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　１０月１７日（月）
12 出光・昭シェル合併延期・・・「スキーム変えず説得」、創業家歩み寄るか焦点

　出光興産と昭和シェル石油は来年４月に予定していた合併を延期すると発表した。出光の大
株主である創業家が反対し、７月以降、経営側と創業家の協議は実現しておらず、説得には時
間が必要と判断した。出光の月岡社長は会見で合併が最善の道と再三主張し、創業家に協議再
開を訴えた。しかし、意思を伝えるためいにメデイアを利用しなければならないほど深い溝を
埋められるのか、見通しはついていない。
　１３日夕に都内で開かれた合併延期会見。月岡社長と昭シェルの亀岡剛社長はともに「当初
描いたスキーム通りに合併し、経営統合することがベストの選択肢だ」と強調し、「統合を果
たすことが経営責任だ」と言い切った。提携にとどめたり白紙撤回し、仕切り直すといった考
はみせず、「創業家と議論を尽くしたい」と、粘り強く説得を続ける姿勢を貫いた。
　ただ、創業家の出光昭介名誉会長は、出光の系列給油所などで構成される出光会が合併に
賛成を表明したことに対する９月末の回答書簡で、出光と昭シェルの合併後、現在昭シェルの
株主１５％を保有するサウジアラムコが出光家に次ぐ大株主となることに懸念を示し、反対の
立場を崩していない。書簡では、国際資本に取り込まれずに独自路線を歩んできた出光の理念
が失われかねないとし、サウジアラムコに飲み込まれた韓国の石油会社の例を上げ、同じ轍を
踏んではならないと主張している。
　年々縮小を続ける国内石油市場は来年４月にＪＸホールデイングスと東燃ゼネラル石油が
経営統合し巨大な石油企業が誕生する。規模を生かした生産、販売でシェア拡大を狙う。
これに対抗する出光・昭シェル連合は合併が延びるほど５００億円と当初目論んだ合併効果は
目論見だけで終わってしまいかねない。
「窮すればすなわち変じ、変じればすなわち通じる」。月岡社長は中国の格言を持ち出し、
事態の進展に期待をにじませた。行き詰ると何かが変わらざるを得なくなり、何かが変われば
おのずと道は開けるという意味だ。

　１０月１８日（火）
2 社説・・・評価したい三菱化学・宇部興産提携

　三菱化学と宇部興産が１３日、リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）用電解液事業で提携する
と発表した。電解液、セパレーター、正・負極材といったＬｉＢ関連材料には、これまで多く
の日本企業が参入し、しのぎを削ってきた。こうしたなかでの両社の提携は、日本勢同士のい
たずらな市場争いを回避して収益性ある事業を目指すもので、これまでみられなかった動きと
して注目される。
　２１世紀の成長領域はどこかと考えた場合、どの企業もヘルスケア、情報通信技術（ＩＣＴ）
環境・エネルギー分野といった領域にたどり着く。そして、それぞれの領域を代表するような
大型製品、大型事業については、各社がこぞって参入を図る。日本勢同士が激しい市場争いを
繰り広げ、結果的に疲弊するケースも少なくない。ＬｉＢ材料やフラットパネルデイスプレー
（ＦＰＤ）材料などは、そうした日本企業同士が争う代表的な事業といえる。
　三菱化学も宇部興産も、ＬｉＢ用電解液については独自の高いノウハウを持ち、それぞれ一
定の市場シェアを握っている。しかし今回、中国メーカーの台頭をはじめとする激しい市場
環境に鑑み、提携を決断した。お互いの経営資源を持ち寄ることで共通の敵に打ち勝つ選択と
いえよう。両社は、まず中国での事業について、２０１７年４月をめどに折半出資の合弁形態
で運営する体制を目指す。その後、他国でも生産・開発を含む包括的な事業提携の可能性を
検討するとしている。
　「日本の化学産業」という視点で考えた場合、欧米企業のようにお互いに事業を交換して
すみわけを図るといった行動に乏しく、世界を代表するような圧倒的な事業を育てる機会を
損失してきたともいえる。両社の提携は、こうした閉塞感を打ち破る経営判断として評価さ
れよう。

