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石油精製・流通研究会（第３回）議事録 

 

日時 平成２８年１１月２１日（月）９：３０～１１：３０ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

議題 

（１）諸外国の石油流通業の動向と国内の一般の流通業から見た石油流通業への示唆について 

（２）諸外国の石油精製業の動向 

（３）その他 

 

議事内容 

１．開会 

○橘川座長 

 定刻になりましたので、ただいまより石油精製・流通研究会第３回目を開催いたします。 

 皆様におかれましては、ご多忙のところご出席いただきありがとうございます。 

 本日は、諸外国の石油流通業の動向と国内の一般の流通業から見た石油流通業への示唆につい

て、諸外国の石油精製業の動向について、議論を行いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

それでは議事に入ります前に、事務局から構成員の出欠状況と資料の確認をお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 まず恐縮でございますが、プレスの皆様の冒頭撮影はここまでとさせていただきます。傍聴は

可能でございますので、引き続き傍聴される方はご着席いただければと存じます。 

 本日は、松方様がご欠席、佐藤様は用務の関係で途中で退席される予定と伺っております。 

 また、本日は外部から３名の方にお越しいただいておりますので、この場でご紹介申し上げま

す。 

東洋大学経営学部教授、小嶌正稔先生。 

 一般財団法人日本エネルギー経済研究所研究主幹、小林良和様。 

 株式会社エイジアム研究所取締役副社長、比留間孝寿様。 

 ３名の方々と上原様には、本日、後ほどプレゼンテーションをしていただきます。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料は、議事次第のほか、資料１から６までと参考資料がございます。参考資料は、前回

から追加した部分を赤字にしております。 
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またこの中で、資料２について、その趣旨を簡単にご説明申し上げます。 

これまで本研究会においてご議論いただいた点なども踏まえて、精製・流通各分野に関して、

特にご議論いただきたい点をまとめてございます。これらについても本日、各議題の中でご議論

いただければ幸いです。 

事務局からは以上でございます。資料の不足やお手元のｉＰａｄの不調などございましたら、

事務局までお申し出いただければ幸いです。 

○橘川座長 

ありがとうございます。それでは、早速、本日の議事に入らせていただきます。 

 本日の議題は、議事次第にありますように３つ。議題１「諸外国の石油流通業の動向と国内の

一般の流通業から見た石油流通業への示唆について」、議題２「諸外国の石油精製業の動向」、

議題３「その他」を予定しております。 

 

２．議題 

 （１）諸外国の石油流通業の動向と国内の一般の流通業から見た石油流通業への示唆について

○橘川座長 

 それではまず、議題１の「諸外国の石油流通業の動向と国内の一般の流通業から見た石油流通

業への示唆について」、小嶌様、上原委員に説明していただきます。 

本日は、小嶌様が用務の都合で途中で退席される予定でございますので、質疑・意見交換の時

間を、それぞれのプレゼンテーションごとに分けてとり行いたいと思います。 

小嶌様、お願いいたします。 

○小嶌プレゼンター 

 東洋大学の小嶌でございます。それでは諸外国の石油流通産業の動向についてお話をさせてい

ただきたいと思います。アメリカとＥＵ、そして日本との比較が中心でございます。 

 資料の１ページをごらんください。ここにガソリン取引の概要が書いてございます。 

石油の流通、ガソリンの流通という場合には、システム的には諸外国と区別はございません。

ただ、マネジメントの仕方が違っているわけです。我が国の場合には、精製元売は流通を何によ

って管理してきたのかと言いますと、ＳＳ、もしくは消費者のところまで持ち届けるというＤＴ

Ｗを中心に管理してきたわけです。 

 それに比べましてアメリカの場合ですと、あれだけ広大な国土ですので、日本のように届けて

全てを管理することは不可能です。それゆえに品物の中に識別剤を入れることによって、自分た

ちのブランドを徹底的に管理してきました。徹底的にとは、識別剤の入っていないものが１滴で
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も入っていれば、契約を解除するという明確な姿勢に裏付けられています。 

実際にはこのＤＴＷ、ブランデッド、アンブランデッドという区分が存在するわけですが、こ

の基礎になっているのは、明確な契約です。通常は３年～20年と書いてございますけれども、３

年ぐらいの場合が多いようです。 

そうしますと、ＤＴＷであろうと、ブランデッドであろうと、取引に満足をすれば、優良な取

引として契約を継続する、逆に不満があれば契約を解除するということです。すなわち契約の終

了が意識された関係であることが重要なわけです。 

 ここで、満足、不満足というのは何かと言いますと、一方で、ＯＰＩＳだとか、Plattsのよう

な価格情報システムがあり、これらの価格と自分たちの仕入れている価格を検証することによっ

て、期間が終了する段階で契約を続けるかどうかを考えるわけです。 

同様に、アンブランデッド、もしくは独立系と呼ばれる人たちは、実際には自分たちの取引が

正しかったかどうかを評価するためにこれを使っています。すなわちＯＰＩＳであろうと、

Plattsであろうと、これは取引情報ではなく、取引後の情報ですから、それを見ながら自分たち

のパフォーマンスを評価するわけです。 

 それに対して日本の場合には、契約の終了が意識されない継続的な関係、これを継続的取引と

いう言い方をするわけですが、実際にはＤＴＷ、持ち届けによって管理をしても、そこには取引

の明確な評価基準がありません。それゆえ、事後調整などさまざまな形で、価格評価を実際には

困難にするようなシステムが生まれてくるわけです。 

 その意味では、極論な言い方ですが、我が国のブランド製品だとか系列から見ると、価格情報

システムというのは機能しない、機能できないような商慣習の上に存在しているということです。 

 そして２ページ目に、コブランドによる小売業の変化と書いてございますが、これはアメリカ

の例でございます。アメリカの場合ですと、ガソリンのマージンが低下し、収益を補完する必要

があったわけですが、同時に、ガソリンスタンドが持っていた機能がどんどん外へスピンアウト

されていきました。 

例えば、オイル交換は大変に重要な商品であったわけですが、クイックルブという業態が出て

くることによって、ガソリンスタンドからオイル交換がなくなっていきました。洗車屋さんが出

てくることによって、洗車の業務がなくなっていくというように、ＳＳは高度化しなければいけ

ないのですが、逆にガソリンスタンドの機能が外に出ていきました。 

そこに何が加わったかというと、今度は機能ではなくて、ガソリンスタンドの立地を中心に新

たなビジネスをやっていこうということで、立地型コブランドが生まれてきたわけです。 

 一般的にはコンビニエンスストアを併設し、新しいプロフィットセンターとして追加しました
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が、コンビニエンスストアが逆にガソリンスタンドを併設することで激しい競争が起こることに

なりました。 

 実際にはこれ以外に、下に、Big Boxと書いていますが、Hyper、Super、Discount Store、

Wholesale Clubが参入してきました。 

後ほど申し上げますが、Bucee’sというような新しい業態も出てきました。またTruck Stopの

高度化という、多様な参加者による競争という状態になりました。一番左側にちょっと大きく、

「アメリカにはもはやガソリンスタンドはない」という衝撃的な書き方がしてありますが、実際

に15万2,000の拠点数のうち、コンビニエンスストアを併設しているものが12万7,000、ガソリン

販売は、コンビニエンスストアを経由しているものが80％、ハイパーが5,200で13.8％、すなわ

ちガソリンスタンドとか、それ以外と呼ばれるものはわずか13.2％で、ガソリンの販売量では

6.2％にすぎないということです。 

しかも、ガソリンのトップ15で見ていきますと、ここには52％と書いてありますが、いわゆる

ＡＰＩ、スーパーメジャーと呼ばれる人たちでは34％にすぎません。その他が48％を占めていま

す。この高度化競争の中で、アメリカの精製会社小売から撤退せざるを得ないような状況が生ま

れていったわけです。 

 そして、次のページはガソリン取引の概要ですが、これを説明していますと長く一日終わって

しまいますので、これは飛ばさせていただきます。 

 そして４ページでございますけれども、左側にコンビニエンスストアである7-Elevenだとか、

Couche-Tardというふうなものが書いてありまして、右側にShell、ＢＰ、Exxon、Chevron、 

Phillips、ここまでがいわゆるスーパーメジャーの５社でございます。 

こうしますと、両方ともＳＳの数が減っていないように思われるかもしれませんけれども、実

際にはこれがコブランドという状態になっていくわけです。ここには7-Elevenがトップになって

いますけれども、実際にはこのCouche-Tard、これはExxonMobilのＳＳを全て買ったところです

が、ここと、CST Brandsが合併しまして、2016年８月の合併以降はこちらがナンバーワンになっ

ているのではないかというふうに思われます。 

 あと下側に、Big Boxの、Kroger、Walmat、Sam’s Club、Costco、Safewayというのが書いて

ございますが、全部で3,451ございます。Big Boxが大体5,200でございますので、このトップ５

で66％を占めているという状況です。 

 次のページを見ていただきますと、コブランドの意味がおわかりいただけると思いますが、写

真がついていますが、一番左側、これは7-Elevenが中心になってCitgoが供給しているようなス

タイル、真ん中のスタイルが、Shellが中心になっているんですが、7-Elevenが入っている。す
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なわち１つの拠点が２つのブランドによってつくられている、これをコブランドというふうに呼

