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　７月２５日（月）
1 ＰＥ材料　能力２倍超・・・ＮＵＣ　川崎で大型投資　アジアで基盤固め

　東燃ゼネラルグループのＮＵＣは、超高圧・高圧電線用ＰＥ材料の生産能力を現状比２倍以上
引き上げる。生産拠点の川崎製造所で、２０１８年を目途に電力絶縁用コンパウンド、反導電性
コンパウンドの新設備を立ち上げる方向で具体的検討に入った。投資額は合計１００億円近くに
達すると推定される。高圧電線用のＰＥ材料は、活発なインフラ需要に支えられ、アジアを中心
に市場が長期的に拡大するとみられている。ＮＵＣでは今回の投資でこうした需要動向に対応、
戦略分野である超高圧・高圧電線分野のアジアプレゼンスを一段と向上することを狙う。国内の
ＰＥ関連で大型投資が実施されるのは久しぶり。
　ＮＵＣは旧名日本ユニカー以来、電線向けで強みを持ち国内市場で５０％を超えるシェアを獲
得している。国内市場は成熟しているが世界的には市場は拡大傾向にある。同社は１３年に米ダ
ウ・ケミカルとの合弁体制から東燃ゼネラルの完全子会社に移行。電線分野ではアジア圏を軸に
輸出が大幅に伸び、海外売上の方が多くを占める状況になった。
　国内のＰＥ関連産業では、太陽電池パネル用のＥＶＡで一時投資が相次いだのを除くと、目立
った能力増強の動きがなかった。各社も今後の展望を模索するなか、高付加価値分野に積極投資
して生き残りを目指すＮＵＣの戦略が他社に影響を与えることもありそうだ。

11 世界石油需給・・・１７年引き締まり傾向　ＪＯＧＭＥＣ観測、需要拡大で在庫漸減
　２０１７年の世界の石油需給バランスは段階的に引き締まっていく見通しだ。拡大を続ける石
油需要に総供給量が追い付かず、１６年第３四半期以降、１７年の在庫変動は継続的にマイナス
基調になる見込み。石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の観測と非加盟国双方で
原油・天然ガス液生産の伸びはともに微量で、需要を上回る供給は期待できないとする。
　一方、価格の大きな上昇はなく、ほぼ今年並みか、やや高めに推移するとみられる。
ナイジェリア原油生産地域での武装勢力による石油インフラの破壊活動や、カナダ西部での山火
事、ガソリン安による米国国内の製油所での原油精製処理量増などの要因が重なった。また、
経済制裁解除後、原油生産量を増やしているイランでは、今年６月の実績で３６６万バレルと上
昇傾向にあるが、増産目標とする４００万バレルへの到達も１７年中には厳しい見通し。
　ＪＯＧＭＣは世界全体の総需要量は、１６年第４四半期で日量９６９万バレルと予測する。
その後も需要は更に上回るとされ、１７年第４四半期では９８０６万バレルまで上昇する見通し。
在庫変動も１５年末には日量１６３万バレルの在庫があったものの、１６年第３四半期にはマイ
ナス２４万バレルまで落ち込むとされる。直近の１６年第２四半期の実績でも当初は８４万バレ
ルと見込まれていたが、実際には２５万バレルに止まった。

12 川崎の廃プラ水素化設備・・・原料多様化を推進、昭和電工
　昭和電工は、川崎事業所で廃プラスチックをガス化して製造する水素の原料多様化を推進する。
原料のほぼ全量を容器包装プラスチックで賄っているが、産業廃棄物や他のグループ国内工場の
汚泥なども活用する計画。原料選択肢の幅を広げて水素を効率的かつ安定して生産できる体制を
整え、競争力強化につなげる。
川崎事業所で使用済みプラスチックリサイクルプラント（ＫＰＲ）で水素を取り出し、全量をア
ンモニアの原料として使用している。様々な組成の樹脂などを扱いながら一定品質の水素を効率
的に取り出す技術の開発に取り組んでいる。アンモニアのコスト競争力の為に水素自給率を更に
引き上げることも視野に入れ、様々な水素原料を用いてＫＰＲ増産にもつなげる。新たな廃棄物
処理などの社会的ニーズが創出される可能性もある。
　昨年７月には川崎市と低炭素水素社会の実現に向けた協定を締結。その一環として使用済みプ
ラスチック由来の水素を川崎臨海部の需要者にパイププラインで供給し、純水素型燃料電池を
活用してエネルギーに利用する技術の検証を開始した。アンモニア以外の用途でもＫＰＲの重要
度は高まっている。

