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メキシコの石油化学産業の動向

日本貿易振興会内多允

メキシコの輸出品目構成は１９８０年代に、各種の工業製品が石油（主に原油で

あるが天然ガスも含む）に代わって高い比率を占めるようになった.このような

傾向は９０年代に入っても継続している。本稿では、石油化学品とこれを原料とす

る工業製品の貿易動向と、石油化学産業界の民営化をめぐる問題点を取り上げる．

、重要度を増すエ業用原料としての石油化学品

メキシコの財の輸出総額（ＦＯＢ価

格）の各期間における年平均の商品別

構成比率は、石油が１９８１－８３年の

７１．８％をピークに１９９３－９５年には、

１０．７％に低下した。一方、この両期間

の工業製品の同比率は１９．１％から

83.6％に上昇した（１）。工業製品のな

かでは、化学関連部門も同構成比率を

上昇させている（表１）。同表の石油

化学品と並んで他の３部門（繊維・衣

料と化学品、プラスチック・ゴム製品）

にも石油化学品を原料とする製品が含

まれている。これら４部門を広義の石

油化学関連部門とするなら、輸出総額

の構成比率（表１の４部門合計）の期

間平均が１９８１－８３年の３．９％から

１９９３－９５年には１１．９％に上昇した。

＜表１＞輸出額の部門別構成比率

（単位：期間平均％）

(注）繊維・衣料以下の４品目は工業製品

の内数。

石油は原油と天然ガスの合計。

(出所）メキシコ国立外国貿易銀行

（BANCOIbmXT）『oomezmo

exteriom1996年１１月号、ｐ,882

の表より抜粋（但し、数字は小数点

第２位を四捨五入して引用した）。

－６６－

1981-83年 1993-95年

総額 100.0 100.0

石油 ７１ ８ 1０．７

工業製品 1９ １ ８３．６

繊維・衣料 0 ７ 5.1

石油化学品 0 ６ 0.4

化学品 ２ ４ ４．７

プラスチック．

ゴム製品
０．２ 1.7



＜表２＞部門別輸出額の年平均伸び率

（単位：％）

工業製品の輸出額の伸び率も１９７３

－８３年の期間に比べて、１９８１－９５年

は上昇した。石油の同伸び率は６８５％

からマイナス１８％に低下している（表

２）。

石油化学品の織成比率や伸び率は、他

の工業製品に比べて特に好調な実績を

あげている訳ではない。しかし、原料

の原油や天然ガスの国内供給が可能な

石油化学産業が生産を拡大することに可引１四ＵＵテープＫＪＵ－－■ニーニツ臼’～フーーー￣ｕ￣

（注）（出所）は共にく表１＞を参照。
よって、関連分野の国内生産と輸出を

拡大している。

メキシコの製造業に原料を供給しているＰＥＭＥＸ（国営石油会社）は、石油化

学品の国内市場を拡大している（同国の石油化学産業のＰＥＭＥＸと民間企業の生

産分担については第２節参照）。ＰＥＭＥＸの市場別（国内と輸出）・製品別の販

売量構成比率（1995年）によれば、石油化学品は9.3％を占めその内訳は国内販

売７．４％、輸出１．９％となっている。また、ＰＥＭＥＸによる石油化学品の貿易につ

いては１９８８年から１９９５年にかけては毎年、輸出が輸入を上回っている。１９９５

年の場合は、輸出が２２０万1,500トン、輸入が９万7,400トンである（２）.前記

の石油化学関連４部門の輸出拡大の要因としては、石油化学関係の民間企業の生

産拡大と貿易自由化による原料供給力の向上が輸出商品の生産拡大に貢献してい

ることもあげらる。

石油化学関連の工業製品原料の国内供給力が不足しているために、国内需要や

輸出の増加により生産活動が活発になると原料の輸入が増加する。そのために、

前記４部門の輸出も好調とはいえ、輸入も拡大しており輸出入収支の入超傾向の