んでいるわけです。右側を見ますと、日本でもローソンさんの２軒のＳＳの写真を載せてありま

す。 

 次の６ページでございますけれども、ＳＳ運営形態の変化と書いてございますけれども、実際

には、会社所有、社有、その他、いろいろとございますけれども、この中で、ちょっと図の見方

がわかりにくいかもしれませんけれども、上の４つが石油会社系と呼ばれるものです。 

その下にＡＰＩ非加盟と書いてございますが、ＳＳの数がどんどん動いてしまうものですから、

いわゆるＡＰＩとＡＰＩ非加盟というよりも、スーパーメジャーと、スーパーメジャー以外とい

う形で分けていったものでございますが、そうしますと2013年の段階で、石油会社系で36.4、Ａ

ＰＩ非加盟で63.6というような状態になっていると。 

あと、石油会社・軽油販売と書いていますが、軽油販売はあえて外に出したのは、今、急速に

クリーンディーゼル等で軽油の販売量がふえてきているものですから、業界構造の変化が考えら

れる。ただ、1997年程度までは、いわゆるアメリカの直営店というのが５％程度占めていたわけ

ですけれども、これ以降どんどんコンビニエンスストアの高度化についていけない直営店という

のは外に出されていく。 

結果的に現在残っているのは、Chevronの423、Shellの20と。全体のＳＳでいいますと0.4％程

度しかもはや直営はない。一時、分離法なんていうのが話題になりましたけれども、分離法をや

る必要もなく、もう姿を消したといっていいという状態でございます。 

 あと、ブランドディストリビューター・ジョイバーと書いてありますけれども、実際には先ほ

ど申し上げましたように、直営で実際に品物を運んでいくことは非常に不可能です。ですから、

実際にはディストリビューター、ジョバー、マーケッターと呼ばれる人たちが石油の流通を動か

していっているというわけです。 

 この中で、ＳＩＧＭＡと下に出ていますけれども、これはどちらかというと大手のマーケッタ

ーの皆さん方だけですね。Society of Independent Gasoline Marketers of Americaと呼ばれる

人たちのＳＩＧＭＡを入れてあります。 

実際には、これ以外にＰＭＡＡというのがありまして、ＳＩＧＭＡ自体は全体の200ちょっと

しかありませんけれども、実際にはＰＭＡＡは8,000ぐらいのディストリビューターがつくられ

ているわけでございまして、かなり大きな組織です。ただ、ジョバー自体、このＳＩＧＭＡの場

合ですと、平均で207ＳＳを運営しているというわけで、郊外自体の流通は、もはや精製元売で

はなくて、この人たちが担っているという状態になっています。 

 そして、先を急いで恐縮ですが、7ページ目にアメリカのＳＳ構造というのが書いてございま
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すけれども、実際にはアメリカのコンビニエンスストア全体の80％以上が販売しているわけです。

そうしますと、ガソリンスタンド業界といいながら、ガソリンスタンド業界の構造が残っている

のか、コンビニエンスストアの構造が中心になっているのかといえば、全体から見れば間違いな

く、コンビニエンスストアの業界がガソリンスタンド業界のいわゆるビジネスプラクティスをつ

くっているという状況になっているということです。 

 日本との比較が少し触れてあります。結果的にコブランドの中で、アメリカ型のようにいわゆ

る立地型のコブランドと、日本のようにガソリンスタンドが持っているような機能を中心とした

ブランドというものが今後どうなっていくかという問題ですけれども、アメリカの場合、売上高、

ガソリンスタンドでもそうですが、ＣＶＳでもそうなんですけれども、ＣＶＳの70％はガソリン

によって売上高を出している。しかし収益は、アメリカの場合の売上高の場合が、ガソリンが

70％、収益が40％得ていると。日本の場合とこの違いというのが明確になっているわけでござい

まして、これだけの売上高の差があると。 

じゃ、日本の場合はどうかといいますと、下に書いてあるとおり、１カ所から10カ所以上のも

のが書いてございますけれども、実際には１カ所の場合、ガソリンスタンドのＳＳへの粗利益と

いうのは30％にすぎないと。70％の粗利益は既に外部からとられているような状態でございます

ので、実際に今どんな形のものを考えていくかというとなかなか難しいところがございます。 

 結局のところ、流通というものの出発点を精製元売とする考え方は、少なくとも立地型コブラ

ンドにはもうありません。恐らく機能型においても展開次第では同様の動きとなるわけでして、

ここの委員会のほうにも消費者視点という書き方が書いてありましたけれども、果たして精製元

売を出発点とする考え方が流通の中で生きてくるのかというと、今後、恐らく疑問が出てくるだ

ろうというふうに思います。 

 先ほど、新型のＨＶＲ、High Volume Retailerというので、Bucee’sというのを言ったんです

が、従来のHigh Volume Retailer、例えばQuik Trip、右側に書いてありますが、WaWa、Sheets、

RaceTruck、実際にこれは2,300ほどあるわけですけれども、コンビニエンスストアの中でも圧倒

的なボリュームを持っているのをＨＶＲと呼んでいたんですが、現在ではこのテキサスでいいま

すと、このBucee’sというのが出てきているわけです。 

ポンプの数で何と120のガソリンスタンドでございます。トイレの数が83あって、コーヒーサ

ーバーが31あるとか、とんでもないようなところでございまして、世界で最大のコンビニエンス

ストアというので、本当かなと思って見に行ったら、ほとんどコンビニどころの騒ぎではありま

せんでした。 

実際にこういうものがテキサスだけでも、このBucee’sのチェーンというのが全部で25店舗持
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っているわけです。そうすると、ガソリンの価格の主導権はもはや精製会社ではない。Bucee’s

のようなところが、Costcoにも、いわゆる通常のＨＶＲにも勝つ形で、新しい業態がどんどん生

まれてきているということは、少なくともここに精製元売の影はないということですね。 

 そして次に、Love’sというのが30店舗書いてございますけれども、これは日本でいうと、宇

佐美さんだとか、ＥＮＥＯＳウイングのようなトラックステーションの形態です。 

しかし、Love’sもトラックステーションだけを持っているわけではなくて、前面にトラックス

テーション、そして後ろ側にガソリンスタンドを持ちまして、実際には、Love’sは330のＳＳも

持っている。彼らは自分のところでトラックが順番に給油できるように、右側に書いてあるとお

り、Arby’sから、Baskinから、Wendy’sまで、さまざまなファーストフードをそろえることに

よって、トラックの皆さん方が飽きずにさまざまなトラックステーションに寄っていけるような

システムをつくっています。 

 これがアメリカの状態でございまして、流通の出発点の精製元売という考え方は本当にこれか

らも通用していくのかという疑問が出てきているわけです。ただ、アメリカと日本の精製の違い

というんでしょうか、精製マージンの違いについて云々される方もいらっしゃいますけれども、

実際には、ＢＰ統計と日本の統計と見ますと、もちろんレートの換算がありますけれども、12円

90銭と、12円10銭ぐらいの状態でございまして、そんなに大きな差はない。その中でこういうよ

うな状態が起こってきているということです。 

 そして最後に、ＥＵにおけるガソリンの取引について簡単に触れて終わらせていただきたいと

思いますが、製品の移動が自由になっている、そうすると製油所間の競争がヨーロッパの場合は

非常に激しいわけです。その中で製油所の所有者の移転、いわゆるどんどん効率の悪いものが外

に出されていく、製油所の売買が繰り返される、そうして製油所間のベンチマーク競争が行われ

ることによって、いわゆるＥＵでは統合的なチャネルというのはほとんど喪失している。そこで

製販分離が起こり、経済合理的な取引が行われるようになった。 

ですから、コモディティといえば原油と言われていたんですが、現在の２つのコモディティと

いうのは原油と製品であると言われるようになっています。実際にＢＰ自体も、ＢＰから全部買

っているんではなくて、ＢＰの製油所が高ければ、平気でShellから買うというようなことをや

っているわけですね。ですから経済合理的な説明です。 

そこに石油会社の系列としては、いわゆるコンビニエンスストア、それからさまざまなカーウ

ォッシュだとかを併設したコンコース型のスタンド、ヨーロッパの場合はアメリカと違っていま

して、閉店法等の関係がいまだに残っておりまして、小売業に非常にＳＳ業界が強いという前提

がそこにあります。 
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一方、独立系で、btfだとか、AVIAがある。そしてハイパーが出てきている。特にイギリスと