11 ＰＰ国内需給均衡続く・・・国産品への引き合い強く、高稼働を維持
　ポリプロピレンの国内需給は年後半もウエルバランスが続きそうだ。日用品やヘルスケア
製品などの需要が堅調なことから国産の引き合いが強く、各社のプラントは高稼働を維持して
いる。輸入品の数量は円安環境下で少なかった前年実績を上回るペースで増加しているものの
国産品の不足分を補うための調達が主とみられ、急増する気配は薄い。アジアでは市況がいぜ
ん高水準にあるものの、じわじわと下落。中国でプロパン脱水素（ＰＤＨ）設備などによる
プロピレン供給が増加し、ＰＰプラントの新設が進んでいることも影響しているようだ。

11 ＯＰＥＣ・・・非ＯＰＥＣの１６年生産量を下方修正
ＯＰＥＣはこのほど公表した月報で、非ＯＰＥＣの２０１６年の原油生産見通しを日量２万
バレル下方修正し、５６３０万バレルとした。一方、９月の世界生産量は前月比１４６万バレ
ル増の９６４０万バレル。ＯＰＥＣで２２万バレル、非ＯＰＥＣで１２４万バレル増加した。
　非ＯＰＥＣの生産量は米国、カナダ、メキシコで年内は減少傾向が続く。一方、１７年は
米国で１６年比数万バレル程度の増加に転じる見通し。１７年の非ＯＰＥＣの生産見透しは、
前月の観測から２万バレル上方修正し、５６５４万バレルとした。ロシアでは今秋、新規プ
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ロジェクトが稼働を開始することから１７年初頭には増産が見込まれる。

　１０月１９日（水）
1 石化設備、停止早過ぎた？　エチレン輸入大幅増、クラッカーフル稼働も内需カバーできず

　石化製品の輸入が急増している。２０１６年１～８月のエチレン輸入量は約８万ﾄﾝと前年の
同期間比１７倍に拡大した。ポリオレフィンの輸入も同２割前後増えた。石化各社が将来の
内需低迷を見越してナフサクラッカーや誘導品設備を矢継ぎ早に止めた為、生産能力が足元の
内需を下回り、輸入で補う状況に陥っている。クラッカーは９５％超のフル稼働を続け、各社
の石化部門の業績は好調だが、あまりにも早く設備を止めたために多くの事業機会を逸してい
る側面は否めない。
　ナフサクラッカーを停止したため原料エチレンは不足状態のなか、国内向けを優先するため
昨年大幅に増えた輸出を絞り、一部企業はポリオレフィンなど誘導品の減産にも乗り出し始め
た。それでもエチレンは不足している。エチレンのアジア市況は１㌧当たり１１００㌦前後と
歴史的な高値にあるにも拘わらず、海外から調達せざるを得ない状況だ。
　経産省がまとめた１６年８月のエチレン換算輸出入によると、輸出から輸入を差し引いた
出超幅は前年比３９．１％減の１０万１６００㌧。輸入比率は１７．５％と前月比１ポイント
上昇した。

1 精留塔
「ＩｏＴ」という言葉に接しない日はない。「モノのインターネット」と説明することもなく
なってきた。▼ＩｏＴを支える要素技術は、センシング、ネットワーキング、アナリシス、
フィードバックの４つ。モノに埋め込んだセンサーでデータを集めクラウドに蓄積し、その
ビッグデータをＡｉも駆使して分析、結果はデバイスに反映される。そして利用者の問題が
解決されていく。簡単に言うと、そんな図式だ▼このソリューションを提供する上で、重要な
ポイントがいくつかある。その１つとして指摘されているのが、プログラミング人材だ。
センシングデータを丸ごと集めていては、通信、蓄積、解析のどこかの段階でボトルネックが
生じる。このため、センシング時点でデータを有用な情報にある程度変換してしまうのが効率
的だ。変換作業を担うＣＰＵを動かすには、多種多様なセンサーに応じたプログラムが必要に
なるというわけだ▼デジタル革命は、生活を便利に快適にする一方、教育は学習の方法、内容
にまで変革をもたらす。デジタルワールドで今、何が起こり、これからどうなっていくのか。
　親も教師もそれを見極める目が大切になってきている。