改善のためには原料の国内供給力の拡大が求められている（表３）。同表の１９９２

年から１９９５年の４年間における４部門の輸出入収支合計額は毎年、入超となっ

ている。この期間の４部門合計の最大の入超額は１９９４年の７３億７’700万ドルで、

最も改善された１９９５年でも３７億8,700万ドルの入超となった。石油化学産業に

原料を依存する工業製品を抱える前記４部門の動向を入超額が改善された１９９５

年について、各部門の石油化学関連の主要品目の動向は次のようになっている。

－６７－

1973-83年 1981-95年

石油 6８５ ▲1８

工業製品 4５ ９１

繊維・衣料 ▲７ 116

石油化学品 ２１

化学品 4０ ５６

プラスチック

･ゴム製品
5９ 144



＜表３＞石油化学関連４部門の貿易（単位：１００万ドル）

１９９３年１９９４年１９９５年

「石油化学」輸出２１４２６３３４０

輸入６００７５９９２０

収支▲386▲496▲580

｢化学」 輸出

輸入

収支

２，３４４

４，８５５

▲2,511

２，７５６

５，８１８

▲3,062

３，９７２

５，５２１

▲1,549

｢プラスチック・ゴム製品」 輸出

輸入

収支

１，００５

３，４０４

▲2,399

1,064

３，９７２

▲２，９０８

１，２１８

４，１５７

▲2,939

｢繊維・衣料」輸出2,770

輸入3,525

収支▲755

(出所）注記（２）と同じ。（注）

３，２５６４，８９９

４，１６７３，６１８

▲9111,281

収支＝輸出一輸入。

４部門の中で１９９５年の入超額が最大を記録したのが、プラスチック・ゴム製品

部門である。その輸出総額１２億1,800万ドルの内、プラスチック加工品が８億

8,300万ドルを占めた。一方､同製品部門の輸入総額４１億5,700万ドルの約５８％

の２４億2,200万ドルがプラスチック加工品である。プラスチック加工品は主要

な需要先である自動車産業の生産拡大による需要増加も予想されるので、原料段

階からの国内供給体制の発展が遅れると輸入依存度が今後も高まるだろう。化学

部門の輸出総額（３９億7,200万ドル）の中でもプラスチック原料（輸出額６億

5,300万ドル）や化学肥料（同２億6,300万ドル）等の石油化学関連の主要輸出

品が、計上されている。化学部門の輸入についても石油化学品を原料とする中間

財が、主要品目となっている。石油化学部門の輸出も増加傾向を示しているとは

云え、輸入超過傾向の是正には至っていない。１９９５年の石油化学部門の輸入額（９

億2,000万ドル）は同輸出額（３億4,000万ドル）の２．７倍に上った。石油化学

－６８－



品の主な輸入の内訳によれば、ポリエチレン（２億5,000万ドル）やキシレン（１

億6,600万ドル）、塩化ビニール（１億１００万ドル）等の化学工業で広範囲に必

要とする基礎的な原料が含まれている。１９９５年に出超に好転したのが繊維・衣料

部門である。同部門の輸出入収支は１９９２年から１９９４年にかけては入超であった

が、１９９５年は１２億8,100万ドルの出超となった（３）。

メキシコの繊維・衣料部門の輸出の展望を明るくしている要因としては、伝統

的な繊維原料である綿花よりも、石油化学産業の発展に支えられている化学繊維

の生産拡大の可能性が大きいことがあげられる。化学繊維の輸出拡大の状況は、

毎年の主要輸出商品２５品目の順位表からもうかがえる（４）。

この順位表によれば、８５年の輸出額首位は原油（総額の６１．４％）で繊維関係

では綿花が２０位（同0.4％）に登場しているにすぎない。１９９０年から１９９４年に

かけての各年の同順位表の繊維関係の品目は化学繊維（人造・合成繊維）のみで

ある｡化学繊維の順位は１９９０年に２４位(輸出額１億7,100万ドル､総額の0.6％）