フランスですが、ハイパーが出てくることによって大きな競争があるわけですが、ここまではほ

とんどアメリカと変わりません。 

しかし、アメリカとヨーロッパの違いというのは、一斉に皆さん方がグレードの低いガソリン

スタンドにはセカンドブランドをどんどん導入していって、一つのメーカーが幾つかのブランド

を持てるような状況にあるということです。 

 そしてもう一つは、究極なスタイルが無人ＳＳです。１ページ目、運営主体による価格差を飛

ばさせていただきまして、ブランドＳＳ・ハイパーの13ページ、一番最後のページでございます

けれども、ではコスト競争を行っていって、最終的にどこまで行ったかというと、結局は無人Ｓ

Ｓというのが出てきている。Unmanned、ＵＭという言い方と、スウェーデンなんかではオートマ

ット、いわゆる自動販売機という呼び方をするんですが、2011年でおよそ１万カ所を超えていて、

全体の８％、販売量の５％程度が無人ＳＳになっております。スウェーデン、フィンランド、デ

ンマークでは50％を超えているという状態です。 

そして、いわゆるメジャーであるスタットオイルは１－２－３という無人ＳＳを持つ。そして

現在、無人ＳＳの３大元売といえば、エッソ、スタットオイル、ネスレというような状態でござ

いまして、コスト競争、合理化競争の中で、実際には石油流通を精製元売が自分たちの手元に置

いておくためには、最終的にはこういう選択をせざるを得なかったというような状態でございま

す。 

 駆け足で恐縮ですけれども、アメリカとＥＵの流通産業の動向について、お話をさせていただ

きました。以上です。 

○橘川座長 

どうもありがとうございました。極めてインフォーマティブな情報でありがとうございました。 

10時ぐらいまでということで、10分ほどの時間ですが質疑応答を行いたいと思います。名札を

お立てください。 

 河本さん。 

○河本委員 

 もう退室されるということなので、ちょっと質問させていただきたいと思います。 

アメリカもヨーロッパも完全に今、製販分離の方向という状況なんですが、片や日本では元売

の直営は、10年前は13％あったのが、今、22～23％になっています。それから都市部でも調べま

したら、例えば横浜では子会社のＳＳのシェアが全体の45％、餃子の宇都宮では57％、千葉では

63％になっていますね。 
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こういうアメリカやヨーロッパの動きの中で、日本はなぜこういうふうになっていくのか、ま

た今後どういうふうになっていくのか、小嶌先生のご見解を伺いたいと思いまして、お願いした

いと思います。 

○橘川座長 

質問をちょっとまとめて。ほかにいかがでしょうか。 

はい、飛田さん。 

○飛田委員 

 ありがとうございました。別の視点なんですけれども、大変興味深いお話でございましたけれ

ども、セルフのＳＳが多いということ、それから多角化が進んでいるということはよくわかりま

したんですが、荷おろしをする際に、日本ではたまにですが問題が起こります。荷おろしをする

際などは、例えば有資格者が、今の欧米のところですね、ＳＳではどのように立ち合うんでしょ

うか。あるいは全くその立ち合いはないんでしょうか。 

 それから我が国の場合、なかなかフルタイムの従業員の数は少ないようでございまして、パー

ト等の方たちがサポートをしています。石油製品を売るということにもし着目した場合、その現

場にいる従業員の数というのはどれぐらい、あるいは先生がごらんになって、日本との大きな差

があるとしたらどういう点が違うかお教えください。 

○橘川座長 

ほかにはどうでしょうか。 

神津さん、お願いします。 

○神津委員 

例えばアメリカのような広大な国とか、ヨーロッパのように地続きで色々な国があるようなとこ

ろと、日本のような島国で山林地域が多くて、そして過疎化が各地で進んでいるというような状

況の違いの中で、日本は今どういう方向に既に進んでいるというような事例がもしあれば少し教

えていただきたい。あるいは先生がお考えになっている、こういう方向に進むのが望ましいので

はないかというものがあればちょっとお聞きしたいなと思います。 

○橘川座長 

あと、お一方で打ち切りますが、岩井さん、お願いいたします。 

○岩井委員 

 神津さんと同じような質問になるんですけれども、このレポートは日本の今後の石油流通やＳ

Ｓにどういう示唆を与えているのかという点と、日本でもコンビニエンスストア併設のＳＳがあ

ることはあるんですけど、アメリカより全然進まないという、これをどうお考えなのかという点
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をお聞きしたいと思います。それから業界の者としてもう１点だけ質問なんですけど、２ページ

目で、日本は「契約の終了が意識されない継続的関係」だという記載がありますが、これはちょ

っといかがなものかなと思います。私どもが持っています契約というのは、基本的には自動更新

になりますが、解約はいつでも可能だということになっていますので、この辺をどうお考えかと

いうことですね。 

○橘川座長 

ちょっと大分出ましたので、ここで一旦お願いいたします。 

○小嶌プレゼンター 

 すみません、今日は大学で校務がありますので、10時には出なくてはいけません。 

まず元売の直営の問題ですが、この一番大きな環境の違いは、契約に対する意識の違いだと思

います。恐らく現在ある系列ＳＳ自体は、いわゆる社外品だとか、流通玉というものをどんどん

仕入れられる状況にあります。そうすると本当に系列自体が、精製元売にとって安定的なチャネ

ルとして認識されているのかというと非常に判断が難しいです。もし安定的なチャネルでないと

すれば、自分たちで出て行かなければいけないという問題も当然のことながら存在しているわけ

です。 

しかし、直営自体が今後も同じように出てくるかといえば、恐らくそうはならないだろうと思

いますし、それについてはほかの質問と一緒にお答えさせていただきたいと思います。 

 そして２番目に、従業員や荷おろしの問題でございますが、荷おろしは完全にプロがおります

し、ジョイント等が明確に分かれておりますので、それ自体は問題ありません。実際に荷おろし

自体は、無人の場合にはローリーの運転手が行いますが、遠隔操作のカメラ等で監視しています。 

従業員の問題は大きく改善してきています。当時のガソリンスタンド業界というのは、どちら

かというとあまり働く上では好ましいところとは思われていなかったこともありました。ここに

コンビニエンスストアだとか、さまざまな業態を入れることによって、従業員を逆に確保しやす

い状態になっているというメリットが出ました。 

 それから日本の場合に、過疎地などについて、今後どういう方向に進んでいくのかと一生懸命

考えているところですが、ガソリンスタンドのガソリンの収益が今後大幅に上がることはありま

せん。結局、ガソリンの単体でやっていれば、収益を例えば20％上げるには、マージンを20％上

げるということですから、それが果たして許されるのかというと、恐らくそういうことは許され

ないだろうと思っています。 

そうしますと、全体の収益自体が上がってくるためには、さまざまなプロフィットセンターを

追加する必要が出てきます。プロフィットセンターを追加するということは、それ自体がコブラ
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ンドとか、さまざまなものが出てくることにつながっていきます。 

