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　１２月５日（月）
2 社説・・・時流読む眼力が問われる石化産業

　化学各社の２０１６年４－９月期業績を見ると、石油化学の好調が際立った。ナフサクラ
ッカーは高稼働を持続、オレフィン、ポレオレフィン、塩ビ等市況高も相まって、機能性樹脂
や医薬、農薬が円高の影響で利益を減らす中、石化が収益全体を下支えした企業が多かった。
　しかしながら石化でも「一部の誘導品メーカーは良くなかった」。ナフサ分解でエチレンと
ともに併産されるプロピレンは、多様な原料を使う工場がアジアで相次ぎ立ち上がっている。
このため原油・ナフサ安の恩恵を受けにくく、日本の競争力はエチレンほど高くない。プロピ
レン誘導品を国内製造する企業には、アジアでの競争激化がマイナスに働いている。
　こうした上期の好不況が下期も続くとは誰も考えていないだろう。一つは為替の動きだ。
１６年４－６月期決算の発表時点で、各社は為替の前提条件を当初想定した１㌦＝１１０円
程度から１００～１０５円に見直し、合わせて通期の業績予想を修正した。ところが米国の次
期大統領にトランプ氏が当選して以降、株高と円安が進行し、足元では１１４円前後。すでに
各社の予想は崩れた。
　円安は海外子会社の収益をかさ上げするため、海外比率の高い企業にはプラスに働く。しか
し、円安が原燃料価格の上昇要因になることも忘れてはならない。日本の景気回復が停滞すれ
ば、各産業に素材を供給する化学業界にも下押し圧力が波及する恐れがある。
　各社首脳が最も注視するのが原油価格だろう。ＯＰＥＣは、８年ぶりの減産に合意した。
年明け１月から６カ月間、日量３２５０万バレルを上限とし、現状比１２０万バレル減らす。
ロシア等非加盟国も協調減産の構えを見せる。１４年秋以降の原油安は、国産品への回帰や
アジアでの輸出競争力回復につながり、現在の国内石化の活況やエチレン設備の高稼働を支え
ている。ＯＰＥＣの狙い通りに原油相場が上昇易すれば、日本の石化業界にとって環境は一変
するだろう。
　先月から今月半ばにかけ、化学各社トップによる概況説明会が相次ぐ。バルク品が好調な
東ソーが２日に開いたのに続き、今週８日には三菱ケミカルＨＤが統合会社の中長期計画を打ち
出す。為替や原油価格のほか、国際情勢の大きなうねりをどう読み、成長戦略に落とし込むか
注目される。

11 プロピレン値戻し進む・・・堅調なＰＰ需要など映す
　プロピレンのアジア市況は値戻しが進んでいる。足元の価格は１㌧当たり８４０㌦付近。
８００㌦を割り込んだ１０月末より５％以降上昇した。域内で誘導品のＰＰの需要が堅調な
上、中国で予定されていたＰＤＨ設備の立ち上げ遅れも影響しているもよう。今後、本格的に
稼働してくれば市況の弱気要因となるが、現在の状況が長引けば８００㌦台を維持するとの
見方もある。

　１２月６日（火）
11 酢酸エチル一段高・・・中国で原料高騰　輸入商社が再値上げ

　酢酸エチルの国内価格は、年末にかけて一段高の機運が高まっている。中国での原料価格の
高騰による市況の上昇に加え、１１月以降の為替の変動が大きく影響している。輸入品を扱う
商社では１２月に入り、１１月に続いて更なる値上げを打ち出している。更に中国のサプライ
ヤーによる供給の引き締めが継続しており、来年初めにかけ国内の需給にも影響しそうだ。
　印刷インキや塗料などの溶剤として使われる酢酸エチルのアジア市況は、中国が酢酸の原料
となる石炭の減産措置を実施し、石炭生産量は１－１０月で前年同期比２０％減となり、在庫
が引き締まった。９月には酢酸大手メーカーで設備トラブルが発生し、一時停止したほか、他
のメーカーも稼働率を６割程度の落とし減産傾向にあったことから、中国の酢酸価格は上昇を
続けたなか、酢酸エチルの価格も上昇した。９月上旬に１㌧当たり６３０㌦ほどだったアジア
市況は、１０月下旬に７００㌦に上値を切り上げ、１１月下旬には７５０㌦を伺う展開となっ
た。
　国内は輸入品を扱う商社で１１月から値上げが本格化。１１月上旬に複数の商社で１キログ
ラム当たり１０～１５円程度の値上げの打ち出しがあり、国内サプライヤーも１１月中に
１５円値上げを実施し、影響が広がった。その後も円安に振れた為替の変動により、輸入品の
国内価格はさらなる上昇局面となっている。１２月に入り、１１月に既に１０円程度の値上げ
を行った商社で１０円以上さらに引き上げる。また、１１月に価格を据え置いた商社では、
１２月に、１日と中旬の２回の値上げを検討する。
　来年初めにかけ、中国では原料のメタノール、酢酸の在庫がともにひっ迫した状態が続く
見方が大勢で、原料価格は高水準で推移するとみられている。市場関係者は「為替が円高に
振れない限り、酢酸エチルも旧正月前まで高値が続きそう」とみている。