に進出して、その後１９９１年に２１位（同２億８００万ドル、0.8％）、１９９２年１９

位（同２億4,500万ドル、０．９％）、１９９３年１８位（同２億8,900万ドル、1.0％）、

1994年１６位（同３億5,800万ドル、１．０％）と上昇している。１９９５年には１２

位の化学繊維（同５億6,500万ドル１．２％）と並んで、２１位に綿織物（同４億

1,300万ドル、０．９％でその他の植物繊維も含む）が進出した。

メキシコの繊維輸出が有望視されている理由は､１９９４年に発足したNAFIYM北

米自由貿易協定）の域内特恵が主要市場の米国への輸出競争力を強化したからで

ある。今や、メキシコは中国に次ぐ米国への繊維輸出国となっている.米国にお

ける１９９６年の繊維輸入額は、中国からの６８億6,600万ドルについで２位がメキ

シコ（４６億6,400万ドル）である。一方、数量ペースでは１９９６年の米国の輸入

は、メキシコからの２２億７００万平方メートル換算（以下SIV、）が首位を占め、

２位が中国（１６億4,500万ＳＩｗｍ）である（５）。

メキシコの繊維輸出拡大には、NAFTAの制度と並んで同国の賃金水準が相対

的に低いことも貢献している。例えば、縫製産業労働者の平均時間給はNAFTA

域内では、米国の９．５６ドルに対してメキシコでは１．０８ドルにすぎない。メキシ

コのそれは米国向けの縫製品の有力な輸出国であるＣＢＩ（カリプ海諸国援助構

想）諸国の水準すら下回っている場合もある（表４）。

天然繊維の主要原料である綿花の需要も、関連製品の輸出拡大に伴って増加し

－６９－



ている。しかし、メキシコにおける綿

花の生産量は消費量を下回る傾向が続

いている。米国農務省による綿花年度

（８月から翌年の７月）別の統計によ

れば、メキシコにおける綿花生産量は

１９９５－９６年度９０万ベイルロペイル

＝480ポンド）から１９９６－９７年度１２０

万ペイルに増加するものの、同期間の

消費量は１００万ペイル、１４０万ペイル

と生産量を上回っている（６）。

綿花とは対照的に、化学繊維の主要

原料であるポリエステル綿については

メキシコは米国に対する供給国となっ

ている。米国によるポリエステル綿の

対メキシコ輸入量は１９９３年１万8,042

トンであるが、１９９４年から９６年にか

けては５万トン台から６万トン台に増

大している。１９９６年の輸入量は５万

7,865トンで全輸入量の約２７％を占め

た。これは韓国からの輸入（７万6,277

トン）に次ぐ規模である。

く表４＞縫製産業労働者の平均時間給

）

Ｐ
８
６
８
８
８
５
１
６
０
２

０
５
８
３
３
２
３
７
８
６

１
９
９
２
１
１
１
０
１
１

(注）米国労働省の調査。付加給付を含み、

税込みの賃金。

(筆者注）当該調査の実施時期が下記出所

には記載されていないが、その発行

年月日から1996年頃と考えられる。

(出所）日本絹化繊輸出組合『絹化繊ニュ

ース』１９９７年１月２０日号(No.857兆

ｐｐ２４－２５の表より抜粋。

ポリエステル綿は米国における合繊綿の生産能力の５７％、合繊綿・糸全体でも

約４分の１をしめる需要の旺盛な原料である。メキシコからのポリエステル綿の

対米輸出には、世界最大のメーカーであるトレビラ社（1996年８月にHoechBt

FibersWorldwideより名称変更）の役割が大きい。同社の米国における年産能力

は３２万7,000トン（1996年）でデュボン社の４７万9,000トンに次いでいる。

トレビラ社は１９９９年にカナダ、米国とメキシコの年産能力を６３万5,000トンに

引き上げることを計画している。これが実現すると、メキシコのＮＡＦＴＡ域内へ

の輸出拡大が期待できる（７）。