2 ＬＧ化学、石化テコ入れ・・・大山でエチレン２３万㌧増設、一部ＰＳをＡＢＳに転換
　韓国ＬＧ化学は、設備転換などのテコ入れで石化事業の競争力を強化する。韓国政府が供給
過剰品目に指定したＰＳは、設備の一部をＡＢＳに転換。一方、エチレンは２８７０億ｳｵﾝ（
２６２億円）を投じ、２０１９年までに大山で年２３万ﾄﾝを増設する。ナフサクラッカーの
コスト競争力を維持しつつ、高付加価値製品の売上高を２０年までに７兆ｳｵﾝ（約６３８９億
円）まで増やし、ナフサ由来の石化事業の収益拡大を狙う。

2 ペトロブラス・・・南西石油売却　太陽石油と合意
　ブラジル国営石油会社ペトロブラスは１７日、当局に提出した文書で、子会社の南西石油
（沖縄県）を太陽石油に売却することで合資したと明らかにした。売却額は１億２９３０万
ドル。経営難のペトロブラスは約１２５０億㌦の債務削減に向け、年末までに１５１億㌦の
資産を売却することを計画している。

3 タイ経済回復へ正念場・・・国王逝去、一般消費に影
　国王が死去したタイは、経済回復に向けた正念場を迎えている。政府機関のほか国営企業や
民間企業は１７日から通常通りの活動を開始。１４日に休業した一部の工場も再開し、「出荷
や流通を含め目立った混乱はない」。一方、政府は娯楽活動を３０日間自粛するよう求めてお
り、その影響もあってバンコク市内の主要はショッピングモールでは客足が遠のいている。
夜の歓楽街では兵士が見回りを行っており、一時閉店としたり早じまいする店舗が続出してい
るため、ＧＤＰの約１割を占める観光に打撃となりそうだ。今後１年間ほどは一般消費の低迷
が懸念される。

3 シェル、イラン石化市場に再参入・・・ＮＰＣと合弁設立へ
　英欄ロイヤルダッチ・シェルは、イランで石油化学事業に再参入する。イラン国営放送によ
ると今月９日、同社とイラン国営石油化学会社（ＮＰＣ）が石化投資に関する準備的な覚書
（ＭＯＵ）を取り交わした。両社は合弁会社を設立し投資を行う見通し。
　シェルは２０１０年、イランに対する国際的な経済制裁の開始を機に、イラン原油などの取
引きから撤退。制裁解除にともない、今年６月から原油取引を再開した。
　イランは２５年までに、石化製品の国内生産量を年１億６０００万㌧（現状６０００万㌧）
に引き上げる計画を打ち出している。生産量の引き上げには外資の資金、技術的な協力が不可
欠で、同国政府も積極的に外資を誘致する方針。
　イランへの経済制裁は今年１月に解除されたが、米国による経済制裁は継続している。日系
企業など外資の活動が本格化するまでには時間を要しそうだが、シェルのイラン市場復帰は外
外資の再参入を加速させるきっかけになりそうだ。

3 ＢＡＳＦ・・・独本社工場で爆発事故
　ＢＡＳＦの独ルートビヒスハーフェンの本社工場で１７日、爆発事故が発生した。これによ
り少なくとも２人が死亡、６人が重傷を負ったほか、２人が行方不明になっている。すでに
スチームクラッカーをはじめ、誘導品設備の操業を停止しており、隣接するライン川からの消
火活動が続けられている。原料を輸送するパイプラインでの作業中に爆発が起きたとしている



が、事故原因など詳細は不明。同工場は２基のスチームクラッカーを中心とした大規模な石化
コンプレックス。（エチレン年２２万㌧、４０万㌧の２基、ＥＯ３４万㌧、ＭＥＧ２．５万㌧
など）