　７月２６日（火）
2 ペトロラービグ・・・エタン炉再稼働

　サウジアラビアのラービグ・リファイニング＆ペトロケミカル（ペトロラービグ）は先週、エ
タン炉の運転を再開した。６月中旬にタービン発電機の不具合が見つかり、修理のため稼働を停
停止していた。同社によると今回の停止は、４-６月期及び７-９月期において、３億５０００万
サウジリヤル（約１００億円）の減益要因になる見通し。
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　今春にエチレン生産能力を３０万㌧増やし年１６０万㌧に引き上げていた。２０１７年初頭に
は第２期プラント群の全面稼働を予定している。この計画では、住友化学グループが手掛けてい
ないパラキシレン、フェノール、ナイロン６なども事業化する。１期分を合わせて、ラービグ品
の販売を担う住友化学アジア（シンガポール）の販売量は最大で年間２００万㌧に達する見通し。
住化アジアは営業部隊をフル活用しラービグ品を売り切る構えで、同社の子会社があるインド市
場も深耕する。現在、物流・販売網を詰めている。

11 米石油掘削リグ稼働数・・・４週連続増加　米社調べ
　米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが２２日公表した国内の石油掘削リグ稼働数は、同日
までの１週間で前週比１４基増の計３７１基となった。前年同週は６５９基。４週連続で増え、
増加幅は昨年１２月以来の大きさ。最も増えたのはテキサス州西部のパーミアン盆地で８基増加、
稼働数は計１６８基と５カ月ぶり高水準となった。
　原油価格の清算値が１バレル当たり５０ドル超えを記録した６月初め以降、リグは５５基増加
した。リグ稼働数は２０１４年１０月に１６０９基と過去最高を記録した後、
原油価格急落を受けて減少した。アナリストと生産各社は、５０ドルの水準が稼働数回復
のカギとの見方を示していた。

　７月２７日（水）
1 エクソン―ＳＡＢＩＣ・・・米で新規石化計画検討　シェール活用、メキシコ湾岸で

　エクソンモービルとサウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）は、米メキシコ湾岸でシェールガスを
ベースにする新規石化計画に共同で乗り出す。新規エチレン設備から川下のエチレン誘導品まで
のコンプレックスを建設する。天然ガス由来の原料を調達する利便性を考慮し、立地はテキサス
州を候補とする。実現すればエクソンにとってはメキシコ湾岸におけるシェール関連で２基目の
エチレン設備、ＳＡＢＩＣは米国における初の本格的な石化事業になる。

