国石油化学（CPDC）
・頭分石油化学コンプレックス
台塑石化・雲林県麦寮石油化学コンプレックス
その他台湾の主要石油化学品メーカー
福建古雷精製･石化統合プロジェクト
主要石油・石油製品の現状と展望
石油製品
基礎原料
中間原料
合成樹脂
合成ゴム その他の石油化学製品

第3章 フィリピン
エネルギーおよび石油ガス産業

エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と石油ガス需給、LNG輸入計画
フィリピンの石油精製
フィリピンの石油精製産業の歴史
Petron・Bataan製油所
PSPC・Tabangao 製油所
Chevron（旧Caltex）
・ Batangas製品輸入ターミナル
フィリピンの石油化学
フィリピンの石油化学産業の歴史
JG SummitのBatangas石油化学コンプレックス
その他の主要石油化学関連企業
主要石油製品の現状と展望
石油製品
石油化学製品
合成樹脂および合成ゴム

第4章 マレーシア
エネルギーおよび石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス（LNG）輸出入
マレーシアの石油精製
マレーシアの石油精製産業の歴史
PetronasのKertih製油所
PetronasのMelaka-1製油所（PSR-1）
Malaysia RefiningのMelaka製油所（PSR-2）
PetronのPort Dickson製油所
中国山東恒源石油化工集団公司のPort Dickson製油所
Sarawak ShellのLutong製油所
Shell MDS・Bintulu石油中間留分プラント
Petronasの石油精製･石油化学統合開発計画（RAPID）
Kedah州Yanの石油精製・石油化学コンプレックス計画
スイスVitolの小型製油所計画
Sabah州の小規模製油所計画
マレーシアの石油化学
マレーシアの石油化学産業の歴史
Gebeng石油化学コンプレックス
Kertihの石油化学コンプレックス
Petronas Chemicals Ethyleneの石油化学コンプレックス
Petronas Chemicals Aromatics・Kertih芳香族プロジェクト
Petronas Chemicals Olefinsの石油化学コンプレックス
Lotte Chemical Titanの石油化学コンプレックス
その他のマレーシアの主要石油化学関連企業
新規石油化学コンプレックス計画
主要石油・石油製品の現状と展望
石油製品
基礎化学原料
中間原料
合成樹脂 その他

第5章 シンガポール
エネルギーおよび石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
エネルギーおよび石油･ガス需給
海外開発事業、石油・天然ガス（LNG）輸入
シンガポールの石油精製
シンガポールの石油精製産業の歴史
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Shell Eastern Petroleum・Bukom製油所
ExxonMobil Asia Pacific･Jurong製油所
ExxonMobil Asia Pacific・Chawan製油所
SRC・Merlimau製油所
その他のシンガポールの主要石油関連企業
シンガポールの石油化学
シンガポールの石油化学産業の歴史
PCS・Merbauの石油化学コンプレックス
ExxonMobil Chemical Singaporeの石油化学コンプレックス
Shell Eastern Petrochemical Complex（SEPC）
その他のシンガポールの主要石油化学関連企業
主要石油・石油製品の現状と展望
石油製品
基礎化学原料
中間原料
合成樹脂
合成ゴム その他

第6章 インドネシア
エネルギー政策と石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス（LNG）輸出入
インドネシアの石油精製
インドネシアの石油精製産業の歴史
PT Pertamina
Dumai/Sungai Pakning製油所（Processing Unit-Ⅱ）
Musi（Plaju）製油所（Processing Unit-Ⅲ）
Cilacap/Wonokromo製油所（Processing Unit-Ⅳ）
Balikpapan製油所（ProcessingUnit-Ⅴ）
Balongan製油所（ProcessingUnit-Ⅵ）
Sorong（Kasim）製油所（Processing Unit-Ⅶ）
LEMIGAS・Cepu製油所
TPPIのTuban製油所
その他の製油所建設計画
インドネシアの石油化学
インドネシアの石油化学産業の歴史
CAP･Cilegonの石油化学コンプレックス
新規の石油化学コンプレックス計画
その他のインドネシアの主要石油化学会社
主要石油・石油製品の現状と展望
石油製品
基礎化学原料
中間原料
合成樹脂
合成ゴム その他

第７章 ブルネイ
エネルギーおよび石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と生産
石油・天然ガス（LNG）輸出
ブルネイの石油精製
ブルネイの石油精製産業の歴史
Brunei Shell Petroleum Co.Sdn Bhd（BSP）･Seria製油所
浙江恒逸集団公司の製油所建設計画
ブルネイの石油/ガス化学

Brunei Methanol Company Sdn Bhd（BMC）
浙江恒逸集団のパラキシレン事業
Brunei Fertilizer Industriesアンモニア/尿素プラント
日本AHEAD その他

第8章 タイ
エネルギー政策と石油・ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス（LNG）輸入
タイの石油精製
タイの石油精製産業の歴史
TOP・Siracha製油所
BCP・Bangchak製油所
Esso Thailand・Sriracha製油所
PTTGCのRayong製油所
SPRC･Map Ta Phut製油所
IRPC Public Co., Ltd.（旧TPI）
・Rayong製油所
Rayong Purifier Plc.（RPC）
新規製油所建設計画
タイの石油化学
タイの石油化学産業
PTTGCのMap Ta Phut石油化学コンプレックス（NPC-1）
PTTGC・Map Ta Phut石油化学コンプレックス（NPC-2）
IRPC（旧TPI）･Rayonの石油化学コンプレックス
ROC･Map Ta Phutの石油化学コンプレックス
新規石油化学コンプレックス計画
タイのその他の主要な石油化学企業
石油製品・石油化学製品の現状と展望
石油製品
基礎化学原料
中間原料
合成樹脂
合成ゴム その他

第9章 ベトナム
エネルギー政および石油ガス産業
エネルギーおよび石油・ガス政策と管理体制
石油ガス探鉱開発と海外開発事業、石油･ガス需給
石油・天然ガス輸出入 LNG輸入計画
ベトナムの石油精製
ベトナムの石油精製産業の歴史
既存製油所
新規製油所建設計画
その他のベトナムの主要石油関連企業
ベトナムの石油化学
ベトナムの石油化学産業の歴史
主要石油化学企業
新規石油化学計画
石油・石油製品の現状と展望
石油製品
主要石油化学製品