7 大成ラミック、ＩｏＴで顧客支援・・・液体包装充填で、見える化情報共有
　液体包装フィルムおよび装置を手掛ける大成ラミックはこのほど、ＩｏＴを駆使した充填
支援サービスを新たに開発した。高速充填機（ＤＡＮＧＡＮ）の顧客と充填現場、大成ラミ
ックの３者で充填情報をクラウド共有し、それぞれが閲覧できるようにしたもので、生産の
見える化を実現する。「フィルム・機械・オペレーション」を同時にサポートする体制を強化
することで顧客満足度をたかめ、自社製品の高付加価値化と競争力向上につなげていく。
　新たに開発した「ＤＡＮＧＡＮ充填支援サービス」はＩＴを駆使することで充填現場の異常
を即座に確認し遠隔支援を可能にする。現場から離れている顧客のパソコン端末から充填記録
を閲覧できることから、これまでのメール・電話・ＦＡＸでのやり取りを簡便化し、業務の
効率化にも貢献できるという。
　同社は首都圏の顧客へのサポート強化の一環として東京営業部（港区）を今年４月に開設。
また各支店のショールーム・デモルーム化を取り組むなど、液体充填機の販売拡大へ向けた
体制の整備を進めている。

11 商法、口語化へ改正案決定・・・運送ルールも見直し
　政府は１８日の閣議で、商法改正案を決定した。文語体が残っていた条文を口語化するとと
もに、運送に関するルールを大幅に見直した。危険物の輸送を業者に委託する際の荷主の通知
義務を明文化し、死亡事故の賠償金を著しく低く設定した運送約款を無効とすることなどを定
めた。１８９９年制定の商法は、憲法、民放、刑法などの基本六法になかで最も口語化が遅れ
ていた。改正案が成立すれば六法はすべて漢字と平仮名の口語体となる。

　１０月２０日（木）
1 出光興産・・・千葉の２拠点統合　精製・石化を一体運営

　出光興産は、千葉県市原市で隣接する製油所と石化工場を２０１７年１０月に統合する。
一体運営による全体最適の向上、意志決定の迅速化などが狙い。国内燃料油市場の縮小が続く
なか、精製と石化の統合運営で競争力を確保する。日産２０万バレルの常圧蒸留装置を持つ
千葉製油所とエチレン年産３７万４００㌧能力の千葉工場を統合し、新たに「千葉事業所」を
発足する。
　また、隣接する三井化学の市原工場と有限責任事業組合（ＬＬＰ）を組んでクラッカーの
共同運営を進めている。出光の製油所－クラッカー間の一貫体制強化により、２社地域連合の
競争力向上も一段と期待できそうだ。

2 ＢＡＳＦ工場爆発・・・数カ月停止の可能性　アジア需給に影響も
　ＢＡＳＦの独ルートビヒスハーフェン本社工場で１７日に発生した爆発事故は、ようやく
完全に鎮火した。２基のクラッカー（エチレン生産能力２２万㌧及び４０万㌧）が操業停止。
　事故は、１７日午前１１時半（日本時間午後６時半）頃、エチレンやプロピレンを輸送する
パイプラインの作業中に爆発が発生。事故原因は調査中としており、詳細は明らかになってい
ない。フォースマジュール宣言も出されていないが、原因調査のため数カ月間は操業を停止す
る可能性が高い。欧州だけでなくアジアへの需給バランスにも影響が及びそうだ。
　同社の化学品のおよそ２割の生産を担っており、ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）の約
３割を占める化学部門の業績への影響も懸念される。