メキシコの主要輸出産業に成長している繊維産業への安定的な原料供給源とし

ては、綿花等の天然繊維よりも化学繊維が石油化学産業の発展によって重要度を

－７０－

(単位：米国ドル

国名 平均時間給

メキシコ 108

米国 ９．５６

カナダ ９．８８

コスタリカ ２．３８

エル・サルパドル 1．３８

グアテマラ 1．２５

ホンジュラス 1．３１

ニカラグア 0．７６

ジャマイカ 1．８０

ドミニカ共和国 １．６２



ましている。同国の繊維牛塵に使用される原料の檎成比率も、化学繊維が天然繊

維を上回っている。１９７０年から１９９５年にかけての原料別の同比率によれば、綿

花が１９７０年の７８．８％から１９９３年には６．０％にまで低下したが１９９５年には

27.7％に回復した。化学繊維の同比率は１９７０年の２０．７％から年を追って上昇し

続け１９９３年には９３．６％を記録、その後綿花の回復を反映して低下したとは云え、

1994年82.1％、１９９５年７２．１％と化学繊維はメキシコ繊維産業にとって不可欠

の原料となっている（８）。

１１．メキシコの石油化学産業の生産体制

メキシコの石油産業は１９３８年に国有化され、石油産業の上流部門から下流部

門に至る全部門を国家が独占することになり、その運営は国営石油会社（略称

PEMEX）に委ねられてきた。石油化学産業への民間企業の参入機会が拡大した

のは、同国政府の経済開発戦略が政府主導型から民間主導型に転換した１９８０年

代以降である。この傾向をさらに推進したのが１９９４年に発効したNAFTA（北米

自由貿易協定）である。

同国の石油化学品の制度上の分類はＰＥＭＥＸ（すなわち国家）とその直轄組織

のみが独占的に生産する「基礎品目」と、民間企業も生産が可能な「二次品目」

がある。現行のこれらの分類基準はNAFTA発効前の１９９２年８月１７日に改訂さ

れた。この改訂によって基礎品目は従来の１９品目から８品目（エタン、プロパン、

プタンペンタン、ヘキサン、へブタン、カーボンブラック原料、ナフサ）に縮

小された。また、二次品目についても政府の生産認可を義務付けられている品目

数が従来の４２品目から１３品目に縮小された。その他の二次品目は届け出制とな

っている。

メキシコの石油化学を含む石油関連産業の自由化については、米国側でも

NAFTA発足を契機に一層拡大することが期待されていた。しかし、メキシコ憲

法は石油産業の国家独占を規定しており、ＰＥＭＥＸは同国民族主義の象徴的な存

在である。従って、懲法の石油関連の条文の修正やＰＥＭＥＸの民営化や独占体制

の修正については、メキシコ国内で深刻な政治対立が懸念されていた。NAFTA

を順調に発足させるために、メキシコ政府は政治的な軋礫が予想される憲法の修

正を必要としない範囲内での石油化学産業への民間部門参入の範囲を拡大した。

－７１－



このようなメキシコ側の事情を踏まえて、NAFTAも同国の既存のＰＥＭＥＸ独占

体制を継承することを認めている。

メキシコの石油化学産業部門で独占的な地位を保持してきたＰＥＭＥＸも、１９８０

年代から進展している経済自由化政策がNAFTA発足によってさらに加速されて

厳しくなる競争に備えるべく、内外の系列企業の再編成を進めた。１９９２年７月に

「ＰＥＭＥＸ組織法」（1971年７月公布）が廃止され、新たに「ＰＥＭＥＸおよび系

列組織に関する法律」が公布された。国家独占品目である前記の基礎品目の生産、

貯蔵、流通および販売については系列組織のＰＥＭＥＸ石油化学会社の業務となっ

た（なお本稿では、基礎品目の生産企業名についてはＰＥＭＥＸと記している）。

石油化学品の生産構成（1993年の付加価値ペース）は石油化学原料（基礎品目

と二次品目）が６９％を占め、残りが化学肥料１５％、合成樹脂８％、化学繊維４％、