コブランドが出てくれば、今度は参加者自体がふえてきます。自動車ディーラーが徐々にガソ

リンスタンドを併設しつつありますし、洗車場を併設しつつあります。コンビニエンスストアも

順番にふえてきている。 

先ほど日本においては、コンビニエンスストアはあまり伸びていないじゃないかとご発言があ

りましたが、全くそのとおりです。現在、260程度しかありません。しかしながら非常に大きな

比率で伸びておりまして、販売量が順調です。そうすると短期間に拡がる可能性もあります。現

在のセルフというのは、1998年から2007年までのわずか９年間で現在のセルフガソリンスタンド

の80％がつくられているわけです。そういう意味で、我が国では一度走り出すと勢いを持って業

界構造が変わってしまうことがあります。 

コンビニエンスストアなどでも、セルフと同じような状態で急激な変化が起これば10年かかり

ません。そういう意味で新たなコブランドだとか、一体誰がプレーヤーになるのかということが

今後一番大きく影響を与えるだろうと思います。 

 最後に河本委員のご質問ですが、結局のところ、元売が本当に直営を続けていくのかどうかと

いうのは、実はどういうプレーヤーが出てくるのか、コンビニエンスストア業界から入ってくる

のか、ディーラーの業界から入ってくるのか、他業種から入ってくるのか、さまざまな参加者が

新しい業態をつくっていく中で、精製元売が選択していくことになるだろうと思います。 

○橘川座長 

あと１分ぐらいあります。佐藤さん、さっき札を上げかけられたんじゃないかと思います。 

○佐藤委員 

日本の販売のところの将来像ということで、実は同じ質問でしたので大丈夫です。 

○橘川座長 

そうですか。はい、わかりました。 

じゃ、小嶌先生、どうもありがとうございました。地下鉄のダイヤが乱れておりますので、気

をつけてください。 

 それでは続きまして、上原委員に資料４に基づきまして、タブレットではなくて…… 

○上原委員 

タブレットにも資料が入っています。 

○橘川座長 

失礼しました。手元にＡ４版の。 

○上原委員 
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はい、手元の資料で説明したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○橘川座長 

よろしくお願いいたします。 

○上原委員 

本論に入る前に、先ほどの小嶌先生の報告との関係で、若干、系列流通と一般流通についてち

ょっと述べさせていただきます。 

流通を大きく分けると業種別流通と業態型流通とがあり、業種別流通から業態別流通へ変わっ

てきております。前者は縦割りの流通で、魚屋、八百屋、それからパン屋、卸もそういう形にな

っているのが業種別流通。業態型流通というのは、例えばコンビニエンスストア、スーパー、こ

れは多品目で、これに応じて、卸売過程も多品目になっていく。 

日本の流通は、大体1950年代の末から80年代の半ばにかけて流通革命と言われている変化があ

り、ほとんど業種別流通から業態型流通に移ってきている。ただし、業種別流通が残っているの

があります。これがいわゆる系列流通になります。 

系列流通の特徴は、系列内の競争は抑制されるが、系列間で差別化競争が活発化します。現在、

系列流通の代表的なのは自動車です。自動車は差別化競争ができますが、それができないコモデ

ィティ化している商品については、業種別流通から業態型流通に移っております。 

以上を前提として、これからお話をします。 

まず、石油の元売と流通業者の関係について述べさせていただきます。 

元売は系列ＳＳに対して、経営指導や設備貸与、リベート（事後調整）などのさまざまな手法

を通じてかなりの流通投資をしてきています。この流通投資に見合う販売量を安定的に確保する

ために、系列をつくってきたわけです。それに対して、系列のＳＳのほうは、元売に配送とか物

流、そのほかのいろんな機能を依存しておりますので、また場合によっては一定マージンの補償

をもらうなど、ＳＳの経営のリスクを元売に吸収してもらうということもありまして、ＳＳも系

列に依存している。 

ただし、石油業界で私が見る限り、製品がコモディティ化し、製品差別化競争は難しくなって

います。こういう場合、一般には流通業者の多品目化が進み、スーパーやコンビニのような流通

業者主導型のチェーン・オペレーションが出てきて、コモデティ化した石油製品のようなものは

こうした多品目化の一部として売られるようになる。その意味では、コモデティ化した石油製品

が系列流通で売られているのは極めてまれな業界だということになります。 

系列流通が残っている自動車業界では、製品差別化ができるから大きな問題はないのですが、

コモディティ化が進むと、はっきり言いまして、メーカーが系列を維持しようとするとたいてい



13 

 

泥沼に入ってしまいます。その意味で石油流通には変革が迫れています。 

そこで、系列流通の存立根拠について述べます。まず、元売と系列ＳＳによって構築されてき

た流通は、一種のメーカー主導型系列流通です。メーカー主導型系列流通については、これは差

別化したブランド力で当該系列の競争力を高め、系列内構成員がその恩恵を享受できる、これが

メーカー主導型系列流通の目指すところです。 

そういう場合は、系列内の競争が多少抑制されても、系列間のブランド差別化競争によって、

市場で有効競争が貫徹されるという見方ができます。 

ただし、系列の存続には、当面の事業の維持という消極的な理由もあるわけです。これは系列

流通に固有の投資がなされていて、これを基盤として構成員が長期的・固定的に利用できるビジ

ネス資源が生み出されるからです。これを関係特定資源と呼びます。だからメンバー間に関係特

定資源ができると、これが縛りになるということです。 

いずれにしてもここで出てくるのは売り手と買い手との間に固有の関係が構築されることです。

このとき、公正な取引原理の遵守が必要とされます。具体的に言うと構成員の経営の自由、それ

から再販売価格維持の禁止などですが、取引適正化ガイドラインの策定も必要です。 

ところで石油製品のコモディティ化が進んで、系列流通の存立根拠は希薄化しているというの

が２ページに書かれています。 

石油製品はほとんど差別化されていない。さらにサービスもほとんど類似しております。そこ

で求められているのは規模の経済のみであって、価格競争に陥りやすい。このことからいうと、

有効競争の観点から見ますと、石油製品に関しては、私は系列流通の存立根拠はかなり希薄化し

ている。ただし、関係特定資源があるため、これをどう利用していくかという点に系列の意義が

あるようです。 

石油製品のコモディティ化が進む中で、規模の経済のみを追求すると競争手段が価格に集中し

やすいため、小規模のＳＳの淘汰に歯止めがかけられなくて、このままではＳＳ過疎地問題の解

決も難しいと思われます。 

こうした問題への１つの対応として、多品目化とチェーン・オペレーションという点に示唆を

見出せるかもしれません。 

石油業界でのチェーン・オペレーション展開については、例えば有力卸が販売店を組織化して

チェーンを構築する、あるいは販売店が共同してチェーン本部を設立するような、流通業者主導

型チェーンの展開が考えられます。 

しかしながら、これまでに構築された元売とＳＳとの相互依存関係が現存する以上、特定関係

資源をどう生かすかということも、片一方で考える必要があるだろうと思います。 
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そうすると、製造・配送・販売の協業化、これを製配販同盟と仮称しておきますと、これをつ

くることによって環境変化に適応する新しい流通システムを構築をしていくのも、もう一つの現

実的なシナリオだと思われる。ＳＳの数はピーク時に比べて約半減したとはいえ、全国約３万

2,000店の販売網を抱えているのはこの業界の強みでもある。ＳＳの顧客接点としての機能を生

かしつつ、元売と販売店が共同して多様な顧客ニーズをきめ細かく、なおかつ効率的に対応する

ための独自のチェーン・オペレーションを展開することも考えられる。 

この製配販同盟型のチェーン・オペレーションでは、今まで蓄積した系列資源を活用して、や

はり多品目化を図っていかざるを得ない。そのとき一つ重要なことは、今までのガソリンステー

ションを見ますと、石油製品の品ぞろえを自動車向け中心に展開してきたきらいがある。これか

らは地域エネルギーや、地域暖房という方向、それから農業用熱源の供給、そうした方向へ広げ

ていくことも考えられる。 

このためには政策的配慮が必要だと思います。現在のような消防法の強い規制のもとでは対応

が難しいところがあるかもしれません。先ほど小嶌先生の話のように、欧米でコンビニとかスー

パーがガソリンステーションを兼業していけるのは、日本との規制の違いもあるのではないかと

いうことです。 

以上が私の主張ですがチェーン・オペレーションを活用した買い物難民対応の先進事例に触れ

ておきます。一つは北海道のセイコーマート、これは後で読んでいただければわかる。簡単に説

明しますと、物流網を非常に充実させておりますので、僻地にもお店が出せる。これがチェー

ン・オペレーションの特徴です。そこで、多分、セイコーマートも、規制のあり方いかんによっ

ては、ガソリンステーションをつくることができるぐらいの力があると推察できます。 

それから、ＪＡゆたかとヤマザキショップの共同のケースです。ヤマザキパンというのは三温

度帯のトラックを開発して、これにパンのほかにいろんな食品・日用品を掲載し物を僻地のお店

に届けます。そうするとその僻地のお店がコンビニ化して集客力を高めていきます。また、ヤマ

ト運輸はある意味で、宅配チェーン・オペレーションを展開しています。この宅配を利用して多

品目供給を有効化しています。 

チェーン・オペレーションのメリット、これについては資料をお読みください。 

石油業界の例では、一つはコスモ石油によるカーリースがあります。コスモ・スマートビーク

ルは、コスモ石油が系列ＳＳとともに提供するカーリースの一種で、これは契約年数期間の例え

ば５年間、車検代、タイヤ代、メンテナンス代、これ全部込みで車をリースするサービスを提供

している。 

これによると、例えばトヨタのアクアが、そのほかのサービス込みで月額３万4,668円で乗れ
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る。こういうこともガソリンステーションの多品目化の一つとして考えられるでしょう。 