12 東ソー　山本社長会見・・・中計の出だし「及第点」、機能商品拡充に力
　東ソーは先週末、山本寿宣社長が記者会見を開き、経営状況などについて語った。山本社長
は、今年度からスタートした２０１８年度までの３カ年計画の出だしについて「十分に及第点
を付けれる」とし、前倒しでの数値目標達成などを含め、スタートダッシュに成功していると
の認識を示唆した。一方で「研究開発を含めた機能商品の育成が課題」と、中長期的な成長に
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向けて同商品群の拡大・育成に一段と力を入れていく姿勢を表明した。
　新中計は、売上高７５００億円、営業利益８５０億円、営業利益率と自己資本比率（ＲＯＥ）
１０％以上の達成などが主な目標。前３カ年の倍となる１６００億円を投資、このうち半分を
成長投資に充てて成長速度を加速する。
　これに対し、今中間期の業績は、営業利益が前年同期比２８．５％増の４１３億円となった。
経常利益、純利益とともに２年続けて過去最高を達成。これを受けて通期業績見込みを各利益
段階で上方修正し、営業利益、営業利益率、ＲＯＥなど主な中計目標は１年目にして達成され
る見通しとなっている。
　山本社長は「コモデイテイーは乱高下する」と指摘したうえで、現時点では中計数値の見直
しは「考えていない」と明言。また「米トランプ次期政権の動向に注意したい」「円安傾向は
業績に良い方向に寄与する」とした。ナフサなども含めて中計策定時の前提条件に足元の状況
が近づいていると説明した。
　東ソーが中計を対外公表するのはおよそ３０年ぶり。数値面では垂直立ち上がりを見せ、
事業環境も総じて想定下で進んでいる状況から、山本社長は「中計目標は確実に達成する」と、
その進捗に自信を見せた。

12 プライムポリマー　１７年度から新中計始動・・・成長投資に数百億円　
　営業利益１００億円規模へ、設備刷新、物流改革を推進

　プライムポリマーは２０１７～２０年度に、ポリオレフィンの生産強化に数百億円を投じる
計画。過去５年の投資は能力削減等構造改革の意味合いが強かったが、１７年度以降は最新鋭
設備への刷新やＩｏＴ技術も駆使した物流改革など、前向き投資による収益基盤の拡充を目指
す。向こう４年で営業利益を３０億円増やし１００億円規模に拡大し、新たな成長ステージへ
と引き上げる。
　新中計では、高機能商品の割合が８割以上に高まっているＰＥは、顧客の要望毎に応じた
銘柄を安定供給することが欠かせず、設備修繕など安定操業を確保するための投資を厚くする。
ＰＰは生産設備のＳ＆Ｂを検討する。同社グループの生産能力は年約１１７万㌧。生産規模の
小さい設備を集約し、最新の製造技術を注ぎ込んだ年２０万㌧規模の大型プラントに刷新する。
全体の能力は変えない方針だ。市原工場への設置が有力、投資額は１００億円を超える見通し
で、現状に比べ数十億円規模のコスト削減効果が見込める。
　包装材に用いるメタロセンポリマー「エボリュー」は、年産３０万㌧のシンガポール工場が
今夏に営業運転を開始した。今後値崩れしないよう慎重に市場を形成し、フル操業を見込む
２０年度までに徐々に稼働を上げる。更には、シェール開発が進む米国などを候補に次ぎの
エボリュー新工場の計画も練っていく。
　プライムポリマーは２０１６年度までの現中計で営業利益７０億円（１３年度５５億円）を
目標に据え、達成にメドをつけている。ただ「原油安や円安などの追い風の好影響もあり、
真の実力値でみれば未達の部分もある」（貝出健社長）。新中計では「一段とモノ作りを極め
る」と製造基盤の強化策に厚く経営資源を振り向け、機能性ポリオレフィン分野のグローバル
市場で存在感を高めていく。