1 真のニーズをつかめ　マーケテイング新潮流・・・化学の価値向上に必須
　「化学は原料があって、あるものを作るというプロセスが明確な分野。一方で、組織に横串を
入れながら末端からのニーズを化学品のモノづくりにどうつなげるかという逆のやり方をとる。
画期的な分ハードルが高い」と語るのはＢＡＳＦジャパンの石田博基副社長執行役員。「だが、
これを推し進めなければ化学品としての価値は下がっていく。各事業部のノウハウを顧客の視点
でどう使うか、事業部を超えてオープンに話しアイデアを出していかなければ競争に勝てない」
という危機意識がある。
　事業を軸にしたポートフォリオ・アプローチと、ブランドオーナーを見据えた需要業界アプロ
ーチ。包装材はこの需要業界アプローチのテーマの一つ。「ＢＡＳＦ全体の売り上げの１５％を
占めるのが消費財産業向け。その多くが包装材料にかかわる」。デイスパージョン＆レジン事業
部を中心に紙、フィルム、印刷インキ、コーテイング材、顔料部門のシニアセールスマネジャー
レベルを集めて「インダストリー・チーム　パッケージング」を構成する。
テーマは意匠、機能、環境の３つ。食品ロスの削減のための消費期限長期化、リサイクルなどに
力を入れる。あるブランドオーナーの粗原料メーカーとして、最終製品に付加価値を与えるコン
セプトとソリューションを提案した。テーマの一つである意匠性が評価され、消費者への訴求効
果が期待できるとの反応を得る一方、ブランドオーナーへの製品の提供形態が問題になった。
ＢＡＳＦが提供できるのは粗原料。そこでブランドオーナーとの間にパートナーとしてフィルム
、インキ、コンバータなどバリューチェーンを構築する企業を入れて共同開発プロジェクトとし
成立した。
　ブランドオーナーとのネットワークを強化し、製品の初期開発段階から素材のコンサルテイン
グを行うことを狙い、２０１４年、デザインファブリーク東京を横浜イノベーションセンター内
に開設した。「顧客のアイデアとＢＡＳＦの素材が持つ可能性を結び付ける空間。こんな色もあ
ります。こういう形もありますと訪問者にアピールする。化学品は見えにくい。形を作って見せ、
触れることで良さを理解してもらう。見える化をして顧客との距離をち縮じめる」「ここで解が
なければ、世界に配置する研究開発センターに持ち込む」。
「ブランドオーナーからは包括的に見せてくれとの要望が増えている。川上のバリューチェーン
とのコミュニケーションの重要性は増している」最終ユーザーの変化が部門横断型事業の原動力
でもある。

7 上半期ＰＰフィルム出荷増・・・食品向けなど好調
　日本ポリプロピレン工業化がまとめた出荷実績によると２０１６年上半期（１-６月）出荷量は
ＯＰＰが前年同月比７．４％増の１２万５０４㌧、ＣＰＰも同１．９％増の７万８１４８㌧と
ともにプラスとなった。ＯＰＰは、食品向けを中心に内需が総じて堅調に推移し、輸出もプラス
を確保した。円安基調の定着を背景に、東日本大震災で工場が被災した２０１１年央から増大傾
向にあった輸入品が減速していることも国内出荷の回復に少なからず影響している模様。
　尚、６月単月の出荷量は、ＯＰＰが前年同月比２．５％増の２万９６㌧、ＣＰＰは１．１％減
の１万３１７７㌧で、５カ月ぶりにマイナスに転じた。



【１６年１－６月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

11 エネ研見通し・・・原油価格、１７年に１バレル５５㌦、需給は一転タイトに
　２０１７年の国際原油価格（通年平均）はブレント５５㌦、ドバイ５２㌦、ＷＴＩで５４㌦
程度が見込まれる。１６年下期以降、米国、中国、インドなど主要国でガソリンを中心とした石
油需要増が見込まれる一方、ＯＰＥＣ非加盟国での減産や英国の欧州離脱問題、米国の利上げ等
不安要素も重なり、急激な価格上昇は抑制されるとみられる。１４年後半から供給過剰状態にあ
った需給バランスは、１６年下期以降、均衡または供給不足基調になる見通し。
　日本エネルギー経済研究所によると、１６年２月に１バレル２０ドル台にまで暴落したが、下
半期にブレント５０㌦、ドバイ４７㌦、ＷＴＩ４９㌦まで上昇した。世界の原油需要は１６年下
期から大幅な上昇局面を迎え、１７年第１四半期には日量９６００万バレルに拡大するとみられ
る。一方、欧州やアジアの経済協力開発機構加盟国では１６年下期から緩やかに減少すると想定
される。そのため、１７年通年での世界の需要増加程度は、１６年第１四半期からペースを落と
し、１１０万バレル前後で推移するとみられる。
　供給面では１７年第１四半期以降、安定的に日量９６万バレル以上を維持できる見込みだが、
需要に供給が追い付かない状態が加速する。需給バランスは１６年上期まで続いた供給過多か
ら一転、１７年下期に需要が供給を上回る見通し。
　ＯＰＥＣの生産量は１６年第１四半期に前年同期比１．５％増の３２３０万バレルと高水準を
維持している一方、生産設備、パイプラインへのテロ行為が相次ぐナイジェリアや内戦の続くリ
ビア、国家財政が破綻状態にあるベネゼイラなどでは減少。今年１月に経済制裁が解除されたイ
ランでは、今年６月に制裁前の水準である日量３６０万バレルまで回復したが、政府が目標とす
る４７０万バレルへの到達は、大規模な外資参入が無い限り非常に厳しい状況だ。
　需給面ではひっ迫した状態が１７年下期にかけて続くとみられるものの、長期化が予測される
英国のＥＵ離脱問題やソブリンリスク再燃、イタリアの不良債権処理等金融市場経由での価格
の下方圧力に注視が必要としている。