それから地元の複数卸でＬＬＰ型の協同組合をつくって、人・物流設備を共同化した例もあり

ます。これは愛媛の三原産業です。エネオス系ですけれども、地元の特約店２社と共同出資して、

共同配送会社をつくって、これによって緻密な配送網をつくって供給力を高めています。 

また、離島の流通合理化のため、元売・ＳＳ・自治体が協力しているケースもある。島根県の

隠岐地区で４町村とＳＳと元売が協力して、離島に供給できる体制をつくって、それでかなり効

率的な流通を展開している。 

結局、関係特定資源をうまく利用して品揃えとサービスを強化していくために、元売と販売業

者が協力して一つの仕組みをつくっていくことが必要です。 

○橘川座長 

どうもありがとうございました。理論と実践を結びつけていろいろ教えていただきました。 

ただいまのプレゼンテーションに対する質疑応答に入りますが、あわせて資料２に議論いただ

きたいポイントというのが出ております。 

それが５ページ建てなんですけど、その５ページ目に流通のことが書いてありまして、ポイン

トとしては、論点の一つは顧客視点としてＳＳに求められる価値、もう一つの論点は顧客ニーズ

に応えるため、元売とＳＳの共存共栄にかかわる環境整備、こういう論点を頭に入れながら質疑

応答を進めていきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

 新家さん、お願いします。 

○新家委員 

 論点のほうとも絡めてちょっとお伺いしたいんですが、小嶌さんのプレゼンも含めて、この流

通に関するプレゼン２つを通じて感じるのは、従来の元売と流通との関係について、元売側が主

導した流通形態の構造に少し課題があるんじゃないかという点が問題提起されていると思うんで

すが、念のため、業界側から見た視点として、それが正しい解釈というか、そういう理解でいい

のかどうかというのは再確認する必要があると思います。元売立脚型の流通構造であるからこそ、

顧客視点に立った展開というのができていなかったかどうか、そうですという回答になることは

ないと思うんですけれども、念のためそこの解釈を確認できますでしょうか。その上で、例えば、

欧米にあるような製販が分離する方向のほうが、より顧客視点に立ったさまざまな事業展開が可

能になるのかどうか、議論していく必要があるんじゃないかなと思っています。 

○橘川座長 

後ほど、岩井さんも河本さんも発言されると思います。 
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関係してちょっと私から発言させていただきたいと思いますが、今の上原先生の発言のキーワ

ードは、関係特殊的な資源ということだと思いますけど、小嶌先生のお話で、コンビニやガソリ

ンスタンドを使えるということは、今まで関係特殊的な資源であったものが、そうではなくて、

コンビニ業界から見ると汎用的資源として使えるという意味だと思うんですね。 

そうすると、日本で、現在、関係特殊的な資源であるＳＳが、汎用的な資源になり得るかとい

うのが一番理論的には重要な問題、つまり日本のコンビニの展開状況を考えるともう飽和状態に

なっていて、ＳＳに魅力がないという可能性もあると思います。かつてＪＯＭＯとＡＭＰＭの動

きなんかもあったわけで、今、言われた石油業界の側から問題を見るのも重要だと思いますが、

小売業界のほうから問題を見るという視点も重要な気がいたします。 

飛田さん、お願いします。 

○飛田委員 

上原先生、お話ありがとうございました。大変興味深くお伺いいたしまして、私どもは全く一

番最後の川下で商品を買わせていただくという立場でございますので、今の我が国のＳＳの状態

を見たときに、一つのメリットとしては、約20年ぐらい前からでしょうか、社会貢献運動という

のをＳＳの各地域で展開されていまして、地域社会に根差した地域への福祉活動などもやってこ

られたように側聞しております。 

そういうことを踏まえて、地域社会の中でこれからやっていっていただく場合に、先生のご発

言の中で、エネルギーの総合ステーション、そしてプラスアルファ社会における弱者のための配

慮とか、多様なサービスを展開していくというお話がありましたけれども、先生は今、一部でス

タートしています水素を売るＳＳが、石油とともに水素を売っておられるというような状況、こ

れから可能性としてはどのようにお考えかということを１点はお伺いしたいと思います。 

それから価格の面では、私たちの立場からしますと、コモディティ化していて、物に差がなく

なってきていて、そういう中で価格は安いに越したことはないですが、しかしエネルギーを供給

する拠点としてまた非常に大きな意味を持っていますので、価格競争だけで利用するということ

は消費者にとっても余りよいことではないわけでございまして、そういうところで、ただし一つ

のものがたくさん、一物一価ではなくて、それは理想にすぎないかもしれませんが、一物二価、

それ以上ということになってまいりますと、一方での価格規制、例えば再販売価格を維持するよ

うにというような強制があってはなりませんけれども、また一方では公正で柔軟な価格競争がな

ければ、消費者は常に恩恵に浴せないということにもなるわけです。 

したがいまして、そういうことについてもどのようにお考えになられるか、これから多様化し

ていく業態が変わってきたときの中で、そういう価格競争的なものについてはどのようにお考え
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か、お聞かせいただければと思っております。 

以上です。 

○橘川座長 

神津委員、お願いします。 

○神津委員 

すみません、先ほどの東洋大の小嶌先生のお話じゃないですけれども、可能性としてはさまざ

まなプレーヤーが登場してアメリカ的な形というのも日本の都市部では進むかとも思うんですが、

今の上野先生のお話の中にもありましたように、ＳＳの過疎地の問題に関しては、ほとんど解消

できないというか、ますますひどくなる可能性もあるのではないかと思うんですね。 

ＳＳの過疎地もかなり見てきましたけれども、そのとき私がはっとしたのは、ここは燃料の供

給場所ではないんです、燃料のストック場所なんですよと言われて、なるほどと思ったことなの

で。 

つまり供給するという点では、安く売るところが都市部のところにあるので、若い人たちはそ

ういうところまで行ってしまう、車の燃費もよくなっているので。だけれどもやはり農業器具で

あるとか、それからお年寄りであるとか、あるいは託送に頼る家の灯油などに関しては、過疎地

の場合は何か災害があったときに最も孤立しやすいところなので、自分たちでストックしておか

なければどうしようもないんだということをおっしゃっていました。どこへ行っても同じような

ことを言われました。 

とすると、ある意味での流通で考える都市部などでの新しい展開と、石油製品のストック場所

としての存在意義を含む過疎地のものの考え方というのはちょっと切り離して考えたほうがいい

のではないかなというような気もしています。 

あるいは形は違いますけど、医薬分業とか、郵政三事業の分離とか、いろいろやって、郵便局

なんかでもワンステップサービスとかいろいろ言っていましたけど、果たしてそれらはどうなっ

ているのか、顧客ニーズに応えているのかどうかということも、私はちょっと怪しんでいるとこ

ろもあるので、一つは分けて考える必要があるのではないかという意見。それからもう一つは本

当の顧客ニーズに向かうためには、ＳＳは一体どういうふうに向いていったらいいのかというこ

とも考え直さなきゃいけないとも思っております。 

○橘川座長 

牛島委員、お願いします。 

○牛島委員 

 １点、橘川先生のポイントと同じで、コンビニサイドから見たときちょっと違うかもねという
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話なんですけど、もう１点は、お話としてコモディティ化が進むことによって系列的な関係の価