5 再編迫られる肥料業界・・・輸入拡大で国際競争に
　化学肥料工場の実稼働率９３％、銘柄集約がカギ

　肥料業界が再編を求められている。全国農業共同組合連合会（全農）は今年、韓国からの安
価な肥料輸入を本格化し、国際競争が現実のものとなった。政府の未来投資会議と規制改革推
進会議は今月、生産性の低い工場が乱立している生産資材として肥料を挙げ、業界再編に向け
た国の支援を提言した。ただ、工場の実稼働率は９０％を超えており、余力がないのが実情だ。
　再編による合理化には、膨大な銘柄の集約がカギとなる。
　農水省によると、肥料は約３０００社の製造業者により、約２万銘柄が生産されている。
肥料銘柄ごとに一部の化成肥料は、同一成分のもとで１００種類以上の銘柄が登録されている。
　韓国では肥料が日本の約半分の価格で売られているが、港の近くに構えた大規模工場で集約
生産することで国際競争力を持ち、東南アジアなどへも輸出している。
　韓国の銘柄数は少なく、１銘柄当たりの生産量は日本の３３０㌧に対し、１万７０００㌧。
肥料原料の大半を輸入している。
　こうしたなか、全農は今年、大口需要家を対象に韓国から安価な肥料輸入を本格化した。
国産品に比べ３～４割ほど安く提供できるという。
　経産省のまとめでは、主要な肥料である化成肥料の登録を持つ企業は約２５０社。ただ大半
は自社工場を持たず、製造設備を持つ上位１８社が、全国の約９５％を製造する構造となって
いる。主要メーカーの６割はすでに低稼働設備の休廃止に取り組み、約半数は同業者との設備
共同利用を進め、７割は省エネ設備に投資している。さらに、同業者との事業統合による工場
再編については、３割が検討すると答えた。ただ、銘柄数は大半が集約に取り組んでいるもの
の、生産者からの要望に対応した結果、半数では増加傾向にあるのが現状。
　稼働率は単純計算すると約７６％だが、銘柄の切り替えに必要とする日数を操業日数から差
し引いた実稼働率は約９３％で、ほとんど余力がない。
　今月、未来投資会議と規制改革推進会議農業ワーキンググループは、多品種少量生産が低
生産性の原因となっている生産資材として肥料を挙げ、国に対し、施肥基準の見直しを推進し
て銘柄数を大幅に絞り込むことを提言した。同時に、国際競争力に対応できる生産性の確保を



目指した業界再編や設備投資に向けた支援を行うことも求めた。
　多様な肥料は品質向上に向けた農家の努力の成果でもある。単に銘柄数を減らしてもそれに
よって農産物の品質が落ちては意味がない。それでは輸出拡大はおろか、ＴＰＰ発動にともな
い激化する輸入農産物との競争に勝てない。日本の農産物を支えてきた肥料を厳選できるかが、
肥料業界の効率化への試金石となる。

11 中国成長率７－９月期・・・横ばいの６．７％
　中国国家統計局が１９日発表した７－９月期の国内総生産（ＧＤＰ）は物価変動の影響を除
いた実質ベースで前年同月比６．７％増となった。３期連続で、リーマン・ショックが直撃し
た２００９年１－３月期以来７年ぶりの低い伸び率にとどまった。年間でも同程度の伸びが
予想され、成長率が加速する兆しは見えない。

11 パリ協定、審議入り
　２０２０年以降の地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」の承認案が１９日、参院本会
議で審議入りした。同案は参院先議で、１１月７日までの国会承認を目指す。
　モロッコで開かれるＣＯＰ２２で、締結国会議の初会合で正式参加するには今月１９日まで
に承認する必要があったが、日本は間に合わなかった。パリ協定は、批准した国が２０年以降
の温室効果ガスの自主的な削減目標を示し、世界全体で産業革命前からの世界平均気温の上昇
幅を２度未満に抑えることを目標に掲げる。
　米中など８０カ国以上が批准し、１１月４日に発行することがすでに決まっている。ＣＯＰ
２２では、協定の具体的なルール作りがスタートする。オブザーバー参加となる日本も早期の
国会承認が求められる。

12 住友化学　シンガポール・・・３子会社を来春統合、アジア石化販売強化
　住友化学は１９日、シンガポールの全額出資子会社３社を統合すると発表した。サウジアラ
ビアで現地企業と展開している石化工場では第２期拡張計画を進めており、住化はアジア販売
を担う。３社を統合し事業基盤を厚くして競争力を強化する。統合新社は地域統括会社の役割
も持ち、成長事業のアジア地域事業拡大に取り組んでいく。
　ポリオレフィンや溶液重合法スチレンブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）、サウジの石化製品を
製造販売する「住友化学アジア」とメチルメタクリレート（ＭＭＡ）を手掛ける「住友化学
シンガポール」、地域統括会社の「住友化学アジアパシフィック」の３社を統合する。
　資本金や社長は今後詰める。３社合算の売上げ規模は１４億㌦で、従業員数は５００人程度。