　１２月７日（水）
10 環境省　温室効果ガス　１５年度排出量３％減・・・省エネ・再エネ拡大で

　環境省は６日、２０１５年度の温室効果ガス排出量（速報値）を発表した。ＣＯ２換算の総
排出量は前年度比３．０％減の１３億２１００万㌧だった。省エネルギーの進展や再生可能エ
ネルギーの導入拡大でエネルギー起源のＣＯ２排出量が減少した。
　政府の２０年度における削減目標の基準年である０５年度の総排出量（１３億９３００万㌧）
との比較では５．２％の減少だった。
　オゾン層破壊物質の代替にともない、冷媒分野でハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）
の排出量が増加した一方、産業部門や運輸部門でエネルギー起源ＣＯ２排出量が減少した。
　また、３０年度における削減目標の基準年である１３年度総排出量（１４億５００万㌧）と
の比較では６．０％の減少だった。電力消費の減少や再生可能エネルギーの導入拡大等でエネ
ルギー起源のＣＯ２排出量が減少した。
　政府の中期的な温室効果ガスの削減目標として、２０年度に０５年度比３．８％減、３０年
度に１３年度比２６％減を掲げている。

3 １０月のプラ生産・出荷・・・生産０．４％増の４５．９万トン

【１０月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）
主な品目 区別 ９月 １０月 前年同月比

フィルム・シート
生産 206,511 214,252 98.7
出荷 213,591 214,065 98.1
在庫 238,111 237,175 100.3

日用品・雑貨
生産 23,914 24,555 93.5
出荷 24,857 25,149 92.8
在庫 17,393 17,634 100.8

容器（中空成形）
生産 37,802 38,016 103.5
出荷 40,349 40,316 104.3
在庫 34,751 34,587 102.5

合計
生産 445,249 458,549 100.4

出荷 460,317 463,066 99.7
在庫 401,587 403,463 100.3



　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラス
チック製品の１０月生産は速報ベースで前年同月比０．４％増の４５万８５４０トン。

12 ２０３０年のモビリテイ社会　デロイト・トーマツ予測から　㊤
　ＣＯＰ２１対応・・・次世代車普及が不可欠
　シェアリング・・・市場拡大で構造変化も

　自動車業界が「温度上昇２度Ｃ未満」のシナリオを達成するには、２０５０年の新車販売が
全て次世代車であることが求められる。次世代車とともに自動運転やカーシェアリングが普及
し、自動車は「マイカーから公共財へ」と位置づけが変わる。このような社会が訪れた時、
完成車の重要性は低下し、販売以降のバリューチェーンに価値が見いだされるようになる。
ＩＴ企業やメガサプライヤーが台頭し、産業構造が大きく変わろうとする中、素材メーカーが
生き残るには技術力に加え変化に応じた事業戦略が必要となる。
　５日、デロイト・トーマツ・コンサルテイングの佐瀬真人執行役員が自動車業界の将来像を
解説した。００年に世界新車販売台数の８割は日欧米の先進国が占めたが、１５年には（販売
実績約９０００万台）新興国が肩を並べるまで成長し、今後も新興国が伸びる一方、先進国は
カーシェアリングが加速し、３０年の新車販売では６割強を新興国が占めることになる。
　新車販売台数の増加は、それだけＣＯ２削減努力が必要になることの裏返しでもある。
ＣＯＰ２１は産業革命以前と比較して温度上昇を２度Ｃ未満にする公約を掲げており、この
シナリオを自動車業界に当てはめると、ＺＥＶ（無公害車）やＰＨＥＶ（プラグインハイブリ
ッド車）等次世代車の新車販売割合を３０年に２５％、５０年には販売のすべての次世代車化
が求められる。
　国土交通省は３０年の販売台数ベースの自動運転車比率を約３％と予測する。自動運転車が
年中無休でタクシーのように活用されると仮定すれば、移動距離ベースでは自動運転車が約
３０％占めることになるという。
　もう一つの拡大を見込むのがカーシェアリング市場。ＳＮＳなどで共有に前向きな２０～
３０歳代が市場をけん引する。この分野で、日本と欧米の自動車メーカーの考え方が分かれて
いる。日系が消極的な一方、欧米系は前向きな姿勢を示す。シェアリング車は日系が得意とす
る低価格の大衆車が中心となるため、直接の競合となる。大型車を得意とする欧米勢はシェリ
ング車によって事業拡大を狙う。
　自動運転のＺＥＶ、シェアリングが組み合わさったモビリテイ社会―。
待機駐車場から自動運転でシェアリング車を配車し、移動を終えると再び適切な待機駐車場へ
無人運転で向かわせる。これが「マイカーから公共財となった自動車が暮らしを支える」社会
だ。（佐瀬氏）
　シェアリングによって自動車の保有コストは激減する。車両や駐車場の費用が減少し、自動
運転技術により事故が減り、整備代、保険料が削減される。シェアは新車販売の鈍化を呼び、
完成車ではなく周囲のバリューチェーンに価値を生む。これは将来、自動車メーカーの立ち
位置が危うくなることを意味する。