値が低下してきたというお話だと思うんですけれども、ただ、そもそも論として石油製品ってコ

モディティじゃないでしょうかという気がして。 

コモディティ化したじゃなくて、もともとコモディティなのになぜこういう体系ができてきた

のか、その合理性はどこでなのか、それが失われたのか、失われていないのかというのがより重

要なんじゃないかと思います。 

○橘川座長 

岩井委員、お願いいたします。 

○岩井委員 

今の議論とも結びつくと思うんですが、先生のご指摘によりますと、例えばいろんな配送の仕

組みが考えられるので、合理化しようということなんですけれども我々元売はずっと配送の面で

かなりの合理化をやってきていまして、このコストは既にかなり落ちていると思っています。こ

ういう新たな仕組みをつくったときに、これ以上のメリットが出るような仕組みをつくれるのか

なと。例えば北海道の例を見ても、その辺の疑問があるのかなと思います。 

それからもう１点は共同の油槽所をつくって、共同の配送を考えておられるんですけれども、

この場面において１点質問なのは、製造物責任の問題、あるいは品質保証の問題ですね。この辺

についてどう考えられておられるのかという話ですね。 

我々、元売としては共同油槽所を持っているんですけれども、ここに入れている部分について

は、必ず「この元売がこういう形で供給しています」、あるいは「この品質の範囲の中で必ずこ

れをギャランティします」というように、かなり品質をシビアに管理していまして、それで認め

たものを我々は供給している世界なので、この辺の製造責任とか品質保証をどうお考えなのかな

ということでございます。 

○橘川座長 

佐藤さん、すみません。話からいって河本さんからお伺いしたほうがいいと思うんですが。 

○河本委員 

いや、質問。先生に対して。 

○橘川座長 

あっ、質問なんですか。 

それじゃ、すみません、佐藤さんお願いします。 

○佐藤委員 

ありがとうございます。３点ほどあります。まず元売起点での流通そして販売という体制は、
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歴史的に考えますと石油精製が大規模な投資のかかる産業であるため、エネルギーセキュリティ

という観点からも、流通経路に至るまで一つのバリューチェーンをつくっておくということが、

社会経済の発展に一定の貢献をしてきたということがあるのではないかと思っております。 

その上で２点目ですが、顧客ニーズがいわゆる石油製品の確保、すなわち安定供給を得るとい

うところから大きく変わってきている、あるいは今後ますます変わっていくのではないかと考え

ております。 

例えば地域性が大きく出てくるのではないかと思っております。都市部であると、今後、電気

自動車などが増えてくるところで、ＳＳは単に石油だけでなく総合的なエネルギーのサプライ拠

点といったようなことになるでしょう。郊外であると、より社会の安心安全の基盤となっていく

といったような面が出てくるかと思います。 

顧客視点や顧客ニーズというときにも、単に顧客というのが一つの顔ではなくて、今後ますま

す地域間などで幾つかの色が出てくる、ここの部分をしっかり意識しておかないといけないので

はないかと思います。 

そうすると、この販売流通において新たな顧客ニーズを取り込むということは、元売側から見

てもいわゆる新たな事業への変革を進めていくということです。日本の石油関係の市場はかなり

成熟してきておりますが、その中で新しい成長を仮にそういったところに見つけていけるとすれ

ば、この流通販売の改革が実は元売のところの新たな事業構造への転換というところともあわせ

て進んでいくと思っております。 

その意味でも３点目ですが、本日の議論でも出ておりますとおり、流通あるいは販売だけでな

く、石油業界全体を通したバリューチェーンの再構築・再構成という視点で、一気通貫で見てお

くということが必要ではないかと感じております。  

以上、意見でございます。 

○橘川座長 

じゃ、河本さん、お願いします。 

○河本委員 

上原先生の資料で取引適正化ガイドラインの策定という言葉がございます。これについていろ

いろ上原先生もかかわってこられたということなんですが、例えばこういうコモディティ化され

たような業界が、ほかにいろんなガイドラインの策定にかかわってこられたとすれば、どういっ

たようなものが考えられるのか、急に言われても、答えに困るという話かもしれませんが、ちょ

っとご示唆をいただければありがたい。それだけでございます。 

○橘川座長 
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大分たくさん質問が出たみたいですけど、お答えできる範囲でお願いいたします。 

○上原委員 

一部の質問にしか答える時間がないので、資料を参考にしてご理解いただければ幸いです。ま

ず、コモディティについてお話しします。石油製品は本来はコモディティ、すなわち必需品なの

です。サービスとかそういうところで差別化をしてきたわけです。 

サービスでの差別化が困難になってきています。次に、元売が製品についてどう考えるべきか

ということですが、自社の資源を生かして、差別的なサービスや製品を開発していくべきだと思

います。それが販売業者の多品目化につながります。もちろん販売業者も独自の多品目化も可能

です。 

さらに、過疎地にどう対応していくかというときに非常に重要なことは、チェーン・オペレー

ションを活用して、多品目化しつつコストを吸収できる体制をつくることです。チェーン・オペ

レーションは地域適応が非常に優れています。コンビニエンスストアがなぜ強いかといったら、

本部に情報が集約されていて、いろんな地域の情報を得られて、それに対して各地域の特徴がわ

かるから対応できる。全体の物流網も充実しているから過疎地へも届けることができます。他の

質問にかかわることですが、これからのビジネスは、自社の強みを生かしつつ複数の機能を結び

付けた戦略の展開こそが社会的にも大きな貢献をすることができます。 

 

 

（２）諸外国の石油精製業の動向について 

○橘川座長 

ありがとうございました。 

それでは２つ目の議題に移りたいと思います。今度は諸外国の事例、石油精製業版ということ

で、小林様、比留間様の順番にご説明をお願いしたいと思います。 

今回はまとめてプレゼンテーションを行っていただいて、その後、質疑応答をしたいと思いま

す。じゃ、小林さん、お願いいたします。 

○小林プレゼンター 

小林です。よろしくお願いいたします。ちょっと時間も押しているということですので、説明

のほうはやや駆け足になってしまうかもしれませんけれども、あらかじめご了承いただければと

思います。 

私のほうからは、欧米・豪州における石油精製事情ということで、海外の精製事情についてご

説明させていただきます。中で取り上げている事例、やや特殊な事例も取り上げておりますけれ
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ども、この研究会、将来の石油精製事業のあり方ですとか、そういった精製事業に対する政策の

あり方というのを幅広く検討することも一つの目的であろうというふうに理解しておりまして、

あえて取り上げている事例もございます。 

報告の内容でありますけれども、２ページ目、きょうは３点ご説明させていただきたいと思い

ます。１点がアメリカの精製専業企業についてであります。アメリカは精製のみをやっているマ

ーチャント・リファイナリーという業態が定着しているんですけれども、この代表的な企業とし

てのValero Energyの動向についてご説明いたします。 

２点目が、成熟市場における政府と精製業の関係ということについて、こちらもヨーロッパと

豪州の事例についてご説明いたします。 

最後３点目は、やや特殊な例なんですけれども、合弁製油所の一つの形態として、ニュージー

ランドの製油所の形態についてご説明させていただきたいと思います。 

いきなり資料が飛んでしまうんですが、まず５ページをごらんいただきたいと思います。 

こちらに先ほど申し上げましたマーチャント・リファイナリーの事例としてのValero Energy

の概要を記載しておりますけれども、規模にしますとＪＸさんの２倍の規模を持った非常に大き

な企業です。リーマンショック以降、ややちょっと経営が落ち込んだんですけれども、最近は経

営が持ち直してきておりますし、稼働率も精製量も非常に上がってきているというところであり

ます。 

６ページ目にアメリカ市場におけるValero Energyの位置づけについて書いております。 

前回の委員会で、石油メジャーというのは精製量と販売量に比して、販売量のほうが多いとい

うご説明があったと思うんですけれども、そのギャップを埋める存在として、こういうValero 

Energyのような精製専業企業というのがアメリカにはございます。 

このValero Energy、６ページの右側のグラフに示しておりますとおり、一番もうかっている

というわけではないんですけれども、安定的に高い精製マージンを上げている企業であります。 

次に７ページ目、そういった非常に大きな規模を持って、かつ安定的な収益を上げている

Valero Energyの強みとは何かというところなんですけれども、一言で言うと、非常にダイナミ

ックに事業のポートフォリオであったり、資産の入れかえというのをやっております。 

詳細をちょっとご説明している時間がないんですけれども、例えば2000年代の半ばであれば、

かなり規模の拡大戦略で製油所を買いまくって、アメリカの石油需要が一旦ピークを迎えるとそ

れを売却して、またその売却した資金をもとにバイオ燃料に進出したり、また違う製油所を買っ

たりというようなことをやっています。 

一言で言うと、資産の選択の集中というのをこの2000年代以降はかなり集中的にやっておりま
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して、最近、何をやっているかといいますと、シェール革命でシェールオイルがふえてきている