その他４％となっている（９）。石油化学企業の生産榊成の特色はＰＥＭＥＸ（国営

企業）が原料分野に、民間企業が各種製品に特化していることである（表５）。

＜表５＞ＰＥＭＥＸと民間企業の石油化学品の生産比率（単位：％）

(注）１９９３年の付加価値産出額の樹成比率。

(出所）表１と同じ出版物：１９９７年１月号、ｐ５９．

Ⅲ、不足する国内生産

メキシコでは部品や原材料等の中間財は国内生産力の不足を反映して、石油化

学品を含む化学工業部門の消費の伸びに生産が追い付けないために特に好況時に、

輸入が増大する傾向がある。近年の例によると、経済活動が停滞した１９９５年に

化学部門（ゴム・プラスチック・石油派生品を含む）の見かけ消費量は5.9％減

少したが、生産量の伸びは0.8％を記録した。経済状況が好転した翌１９９６年には

前者の１０．４％の伸びに対して後者は４．８％に止まった（１０）。同部門の輸出入額は

1996年の前年比伸び率は輸入が２５．０％で輸出の0.2％を上回った（’1）。１９９６

－７２－

基礎・二次品目 化学肥料 樹脂 繊維 合成ゴム･その他

ＰＥＭｎＸ ８３ 0１ ３９．５ 0 0

民間企業 1７ 99.9 ６０．５ 1００ 100



＜表６＞化学部門貿易

（単位：１０ｏ万ドル）

年の同部門の入超額は前年比７２．５％

増加した（表６）。

石油化学品の輸入依存率（見かけ消

費に対する輸入の割合）は１９９０年の

７％から１９９１年９％、１９９２年１２％、

1993年１７％、１９９４年１８％と上昇し

ている。この中の主な内訳（1994年）

１９９５１９９６１９９７

５６５０５６６１６０１９

入8５９９１０７４９１２４０１

２９４９５０８８６３８２

ている。この中の王なＰＷＤｉＩｕＵＵ４ヰノ （注）１９９６年推定。１９９７年予測。表

は中間物１１％、合成樹脂３７％、化学３の統計とはそれぞれ別個の統

肥料２３％となっている（’２）。メキシ計のため数字は一致しない。

．の化学部門の輸入拡大の要因として、 （出所）注記（１１）参照。

原料の主要供給者であるＰＥＭＥＸの生

産能力が国内需要の増大に応じて引き上げられなかったことが影響している。

ＰＥＭＥＸによる総投資額に対する石油化学部門への投資額の榊成比率は１９９１年

には３５％も占めていたが、１９９４年には１５％、１９９５年１０．２％に低下した。この

低下の理由は、原油価格の低迷による収入減少を補うために原油の開発と採掘へ

の投資を優先したためである。設備投資の減少によって、ＰＥＭＥＸの関連プラン

トの操業率は高くなっている。特に、民間企業でも供給力が不十分な基礎原料の

操業率が高い。例えば１９９４年のこれらの操業率はエタン９３％、エチレン９５％、

パラキシレン９４％、プロピレン９３％、トルエン９１％となっている。一方、民間

部門の石油化学プラントの平均操業率は１９８８年から１９９４年にかけての期間の最

高が１９８９年の７９％で、その後１９９３年６９％、１９９４年７０％と前記基礎原料の

ＰＥＭＥＸプラントに比べて低鯛である（１３） ０

Ⅳ、後退した石油化学民営化の影響

メキシコ政府はサリナス大統領（就任時期１９８８年１２月１日より１９９４年１１

月３０日）の時代から石油産業の部分的な民営化に着手していた。後任のセデイジ

ョ大統領（１９９４年１２月１日就任）もサリナス前政権の国営企業民営化を推進す

る基本方針を踏襲して１９９５年７月にＰＥＭＥＸの石油化学コンビナート１０カ所の

６１工場の民間への売却計画を発表した。しかし、国家財政を支えメキシコ民族主

義の象徴的な存在であるＰＥＭＥＸの民営化については、与党の保守派や労働組合

－７３－

1995年 1996年 1997年

輸出 ５，６５０ ５，６６１ 6,019

輸入 ８，５９９ 1０，７４９ 1２，４０１