　１０月２１日（金）
1 精留塔

　厚労省は２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて検討している受動喫煙防止
対策のたたき台を公表した。飲食店は原則禁煙となる。海外の飲食店の喫煙・禁煙事情を見て
きた身には、日本は受動喫煙防止は後進国だ。▼今回の厚労省案に禁煙者の「やっと」、喫煙
者の「えー」と意見が分かれるだろう。禁煙者にとって、受動喫煙の心配なく夜、アルコール
をともなう外食をする場所を選ぶのは容易ではない▼ちなみに飲食店ガイドアプリで「禁煙」
と入れると、まず出てくる店数が少ない。そして一様に同じような食べ物を提供する店に比べ
て値段が高い。女性客の多いフレンチやイタリアンの店が多くを占める。つまり、受動喫煙を
避けつつ、居酒屋や焼き鳥屋など、あまり懐を気にせず仲間とわいわいやれる店は殆ど存在し
ないということになる▼この状況が解消されるのかどうか。期待をもって注目したいが、気に
なるのはその動機だ。ＩＯＣが掲げる「たばこのない五輪」の実現のための対策が出発点なの
だろうか。これを報じる全国紙を読むとそう読める。受動喫煙の健康被害は様々な角度から
科学的な指摘がなされている。厚労省は本来、そこを出発点にしなければいけないのではない
か。ここでもまた、外圧なのか。

1 超短波
◆・・・多角化事業を含め統一されたブランド戦略を推進するブリジストン。津谷正明ＣＥＯ
はその基本的考え方を「グローカル。グローバルで統一した戦略・ポリシーを持つとともに、
それぞれの事業体ではローカルに展開する」と説明する。◆・・・円高の影響について「生産
の７割が海外であり、地産地消で自給率を高める中、その市場に合う製品を展開するのが、
われわれの姿」と述べ、「事業を伸ばすのは可能。どこで勝負するかが大事」との認識を示す。
２０１６中計ではＲＯＡ６％、営業利益率１０％、ＲＯＥ１２％をグループ経営指標に各地域
での営業利益率１０％の維持・実現を目指す。

11 副業・兼業推進で研究会
　世耕弘成経産相は２０日の働き方に関する有識者懇談会で、副業・兼業、雇用関係によらな
い「フリーランス」を推進するための研究会を経産省内に設置すると表明した。安倍政権が
働き方改革を掲げる中、柔軟な就労を促すのが狙い。政府が来年３月までにまとめる働き方
改革の実行計画に反映させたい考えだ。
　経産相は「日本経済が今後も成長するためには従来の日本型雇用だけではなく、働き手一人
ひとりの能力を柔軟な働き方で引き出していくことが重要だ」と指摘。「企業にとっても多様
な人材の確保につながるのではないか」と語った。
　副業・兼業は多くの企業が就業規則などで禁止しているが、最近は容認する動きも出てきて
いる。研究会では利点や課題などを洗い出し、促進策を議論する見通しだ。

11 米経済、緩やかに拡大
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１９日発表した１２地区の連銀景況報告によると、米経
済は８月下旬から１０月初旬にかけて、大半の地区で「緩慢」あるいは「緩やか」に拡大した。



景気の底堅さを確認したものの、１１月の大統領選をめぐる不透明感に対する懸念が指摘され
た。報告は１１月１、２両日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利上げの是非を議論す
る際のたたき台となる。
　報告によれば、労働市場は需給が引き締まった状態が続き、賃金が小幅ながら着実に増加。
物価は全般的にわずかに上昇した。