12 三菱商事、米で化学品拡大・・・石化拡販、車分野にも力
　三菱商事は、米国で化学品ビジネスを拡大する。来年度以降、シェールガス由来の安価な原料
を用いた石化製品の増産が本格化するため、エチレンやＰＥ、ＰＶＣなどの輸出入機会を広げる。
物流や出荷機能も強化する方向。石化分野や堅調に需要が拡大する自動車分野で事業投資案件も
拡充する。商社機能と事業投資の両輪で好調な米国市場の成長を取り込む。
　同社は米国で唯一、エチレンの輸出を手掛ける。米国で作られるエチレンは同国内でほとんど
消費され、輸出は限られるが、増産が進めば供給過多になる局面も予想され、輸出機会の拡大が
見込める。一方、石化原料がエタン中心に変わることで原料の軽質化が進み、能力不足に陥る可
能性のあるベンゼン、キシレンなどの芳香族をアジアから調達し米国で拡販する考えだ。

　７月２８日（木）
2 社説・・・確実で期待感もてる経済対策を望む

　英国のＥＵ離脱決定を受けて急落した日本の株式市場は、６月２４日の国民投票前の状態まで
戻し、１００円を切る勢いだった為替相場も、一時に比べて落ち着いてきた。参院選で自民党が
大勝し、追加経済対策での期待感が高まったことも背景にあるという。一時の危機感が薄れたと
も推察できるが楽観はできない。ただ、中小企業の景況感は厳しい。日本政策金融公庫が６月中
旬に実施した４-６月期実績、７-９月期以降見通しや、４-６月期の景況判断ＤＩでは、厳しい
内容となっている。調査の実施時期からして英国のＥＵ離脱の影響は含まれないにしても、中小
企業を取り巻く環境には厳しいものがある。
　安倍首相は、経済対策の中身について「内需を下支えすることができる総合的かつ大胆な経済
対策を実施したい」との考えを示していた。具体的には、リニア中央新幹線の全線開業を当初予
定の２０４５年から最大８年前倒しするほか、訪日客拡大に向けた地方の港湾整備、農産物の
輸出拠点設置、年金受け取りに必要な加入期間の２５年から１０年への短縮―などである。
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　経済対策は当初想定していた１０兆円規模から増額し、２０兆円以上とする報告で調整が進め
られている。ただ数字が先行している格好だ。国・地方の追加の財政支出である「真水」部分を
当初の３兆円程度から倍増することで検討するほか、「そのほかは財政投融資や民間事業を積み
増しして見た目を膨らませている」との指摘もうなずける。
　様々な不安要素が漂うなか、日本経済に再び勢いを取り戻せるかが政府に課せられた課題だ。
先の参院選で掲げた公約を確実に実行に移し、中小企業を含めた産業界全体が、将来に向けて
思い切って投資できる環境を早急に整えて欲しい。