　１２月８日（木）
2 社説・・・持続可能な社会を作り上げるために

　世界自然保護基金（ＷＷＦ）のホームページには「地球の生態系に配慮し、計画性をもって
管理、生産された製品を世界の消費者に選んでもらうことで、環境の保全を実現する（中略）
そのためにＷＷＦは、持続可能な社会づくりに取り組みながら、消費者の意識と行動の重要性
を訴えています」とある。そうした活動に化学企業の存在は欠かせない。そして「地球の生態
系に配慮し、計画性をもって管理、生産された製品」を生産、供給するのが化学企業の役割で
もある。
　ＢＡＳＦは、生産工程に再生可能原料を使用する「マスバランス・アプローチ」を適用した
製品を用い、日本で新たな事業スキームの構築を進めている。マスバランス・アプローチでは
生産工程の初期段階で、化石原料とともに有機廃棄由来などのバイオナフサや、有機廃棄由来
のバイオガスを使う。日本における活動の第１弾となるのが、再生可能原料を使ったポリアミ
ド（ＰＡ）６を主原料とするフィルム。大日本印刷が包装材に採用することが決まった。フィ
ルムは興人フィルム＆ケミカルズが生産する。ＢＡＳＦは、再生可能原料の投入量及び再生可
能原料を用いた製品の出荷量を厳密に管理しており、第三者認証機関であるテユフズードの認
証も取得した。こうした素材を用いた包装材を採用すれば最終製品の価格は、既存の素材を用
いた場合よりは高くなることがあるかもしれない。そうであっても地球の行く末を考えて、そ
れを受け入れることも必要ではないか。化学の力で未来を切り開くことができるのと同様、私
たちの考え方次第でより持続可能な未来を実現できるはずである。

7 サンエー化研　機能性材料の基盤整備・・・掛川の新施設で機能拡充、顧客対応力を強化
　液晶フィルム蘇州に移管、国内は機能品中心

　サンエー化研は光学用各種表面保護フィルムを手掛ける機能性材料部門の事業基盤を強化す
る。静岡県の掛川工場に新設した研究開発施設の設備・機能を拡充することで顧客対応力を強
化するとともに、開発期間の短縮を進めることで受注増を目指す。中国及び周辺国を中心
に海外での市場展開も強化していく方針。海外向け商品は蘇州の生産拠点に移管を進める一方、
国内では高付加価値商品の比率を高めることで中長期的な収益力強化につなげていく。

11 内閣府　景気判断「改善」・・・１年１０カ月ぶり上方修正
　内閣府が７日発表した１０月の景気動向指数速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比
１．４ポイント上昇の１１３．９となり、２カ月連続で改善した。生産、消費関連指数が共に
プラスだった。基調判断を「改善を示している」へと１年１０カ月ぶりに上方修正。１年以上
続いた「足踏み」から抜け出した。