11 原油価格　ＪＯＧＭＥＣ見通し・・・減産合意で上昇するも、消費伸びず限定的
　原油価格はＯＰＥＣの減産合意によって上昇するものの、影響は限定的となりそうだ。石油
天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）が最新レポートで見通しを示した。一部の中東
産油国の情勢不安など価格上振れ要因がある一方、米国のシェールオイルの開発、生産が活況
を呈するほどの価格には到達しないとみている。
　原油価格は、減産で合意した９月２８日のＯＰＥＣ臨時総会後に上昇。１０月に入りＷＴＩ
、北海ブレント価格は１バレル当たり５０㌦台で推移している。欧州、米国、アジアでは９月
以降、製油所メンテナンスシーズンに突入する為、消費は欧州、アジアを中心に低水準で推移
するもよう。また、ガソリンなど留出油の材庫は世界的に平年幅を超過する状況が当面続く
見込み。
　ＯＥＣＤの９月の原油在庫は３０億９１００万バレルで６６．１日分。過去５年間の平均
より６．８日分多い。米国の在庫は８月下旬以降減少傾向にある。一方、留出油や液化石油
ガス（ＬＰＧ）の在庫は微増傾向にあるという。
　ＯＰＥＣでは、北半球の冬季需要シーズンに向け、１１月３０日の総会で各国の生産上限
決定に持ち込みたい狙いがあるものの、イラクやベネズエラなどの一部加盟国でＯＰＥＣ事務
局と自国の産油統計量に相違があるなどの問題も抱えており、協議は難航し、上限決定は難し
いとみる向きが多い。また、増産余地のあるイラン、リビア、ナイジェリアは生産制限の対象
外となる可能性が高いとされている。実際に、各国の上限が決定した場合でも、今冬にかけ、
在庫が例年より多いなどの背景が絡むことから、原油相場への影響は限定的とざれる。

12 石連会長、会見・・・「原油価格上昇続く」
　石連の木村康会長は２０日、定例記者会見を開いた。そのなかで同会長は、先月末のＯＰＥ
Ｃ臨時総会での生産調整合意を受けて上昇局面に入っている原油価格動向に関し「需給双方に
価格上昇を容認する状況がある」として「今後も緩やかに上がっていく」との見通しを語った。
　今般の増産凍結決定について「ＯＰＥＣの結束力を見せたととも危機感の表れ」と分析。
「１１月のＯＰＥＣ次期総会に向けてＯＰＥＣの実効性や結束力、ロシアなど非ＯＰＥＣの
動向を引き続き注視していく必要がある」とした。
　今後の価格見通しとして「急激に上昇することはないが、上がり下がりを続けながら」、
現状の５０㌦近辺から「当面のレベルとして５０～５５㌦で推移する」との見方を示した。

12 ９月の主要石化製品生産・・・エチレン生産１８％減　稼働率９５．２％
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１６年９月の主要石油化学製品生産実績による
と、エチレンの生産量は前年同月比１８．１％減の４７万３００トンだった。
定修と能力削減が主な減少要因。実質稼働率は９５．２％と、いぜん高水準を継続している。
　主要樹脂の出荷動向をみると、国内出荷で前年同月比では、定修の影響などからＬＤＰＥ、
ＨＤＰＥがマイナスだった。前月比では営業日数の増加から各樹脂揃ってプラスとなった。

【１６年９月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１６年９月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

品目 生産高 前月比 前年同月比 ７－９月計
エチレン 470.3 93 82
ＬＤＰＥ 106.3 84 85
ＨＤＰＥ 74.0 103 94
ＰＰ 211.6 91 99

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

15.7 129.0

前年同月比 85 98 96 98
368.9
98

335.7

335.7
前月比 84 114 124 115 93

109
108 114

95

数量 74.0 62.5 9.4 71.9 188.1

211.6 211.9 11.7 223.6 531.6

101
94 96 114 98

99
前年同月比 99 104 86 103 99
前月比 101

1,474.5
370.2
210.5
615.8

前年同期比
85
103
89
95

ＬＤＰＥ
７－９月計
前年同期比

370.2
103

327.5
99

数量 106.3 113.3

95
41.5
92

ＨＤＰＥ
７－９月計 210.5 184.5 24.5 209.0

103 109

188.1
前年同期比 89 97 96 97 101

前年同月比
前月比

ＰＰ
７－９月計 615.8 580.4 34.0 614.4

119 100 118
数量

531.6
前年同期比 95 101 81 100 99