ので、そういったシェールオイルの精製能力を高めたり、それからシェールオイルがふえて、Ｌ

ＰＤとナフサの価格が安くなっていますので、それを使ってハイオクタンの機材をつくったり、

また製品の輸出も最近アメリカは活発に行っておりますので、そういったインフラに投資したり

というようなことをやっています。 

私、個人的に仕事でアメリカの精製事業のことを調べに行ったことがあるんですけれども、そ

こであるコンサルタントが言っていたんですが、非常にこのValeroというのは会社の企業の割に

はダイナミックだと。一つ一つの投資ないしは資産の取得を見てみると、失敗しているのも多分

あるはずなんだけれども、とにかく意思決定が早い、ダイナミックに動く会社だということをお

っしゃっていまして、これがこのValeroの競争力の一つ、根幹だろうというふうに思います。 

具体的にValeroが何をやっているかということについてもう少し詳しく申し上げますと、９ペ

ージ目、大西洋市場における精製事業展開ということで、2011年にイギリスの製油所を買ってい

ます。 

これは今、日本の石油会社さんもこういったオペレーションをやろうとしているんだろうと私

は理解しているんですけれども、そういう国際的な製油所であったり、油槽所であったり、そう

いった資産を持つことによって、各市場間での需要構造の違いであったり、価格差の変化、こう

いったものをうまく使いながら収益を上げていくというビジネスをやっています。 

こういう大西洋貿易で幾らもうかっているかという数字は残念ながら公開されていないんです

けれども、Valeroの地域ごとの精製マージンの数字なんかを見てみますと、これは９ページ目の

右側のグラフに書いてあるんですが、北大西洋セグメントのマージンが上がってきていますので、

それなりに収益は出ているんだろうというふうに思います。 

それから10ページ目、販売部門のスピンオフということをやっています。いわゆる製販分離と

いうんですけど、これまでの議論の製販分離とやや違う意味での製販分離なんですが、精製販売

企業の中の販売部門のところだけ切り離してしまうというようなことを2013年にやっています。

これをもって、まさに精製だけやる会社になったということになります。 

12ページ目、次にバイオ燃料への投資ということもやっておりまして、これは2009年に経営破

たんした会社、バイオ燃料のプラントを持っている会社がありまして、そのプラントを一気にま

とめ買いをしたというようなことをやっています。 

実際の利益動向を見てみますと、かなり年によって振れていますので、どれほどValero全体の

利益に貢献しているかというのはわからないところはあるんですけれども、こういう新規事業に

もダイナミックに投資をしている会社であるということになります。 
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以上が、Valero Energyの動向でありまして、次に２つ目のテーマに進みたいと思います。 

資料がかなり飛ぶんですが、16ページ目以降なんですが、この16ページ目以降でご説明してい

るのが、ヨーロッパを中心とする市場で、特に製油所がどんどん閉まっている国というのがヨー

ロッパを中心にかなり多くあります。 

ここではイギリス、オーストラリア、フランスの事例を取り上げていますけれども、そういう

製油所がどんどん閉まっていって、製品輸入がふえていく。こういう国においてどういう議論が

されているかということを資料でまとめておるんですけれども、イギリスにおける議論というの

が17ページに記載がございます。 

イギリスでは製油所の閉鎖と製品輸入の増大、特に軽油に関して言いますと半分以上が輸入に

依存するという状況になっておるんですが、まず議会でこれが問題にされています。この議会の

意見書をもとに、イギリスの政府が報告書を書いておりまして、これこれこういったアクション

をとりますということをまとめているんですけれども、その中でどういうことが書かれているか

といいますと、環境対応に対する補償をやります、それから省エネ投資を支援します、それから

精製業者と輸入業者の間で若干条件が違う、備蓄の義務なんか違うんですけれども、こういうも

のの条件のイコールフッティングというんでしょうか、そういうものについても議論します等々

の議論がなされています。 

なので、イギリスに関して言いますと、やや引き気味ではあるんですけれども、製油所を守ら

なければいけない、製油所を守るために政府ができることは一体何なのかということがかなり真

剣に議論されています。 

次にオーストラリアの事例ですけれども、これは19ページにまとめておるんですが、オースト

ラリアは一言で言うと、政府は余りにも何もやらないというような結論に至っています。 

国内の製油所の閉鎖は、エネルギー安全保障には特に大きな問題をもたらさないという結論を

オーストラリアの政府が出していまして、それはアジア全体でいいますと精製能力というのはロ

ングバランスでありますし、価格変動といっても、製油所があろうが、輸入品だろうが、価格変

動は等しく起きるんだと。したがって製油所がないことによってオーストラリアの石油の供給の

競争力が損なわれることはないというような評価をしております。 

この報告書でおもしろいのは、「ショックシナリオ」の分析をしておりまして、製品輸入がふ

えてきたときに一番シビアなイベントとして考えられるのがシンガポールの製油所の停止だろう

ということで、そういった事象が起きたときに何が起こるかということを検討しています。 

シンガポールの製油所がとまったときに、このシナリオによりますと、オーストラリア国内の

石油製品価格が１カ月間18％上がるという結論になっておりまして、結論からいうと、この程度
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の価格上昇であれば顕著な問題ではないという結論に至っています。 

次にフランスの事例でありますけれども、ちょっとエネルギー安全保障とは関係ない事例なの

かもしれませんが、21ページにまとめておりまして、フランスは国内８カ所ある製油所のうち、

６カ所をTotallという会社が持っていまして、このTotallが製油所を１カ所閉めようと計画をし

たと。その計画に対して労組がストを起こしまして、それに対して政府が調停に乗り出したとい

う事例がございます。 

これはあくまで報道の資料なので、公式に発表されているわけではないんですけれども、この

調停の過程において、どうもTotallが、政府のほうから、くだんの製油所については閉鎖しても

いいんだけれども、一定期間そのほかの製油所については閉鎖しないようにというような調整が

なされたというふうに報じられています。これはあくまでも労使紛争があったからこそ、ここま

で政府が介入したという事例ではあるんですけれども、一つの例としてこういうものもございま

す。 

それから22ページ目はＥＵによる取り組みなんですが、よくＥＵの規制というのは厳し過ぎる

と。だからＥＵの規制があるからヨーロッパの製油所は競争力が悪くなって、ほかの製油所に負

けるんだというような議論がよくされていたわけなんですが、それについて検討しているのが、

EU Refining Forumという場であります。 

結論から言いますと、ヨーロッパの製油所が、2000年から2012年までで、ほかの製油所との競

争力の格差がついたんですけれども、格差がついたうちの２割が規制の強化による影響だという

結論になっています。なので、報告書の内容としては、８割は結局、自分たちの製油所の競争力

の悪化だということになりますけれども、そういう結論になっています。 

次に３点目、合弁製油所の形態というところなんですが、こちらはニュージーランドの事例に

ついてご説明したいと思います。ニュージーランドは国の規模も非常に小さいということもあり

まして、製油所の数は１個しかありません。ニュージーランドで石油事業を行っている会社が、

１つの製油所を共同で保有して運用しているというのがこの国の精製事業になります。 

この国の製油所の収益構造というのが、原油を自分で買って製品を売るという形ではなくて、

精製した量に応じて精製費用をもらうという、Tolling refineryというんですけれども、こうい

うビジネスモデルを採用しています。 

このTolling refineryの精製費用というのは、理論的なグロスマージンの７割というふうにな

っていまして、こういう方式を使うことで製油所も残るし、かつ製油所が残るだけでなくて、製

油所自身にも経済性を関与するインセンティブを与えることができる。こういうような工夫がこ

ういうモデルによってなされているというのがニュージーランドの事例になります。 
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やや極端な例ではあるんですけれども、これから製油所の数がどんどん減っていった場合に、