　耐久消費財出荷指数は国内や北米向け自動車が伸びた。商業販売額（小売り業）は気温低下
で秋冬物の衣料品が売れた。鉱工業用生産財出荷指数など生産関連もアジア向けのスマート
フォン部品などが好調だった。数カ月先の景気を示す先行指数は、１．０ポイント上昇の
１０１．０と２化ｇへ津ぶりに上昇した。

12 ２０３０年のモビリテイ社会　デロイト・トーマツ予測から　㊦
　メガサプライヤー・・・技術革新で存在感増す
　素材メーカー・・・開発力磨き優位性維持

　ＺＥＦ（無公害車）が自動運転で走行し、人々が公共財である自動車をシェアリングする。
将来のモビリテイ社会は、自動車部品や周辺バリューチェーンの高度な発達によって現実味を
帯びてくる。これらの技術を握るメガサプライヤーやＩＴ企業は自動車メーカーへの影響力を
強め、三つ巴で事業領域を奪い合う時代が訪れる。そうしたなか、根本的な技術を支える素材
メーカーの優位性は変わることがないのだろうか。
　カーシェアリングの普及により新車販売台数が減り、自動車の小型化及び電動化は車両１台
当たりの利益率の減少に拍車をかける。小型の低価格車が増える一方で、車両には付加価値の
高い部品やシステムが搭載されるため低収益にならざるを得ない。自動車メーカーの利益率は
２０３０年には半減する可能性がでてくるという。
　そのため売り切り型事業からの脱却を目指し「自動車メーカーがエコドライブ支援やカーシ
エア事業等多様なサービス展開を始めた」（デロイト・トーマツ・コンサルテイング佐瀬氏）
　自動車メーカーの脅威になるのは誰か。それは高付加価値部品を扱う欧州のメガサプライヤ
ーだ。例えばボッシュ、ナビゲーションやエアコン等旧来事業を売却し、電気自動車（ＥＶ）
/ナイブリッド車（ＨＶ）向けバッテリーや４８ボルト電源等統合システムの供給を見据え、
部品参入を着々と進めている。システム提案力、グローバル調達力に勝る欧州メガサプライヤ
ーの台頭は日系テイア１の低迷、ひいてはテイア２以降を含めた日本自動車産業の弱体化を招
く恐れがあると佐瀬氏は指摘する。
　一方で外部から浸食を狙うのがグーグル等ＩＴ企業。効率的な都市交通の実現には地図情報
が欠かせず、これらの技術をテコに自動運転システムや車載ＯＳ等自動車内部のシステムまで
踏み込む考えだ。得意分野の知見を生かし、車両の端末化を図る。
　三者三様の思惑が巡っても、まず次世代車を作り上げるにはコア素材の開発を担う素材メー
カーの力が不可欠となる。「金属代替による樹脂化、炭素繊維技術による車両の軽量化、高強
度化が進む。こうした革新的な材料開発を手掛ける素材メーカーに対して、自動車メーカーや
テイア１からの引き合いは一層強まる」。また欧米自動車メーカーの環境対応への取り組みが
素早いことから「欧米メーカーといち早く結びつくことがアドバンテージになる」と指摘する。
　革新的な素材は産業構造そのものを変える可能性があり、開発力を高めることが自動車産業
において高い地位を維持する原動力となる。ただ、３Ｄプリンターのような加工設備の進化に
は、今後も注視していく必要があるという。製造方法が一変すれば、求められる素材も変わる。
設備や工法の変化ン対応した提案ができるか。技術革新に沿った素材開発が、一大市場を取り
込むカギを握る。

　１２月９日（金）
1 新生「三菱ケミカル」・・・戦略投資最大２０００億円増
　Ｍ＆Ａで成長加速　機能商品を軸に

　三菱ケミカルホールデイングスは８日、来年４月に発足する「三菱ケミカル」の成長戦略を
発表した。単体で売上規模３兆円に迫る日本の化学メーカーが誕生する。自動車、包装材、
エレクトロニクス、電池、食品機能材等幅広い産業分野に素材や加工商品を提供する。
　２０２０年までの戦略投資は従来計画の５０００億円に１０００億～２０００億円積み増し、
５０億～３００億円規模のＭ＆Ａを仕掛け、各成長事業の成長を加速する。