入超額 ２，９４９ ５，０８８ ６，３８２



から反対の声が上がっていた。しかも、１９９４年１２月１日に就任したセデイジョ

大統領の政権基盤は、議会で野党勢力が進出しているのでかつてのPRI全盛期の

大統領に比べて弱くなっている。石油化学工場の民営化後のＰＥＭＥＸの持ち株比

率については、この計画の発表当時は当面２０－３０％で落札企業に経営参加する方

針であった。石油化学と並んで他の分野の民営化も、前政権の時期のように大規

模に実施されていない。政府は１９９６年１０月１３日、民営化される石油化学工場

の持ち株比率の分配はＰＥＭＥＸには５０％以上として民間分を４９％以下に止める

方針を発表した。

石油化学工場の民営化のための入札は当初予定された１９９６年４月の実施も見

送られ、その後も事実上停止されたままである。また、１９９６年１０月、議会（上

院と下院）は石油化学産業の国家独占品目についての「石油・石油化学関連憲法

第２７条細則法」（LaLeyReg1amentariadelarticulo27constitucional）２７条

に係わる規則の対象品目として新たにメタンを追加して、前記「基礎品目」を８

品目から９品目に訂正した（’４）。政府の石油化学産業についてＰＥＭＥＸの独占品

目である基礎品目の追加措圃や、民営化対象の工場のＰＥＭＥＸの持ち株比率のマ

ジョリテイー保持の方針発表からは、石油産業の民営化に反対する勢力との対立

を回避しようとするセデイジョ政権の姿勢がうかがえる。

民営化方針のこのような後退は、メキシコ政府および内外の民間企業に関連政

策の見直しを迫る事態を招いた。政府の当初の民営化の方針によれば、民営化後

の石油化学工場の持ち株比率のマジョリテイを民間企業に委ねることによって内

外の資本を導入しようとしていた。これは、石油化学産業を発展させるための資

本や技術については国営企業であるＰＥＭＥＸにも限界があり、民営化による関連

工場の活性化を政府は期待していた。特に技術や資金力、市場開拓力に優れてい

る外資の参入を期待していた。そしてＰＥＭＥＸは憲法で独占権を付与されている

原油等の炭化水素資源の採掘事業に、一層専念できることになる。メキシコの炭

化水素資源の確認埋蔵量（原油等価量に換算）は１９９０年発表の６５５億バレルか

ら１９９６年には６０９億バレルに、同期間の可採年数は５２年であったのが４３年に

それぞれ低下している。１９９６年のＰＥＭＥＸの投資実綱によれば、総投資額は３４

億ドルでこれの系列企業への分配比率は、ＰＥＭＥＸ原油生産社に７０％、ＰＥＭＥＸ

精製会社に２０％となっている。このように原油の採掘とその－次精製部門への重

点的な投資によって、同年の石油探査や生産関係の投資額はドルペースで前年比

－７４－



６１％贈となった（１５） Ｏ

将来のメキシコ国内における石油供給をより確実なものにするためには、

ＰＥＭＥＸの活動は原油や天然ガスの探査と採掘を最優先事業とせざるを得なくな

っている。従って、民間部門が参入可能な石油化学の生産拡大については、民間

企業への期待が大きくなっている。メキシコ内外の化学企業も、１９９０年代からの

同国経済の回復とNAFTA発足による市場規模の拡大に対応するために､ＰＥＭＥＸ

の石油化学工場の民営化による経営権の取得に関心を表明していた。当初の民営

化の方針が、民間企業の持ち株比率のマジョリテイを認めたことが影響している。

この民営化の効果としては、民間主導の下で、石油化学品の生産が拡大されるな

ら同国の輸出工業製品の多様化に必要な関連の生産部門への原料供給が保障され

ることや、国内生産の拡大による原料不足を輸入に依存して貿易収支を悪化させ

るリスク回避も期待できる。また、生産設備が民営化の対象になっていることか

ら、新規設備投資のコストの節約効果もある程度期待できた。しかし、政府の民