10 韓国・プラ容器包装リサイクルの現状・・・プラ推進協が調査報告　上
　プラスチック容器包装リサイクル推進協議会（プラ推進協）は今春、韓国のプラスチック容器
包装リサイクルの現状を視察、調査報告書をまとめた。韓国におけるリサイクルの仕組みは、
資源は有価で購入し、支援金をもらってペレットを有価で販売する。資源が有価であり、設備投
資も必要なため安く買い入れ、高く販売しなければならず、競争が熾烈。反面、プロセスの透明
化や合理化、市場原理の導入などによってビジネスとして成功を収める企業も多く日本より先ん
じている。
　韓国のリサイクル法は、一つの法律のなかで様々な製品に関する生産者責任が一括で定められ
ている。過剰包装や使い捨て品についての規制など発生抑制も制度化している。韓国は２００３
年に生産者責任再活用制度（ＥＰＲ制度）を導入。対象製品は、金属缶・ガラス瓶・紙パック・
合成樹脂材質の４大包装材、タイヤ・潤滑油・電池・蛍光灯・電子製品の５製品となっており、
容器包装に限定せず、製品類を合わせてリサイクルする。
　また、法律の見直しも柔軟に行い、包装材などのＥＰＲ対象品目も拡大しプラスチックの資源
化を進めている。
　プラスチックについては、細かく分類されている。素材・形態により分担金は異なり、リサイ
クルの難度や再生材市場価値で再活用分担金（日本での再商品化委託料）に差をつけている。
分類では、ＰＥＴボトルは単一無色・単一有色・複合材料に、プラスチックは単一容器（ＨＤ
ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ）・フィルム類に、発泡スチレンはＥＰＳ・ＰＳＰ（トレー、カップ、めん
容器）に分類される。
　分担金の金額は資源としての付加価値に応じて決められ、有価取引されているものは無もしく
くは少額、リサイクル処理に再生材の価値以上にコストがかかるものほど高額となる。その分、
容器包装（素材）に対する分担金単価も高い。
　分担金の支払いは循環資源流通支援センター（ＫＯＲＡ）を経由し、再活用支援金として収集
（自治体・民間）及び再活用業者（民間・リサイクラー）に流れる。ただ、選別（自治体・民間・
ソーテイングセンター）には一切支払われない。
　分担金の流れを担保するためＫＯＲＡは、選別からリサイクラーに対する売上報告を受け、自
ら回収選別実績調査を行う。また、再活用事業者から仕入れ・再活用報告を受ける一方、自ら品
質検証、再活用実績調査を行う。ＫＯＲＡの活動は数量管理・支払い管理など全ての業務を電算
システムを通じて一元化、合理化・効率化を図っている。

12 三菱ケミカル、石化改革に一区切り・・・中印ＰＴＡ事業売却
　三菱ケミカルＨＤは２７日、中国とインドの高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）事業を売却すると
発表した。中国企業の大増産で市況は暴落し、近年は赤字続き、最大の懸案事項の整理にメドを
付けたことで、成長分野に据える機能商品やヘルスケア製品に経営資源を振り向けやすくなる。
　インドのＭＣＣ・ＰＴＡインデイアは、三菱商事、双日、豐田通商、丸紅が１０％以上をそれ
ぞれ出資していたが、三菱化学が７月までにそれらを買い取っており、同社の出資は９５％にな
っている。今回は持ち分９％を除く全株式を米投資会社に４８００万ドル（約５０億円）で今年
１０月までに売却する契約を交わした。三菱化学は非連結化する。
　中国では三菱化学が６１％、伊藤忠商事が３５％、三菱商事が４％出資する寧波ＰＴＡ投資が
ＰＴＡ会社の寧波三菱化学有限公司に９０％を出資していたが、三菱化学は伊藤忠の株式を取得。
今後、寧波ＰＴＡ投資が寧波三菱化学を１００％子会社化したうえで、持ち分の３３％を香港の
利万集団、６７％を中国の石化企業に１２月までに譲渡する。売却金額は４億７０００万元（約
７４億円）。中国からは完全撤退となる。
　両国以外でＰＴＡ事業を手掛けるインドネシアでは、価格政策やポリエステル繊維チェーンの
構築を通じて安定収益路線に転換し、韓国は生産能力を半減する合理化策を行い収益改善のメド
が付いていることから、両国では事業を継続する。
　中印の撤退でＰＴＡ事業規模は約１４００億円と半減する見込みだが、常態化していた赤字に
よる利益の下押しリスクが消える。