1 蒸留塔　ダウ・ケミカルとデュポンの合併：世界的な承認はＥＵ当局の要因で延びている
　昨年１１月に発表されたダウ・ケミカルとデユポンの合併、３分割。日本では法的手続き上、
合併前に３分割が行われているが、世界的な承認は当初予定の今年末から来年第１四半期中に
延びている▼これは、ＥＵ当局の動向が要因のようだ。ダウ、デユポンの合併に関して「研究
開発を行う企業が減る」と合併承認を遅らせていると報じられている。特に両社が基礎研究に
も力を入れていることから、消費者の利益になるイノベーションがもたらされる機会が減少す
ることに懸念を示しているようだ▼だが両社とも、欧州に研究開発を含む研究開発拠点を置い
ているが、基礎研究を含む研究開発は米国が軸だ。そしてＥＵ当局は全世界での研究開発が　
ＥＵの消費者の利益に影響を与えるという趣旨で「研究開発企業が減る」ことを重視している。
　両社は、合併によりさらに安定した研究開発ができると主張しているが、ＥＵ当局がそうし
た主張をどう判断するか注目される▼通常、公正取引を担当する組織は自国・地域の消費者の
利益を守るため、合併による寡占化を問題視するが、今回は研究開発が消費者の利益と結びつ
けられている。消費者の利益に関する考えが多様化していることを示すと同時に、今後、世界
でＭ＆Ａを進める日本の化学企業にも示唆に富んだ動きといえよう。

7 藤森工業・・・医薬・医療包装を強化　インドネシア子会社活用、東南アジア開拓
　藤森工業はライフサイエンス事業拡充の一環として、医薬・医療包装分野への展開を強化す
る。今年夏に買収したインドネシア包装企業を活用し、市場拡大が有望視される東南アジアの
ローカル市場を積極開拓する。このほど医療分野でのビジネスを育成するための新組織も立ち
上げており、新たなビジネスの柱として再生医療や医療機器での事業化も推進していく。

7 凸版印刷・・・深谷で透明バリアフィルム能力倍増
　凸版印刷は８日、透明バリアフィルム「ＧＬ　ＢＡＲＲＩＥＲ」の生産を手掛ける深谷工場



（埼玉県）の生産能力を２倍に増強すると発表した。投資額は約１００億円で、稼働は２０
１８年秋の予定。透明バリアフィルム関連事業全体で２０年度の約１３００億円の売上を目指
同社は独自開発したジーエルバリアの生産・販売を１９８６年に開始し、世界の透明バリア
フィルム市場でトップシェアを保持している。深谷工場は０９年４月に竣工し、国内外に向け
製品を生産。販売してきた。１６年４月には、海外初となる透明バリアフィルムの生産拠点と
なるＴＯＰＰＡＮ　ＵＳＡ　ジョージア工場を竣工し北米や欧州、中南米エリアへの販売を
強化した。
　深谷工場の生産能力増強により、国内はもとより中国やＡＳＥＡＮ地域などにおける需要増
大に対応した供給体制を整える。

12 １７年油価４５～５５㌦・・・米社予測　ＯＰＥＣ減産で
　２０１７年の原油の世界需給は第２四半期中にバランスしその後、需要が供給を上回る局面
を迎えそうだ。米国のエネルギー調査会社エナジーインテリジェンスグループの調べでは、
ＯＰＥＣの減産合意により世界的な需給バランスは当初予測より早まる。しかし、第４四半期
に一時的に供給が需要を上回る展開となり、１７年の油価は１バレリ当たり４５～５５㌦で
推移すると見込んでいる。
　１７年のＯＰＥＣの減産量は今秋の減産合意により前年比９８万バレルの減少に転じる。
サウジアラビアでは国営石油会社サウジアラムコの新規株式公開を控えていることから高値を
維持したいとの思惑から減産をリードするとの見方が強く、５０万バレル減が続くと予想して
いる。非ＯＰＥＣでは米国、カナダ、ブラジル、カザフスタン、英国などで増産が続く一方、
中国、メキシコではそれぞれ３８０万バレル、１９０万バレルの減産が実施されるとみられる。
　１７年の油価は、ＯＰＥＣによる減産合意が影響し、４月頃まで北海ブレント価格が５０㌦
を上回ると予測される。その後は４０㌦台に低下し、４０㌦後半で推移するとみられる。
秋場には５０㌦台に戻すとされており、１７年末から１８年にかけては再度上昇する展開にな
るとみている。