営化の方針が前記のように方針を転換したことによって、民間企業による株式の

マジョリテイ保持が否定された。セデイジョ政権の立場も、石油化学工場の経営

権を民間企業に委ねることになる民営化を強行できるような状況でない。１９９７

年７月の総選挙では与党は下院で第１党の地位は保持したものの、その議席数は

過半数を下回ったので民営化政策についてもますます野党勢力との妥協策を必要

とするだろう。１９２９年のPRIの前身のＰＮＲ（国民革命党）の結成以来、メキシ

コの産業政策も与党と官僚機榊を独裁的な権力で支配できた大統領が決定してき

た。今回の選挙で、このような権力構造が崩れる傾向が一層明白になっている。

石油化学産業についても、ＰＲＩによる１党支配体制の時代とは違った対応策が民

間企業にも求められている。

【注妃】

（１）本稿の貿易は財の輸出入を対象としている。また、これらの関連データの

出所について特に記載のない場合は、＜表１＞の出所資料を利用している。

（２）ＰＥＭＥＸの石油化学品の市場櫛成と輸出入量については､『SegundoInfbrme

deGobiernqAnexo』（メキシコ大統領教護、１９９６年９月１日）

－７５－



（３）石油化学関連４部門の９５年の主要品目の輸出入額については、表１の出所

月刊誌の１９９７年４月号に記載の貿易統計に基づいて記載。なお、マキラ

ドーラ（保税加工貿易）の分も含む。

（４）メキシコ国立外国貿易銀行（BANCOIVmXT）、『comercioexterior』１９９６

年３月号、ｐ`１９１．

（５）「米国１９９６年の繊維品貿易」『テキスタイルセンサー』１９９７年４月３０

日号、ｐｐｌＯ－１３、日本テキスタイル輸出組合。

（６）「世界および米国の綿花動向」『テキスタイルセンサー』１９９７年６月３０

日号、ｐｐ２１－２３の統計より抜粋。

（７）ポリエステル綿の状況については、次の文献より引用。

「米国のポリエステル綿の市場動向」『テキスタイルセンサー』１９９７年６

月３０日号、ｐｐ､６－２０。

なお、『同出所の１９９７年７月２０日号、ｐ,９』によればトレビラ社（正式

にはHoech8tTねvim）とのメキシコにおけるポリエステル生産の合弁企

業が、CelaneseMexicana社であり、同社のポリエステル年産能力はフィ

ラメント41,000トン、ステープル１６万トンで、海外におけるトレビラグ

ループの海外における最重要拠点工場と位歴付けている（Hoechst社のポ

リエステル部門長のWimiamB・Harris氏の辮演要旨についての記事より

引用）。

（８）ＢＡＮＣＯｎｍＸＴ、『comercioexterior』１９９７年４月号、ｐ､315に掲載の表

より抜粋（但し、小数点第２位を四捨五入して引用）。

（９）出所は表５と同じ。

(10）ＢＡＮＡＭＥＸ－ＡＣＣｗＡＬＥＸＡＭＥＮＤＥＬＡＳＩＴＵＡＣＩＯＮＥＣＯＮＯＭＩＣＡＤＥ

ＭＥＸＩＣＯ,１９９６年１２月号、ｐ､467とｐ､474の表より引用。

(１１）注記（８）、ｐ,469。

(12）BANCORmXT，『comerdoexterior』１９９７年１月号、Ｐ６８の表６。

(１３）ＰＥＭＥＸと民間部門の操業率については注記（１０）、Ｐ､６５とＰ､６７の表よ

り引用。

(１４）ＢＡＮＣＯＩＶｍＸＴ，『comercioexterior』１９９６年１１月号、ｐ､888（民営化後の

石油化学工場のＰＥＭＥＸと民間の持ち株比率と石油化学基礎品目の１品目

追加について引用）。

－７６－



メキシコの炭化水素資源の確認埋蔵量と可採年数、ＰＥＭＥＸの投資につい

ては、『月刊・メキシコ経済１９９７年４月号』（メキシコ経済社、メキシ

(１５）

に掲職の「１９９６年ペメックス年次報告聾より」 (ｐｐ２－１７）コシティ）

から引用。

－７７－