12 三井化学　４-９月期・・・利益予想を上方修正
　三井化学は２７日、２０１６年４-９月期業績予想の修正を発表した。原油安の影響で売上高は
従来予想比２．８％減の５８３０億円に引き下げた一方、営業利益は同６３％増の４４０億円、
経常利益は同７３．９％増の４００億円、純利益は同１５０％増の２５０億円と、いずれの利益
段階も大幅に上方修正した。
　基盤素材セグメントにおいては、ナフサクラッカー等石化プラントが高稼働を継続し、収益が
増加する見込み。１７年３月期通気予想は精査中としており、１６年４-６月期決算発表時に公表



する予定となっている。

　７月２９日（金）
9 再生プラ　製造工程ＪＩＳ・・・原案作り大詰め　トヨタ等参画、今期中にも認証作業

　再生プラスチックの製造工程のＪＩＳ化を目指し、トヨタ自動車など大手企業も加わった産官
学の協議が本格化している。需要が増える自動車や家電向けの再生プラの品質を担保することが
狙いで、製造ラインの国際品質規格「ＩＳＯ９００１」対応を認証申請の目安とする方向で詰め
の作業が行われている。今期中にはＪＩＳ認証の作業が始まる見通しで、再生プラスチック業界
の関係者らは「自動車、家電関連での再生プラの需要増につながれば」と期待を寄せている。

10 韓国・プラ容器包装リサイクルの現状・・・プラ推進協が調査報告　下
　韓国における再活用事業者（リサイクラー）は素材仕分けの負担が少ないのも特徴。ソウルや
プサンなど人口の多い都市部のほとんどは集合住宅で、回収時点で硬質系の容器・トレーと軟質
系のフィルム・シート類に分けられる。そのため、ソーテイングセンターでの選別負担が少ない。
収集袋やフィルム・シート類が分別されているので近赤外線（ＮＩＲ）による最新の光学式選別
機等を導入、フル稼働によってコスト負担も抑えている。
　プラスチック（ＰＥＴ、その他プラ）は有価取引のため自治体回収ルートを除き、業者により
再活用資源としての買取りが主体で、回収品、素材別選別品、リサイクル品（再生ペレット等）
ともに義務生産者の分担金は日本より安いという。ただ、ＰＥＴボトルについてはリサイクラー
への支援金も発生し分担金は日本より高い。
　収益の拡大によって専業化も進む。硬質系ＰＳ専業のリサイクラーや世界最大級のＰＥＴボト
ルリサイクラーも誕生しており、大規模化による合理化も進む。リサイクル品が高値で取引され
ていることもあり、リサイクルコストは日本の３分の１以下で、再商品化（分担金）コスト負担
も少なくてすむ。このリサイクルコストに自治体負担は含まれないが、元来、韓国の自治体回収
比率は低いことから含むと更に差が開く。
　一方、フィルム・シート類及び複合材からなる軟包装材は回収時あるいはソーテイングセンタ
ーで排出されても有価取引が困難で、売却益が出ない回収業者やリサイクラーへの支援金は大き
く、負担金も高く設定される。ほとんどが固形燃料などに処理されるのみで、いかに資源化する
のかが問われている。
　原油価格が下落してバージンプラスチックの市況低下を招いている。バージンプラの代替とし
ての再生プラの競争力は相対的に低下するとされ、韓国でも問題になっており、新市場開拓や
品質改善による用途拡大が急務とされるなど課題は山積しているという。
　それでも、多くの回収を自治体に依存しそれにともなう住民の税負担も大きい日本よりは先進
国といえるかもしれない。
　日本の場合、生産者のリサイクル義務負担が大きく、その中で売価の何倍のコストを負担しな
がら再生材料を国外に安価で取引する実態はシステムとして問題といえよう。
　実際、日本の３倍の価格で取引されている韓国再生ＰＥＴペレットでもわざわざ輸入する日本
の成形メーカーがあるといわれる。
　プラ推進協では今回の視察は日本の実態を知るうえで大きな成果になったとしている。

11 国産ナフサ下落続く・・・４-６月は３万１６００円、４四半期連続　原油市況低迷映す
　２０１６年４-６月の国産ナフサ基準価格は、１キロリットル当たり３万１６００円となった。
前四半期に比べ２７００円（７．８％）下落した。値下がりは４期連続で、過去１０年では０９
年１-３月の２万７０００円に次ぐ安値となった。ＯＰＥＣの協調減産への期待感が後退する
などし、今年２月には一時１バレル当たり２０ドル台後半の値を付けた原油市場の低迷を反映し
た。
　７-９月入着のナフサについては、既に大半の価格が決定している。東京オープンスペック市場
の動きをみると、７月入着分以降は１㌧当たり４００㌦台前半で推移。足元では４００㌦を割り
込んでいる。四半期全体としてはドルベースで４-６月を上回る水準となる見込み。ただ、円高が
進行したことから現状の１ドル＝１０５円程度の為替相場が続くとすれば、７－９月の国産ナフ
サ価格は４-６月と同水準となる可能性がある。

11 ６月の石油製品ＣＩＦ単価・・・原油が４カ月連続で上昇　　

【２０１６年６月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート１０８．４４円／ドル

（LPGは円/㌧、ドル/㌧）

　２０１６年６月の石油製品ＣＩＦ単価は、為替は１０８．４４円となり前月比で、

円／ＫＬ ドル／バレル
原油・粗油 30,861 45.24
ガソリン（自動車用） 36,520 53.54
ナフサ（石化用） 30,964 45.40
灯油 78,473 115.05
ＬＰＧ 39,889 367.84



０．４８円の円高。原油価格は４カ月連続で前月を上回り１バレル当たり４．５６㌦高の４５．
２４ドルで円建てでは、１キロリットル当たり２９８７円高の２万９８７円。
　ナフサ価格は、１キロリットル当たり１５０１円高の３万９６４円。

12 原油価格　先行き上昇の見通し・・・石連会長会見　当面４５～５０㌦で
　石連の木村康会長は２８日、記者会見を開き、足元の市場環境などについて語った。その中で
会長は、足元で低迷傾向にある原油価格動向に関して、先行き上昇するとの見方を示した。
そのうえで、「当面は１バレル当たり４５～５０㌦での動きとなるのではないか」と予測した。
　原油価格は、６月末の英国のＥＵ離脱の国民投票の結果を受け急落したが、その後は落ち着き
を取り戻し投票結果前の水準に一時戻った。しかし、７月に入り「ドル高や米国の原油・製品の
在庫水準増加のほか、リグ稼働数の向上などで期待より需給がダルになり、下落に向かっている」。
　ただ、需給のファンダメンタルズは、第３四半期には需要が供給を上回り在庫減につながって
いくとみられる。産油国が軒並み１バレル５０㌦は必要との認識を示していることもあり、会長
は価格は「早晩、上昇に転じる」と予測した。　
　国内ガソリン需要は、この間順調に推移しており、今夏は猛暑との見込みもあって、夏場に
更に「上向くことを期待する」とした。更に「量は出るが収益に結びつかないということの
ないよう」に、流通も含めた取り組みが必要との見識も披露した。
　また、パナマ運河の拡張について触れ「ＬＰＧ等のエネルギー関連では日本の可能性が広がり
歓迎するが、石油化学に関しては、競争力に影響を与える可能性がある」との見方を示した。