製油所というものをある種、公共的なものとして扱って残す一つのアイデアとしては、こういう

Tolling refineryというモデルもあり得るということであります。 

ちょっと駆け足になったんですが、私のほうからは以上です。 

○橘川座長 

小林さん、ありがとうございました。15分間で世界一周したような気分になりましたけど。 

それでは比留間さん、お願いいたします。 

○比留間プレゼンター 

エイジアム研究所の比留間でございます。前半の議論は、石油はコモディティという空気が流

れていたんですが、石油というのは戦略商品であり、国の安全保障にかかわる製品であるという

観点で海外のお話をしたいと思います。中国・台湾・韓国の石油製品の輸出動向というタイトル

でございます。 

１ページ目、中国・台湾・韓国、この３カ国とも供給過剰の状態にあります。こういう中で日

本はこれからどうすればいいのかというのがきょうの話の趣旨でございます。韓国・台湾という

のはもともと輸出志向が強い国でありましたが、最近は中国も輸出増加が顕著になっています。 

２ページをごらんください。中国の供給過剰の量というのは最近大きくなっております。これ

は中国の石油製品需要が非常に大きな伸びを示していたことにあわせまして、製油所を次々に建

設していったのですが、最近は中国の石油需要も伸びが鈍化したということでギャップが拡大し

ています。輸出は、ガソリン、軽油を中心に最近伸びているということです。 

３ページに中国の精製能力と稼働率を示しておりますが、中国の精製能力は1,420万BDという

ことで、非常に巨大な能力を持っています。この５年間で394万BD増加しています。 

先ほど申しましたように需要の伸びが鈍化しているということで、中国政府としては新設製油

所計画のキャンセル、延期、あるいは地方民営製油所の閉鎖ということを進めておりまして、実

際そういうことが進んでいるんですが、依然として220万BDぐらいの新・増設プロジェクトとい

うのが進行中でありまして、ＣＮＰＣの予測といいますか、見通しでは、2020年の精製能力は

1,600万BDぐらいになるだろうと。 

ただ、需要の伸びは年率2.5％程度しか伸びないので、この段階での設備過剰は160万BD、設備

過剰といったときに大体、私は適正稼働率85％でやっていますので、これは100でやったりする

と数字がふえますのでご注意いただきたいと思います。 

４ページ目に中国の、よく独立系というのが最近話題になるんですが、定義いろいろありまし

て、三大石油会社以外を独立系といったり、あるいは地方の製油所、小さいところを独立系とい
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ったり、いろいろ幅がございます。 

ぱっと見ていただきますと、地方製油所というのは平均３万3,000BDということで、まだまだ

小さい製油所がたくさんありまして、ほとんどいずれは淘汰されていくものだと思いますが、こ

の中にも10カ所程度、非常に大きな独立系の民営製油所というのもございます。 

５ページ目を見ていただきたいんですが、昨年の秋なんですが、中国政府は老朽化した製油所

とか、小さい製油所を閉じるという条件、あるいは石油製品の改良、ちなみに中国も来年ぐらい

には日本と同じ製品規格になる見込みです。そういった条件をつけて原油輸入枠を独立系に与え

たということで、これが最近の中国からの輸出の増加要因になっております。 

６ページ目を見ていただきますと、ことしの１月～９月の輸出量というのは、既に昨年１年間

の中国からの輸出量を超えておりまして、特に７月～９月の中の９月、ちょっとまだ10月、11月

がわかっていないんですけれども、製品輸出量は過去最大の数字になっています。 

これは独立系が活性化したということで、独立系が国内の供給をふやして、三大石油会社がそ

のあおりを受けてというか、主に今、輸出をしているのは大きな三大石油会社であります。それ

が中国の状況です。 

７ページに韓国の状況でございますが、韓国の精製業というのはもともと供給過剰というのが

長く続いていまして、非常に苦しい時期もあったんですが、中国の需要増というのを契機に輸出

産業としての成長を遂げております。 

韓国も、日本ほどではないんですが、石油需要がだんだん伸びが鈍化して、灯油、重油の減少

というのもありまして、大体、生産量の半分は輸出に向けられています。ということで、韓国と

いう国は国全体が輸出依存の国でありますけれども、石油製品の輸出というのは韓国精製業の生

命線と言って過言ではないと思います。 

８ページに台湾の輸出の動向を書いてあります。台湾も韓国と同じく、需要を上回る生産、供

給過剰の状況にあります。大きな２つの石油会社があるんですが、民営でありますＦＰＣＣ（フ

ォルモサ）というのは非常に製品輸出志向の強い企業であります。 

９ページ、こういう北東アジアの中国・韓国・台湾の中にあって、日本の精製業はどうかとい

いますと、９ページに日本の石油会社も石油製品の輸出をふやしております。 

これまでは需給調整というのが目的だったと思いますが、量がだんだんふえておりまして、こ

のグラフは2015年までですが、2016年も増加傾向にあります。需給調整というだけではなくて、

やっぱり収益の一つの大きな要因になっているということと、それから、先ほど中国・韓国・台

湾の話をしましたが、輸入圧力というところも気になるところであります。 

10ページに今までの話のまとめを書いておりますが、中国・台湾・韓国がこういった形で供給
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過剰の中にあって、輸出ということを相当競争力を高めようとしています。台湾・韓国のところ

に書いてありますが、輸出市場でも利益を出さないと立ち行かないということもあって、競争的

強化の設備投資を考えております。後ほど、ちょっと一例を参考に出します。 

競争力強化のポイント、これまでも議論されていると思うんですけれども、ポイントは３つほ

どありまして、一つは石化原料も含めて高付加価値製品の得率をアップさせようというふうにし

ています。これは逆に言うと、原油より安い価格で売らざるを得ない重油の得率をいかに下げる

かということです。 

２点目は、これいろいろ言い方がありますが、未利用原油ということもあるんですが、通常よ

り性状が劣る原油を処理する。これは安いということがあって、そういう方向。あるいは輸出の

競争力という観点では、製品タンクとか、桟橋とか、積込能力だとか、こういった輸出インフラ

を強化するという、これがポイントであります。 

最後にまとめのところで２行書いてあるんですが、一つは、見ていきますと、輸出市場をター

ゲットとして、そこで勝っていくという戦略が、結果的に精製業としての競争力を高めているん

ではないかというのが１点です。それだけの戦略投資をできるだけの収益を上げているというこ

とです。 

ひるがえって日本を考えてみますと、輸出市場をターゲットにという発想は、まだ韓国・台

湾・中国に比べますと低いですし、それから戦略投資を回収できる収益が日本の精製業にあるか

というと、残念ながら、これも後ほどちょっと数字でご説明します。その辺が、やはり強い精製

業を国内に持つということが、結果的に日本の安全保障に資するというふうに私は思っておりま

す。 

次のページに、韓国のS-OIL、S-OILというのは韓国の第３位の石油会社ですが、半分以上輸出

しております。これが2013年に意思決定をして、2018年に完成予定なんですが、5,300億円をか

けまして、分解装置とそれから石化プラントをあわせてつくろうという計画を進行中です。 

表を見ていただきたいんですが、先ほど言いましたように現状と稼働後の変化点ということで、

石化製品、製品というか石化原料がふえる、８％から13％。それから軽質留分の比率が高くなる

と。注目点は、重質留分が現状12％を４％にする。これは非常に競争力が高まるものであるとい

うことが思われます。 

もう一つ、表の左のほうにＩＲＲ18.3％、18.3％ということは、5,300億を大体６年ぐらいで

回収しようという非常にアグレッシブな、それだけの収益を稼げるという前提でやっていると思

うんですが、非常に挑戦的なプロジェクトだというふうに思います。 

最後のページに、本当に一例なんですけど、日本と韓国の精製会社の収益力を今、確認をしま
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した。日本の精製業というのは、民間備蓄の義務量がアジアの中で一番多いので、在庫影響、

100ドル原油から50ドル、40ドルに下がったときの在庫影響の負担額というのは非常に大きいの

で、この辺も一部考慮しながらなんですが、在庫影響を含んだ営業利益で見てみますと、ちょっ

とやっぱり日本の石油会社の営業利益というのは韓国に比べると劣るかなと。 

これはことしの１月から９月までの状況なので、私としてはもうちょっとさかのぼってきちっ

と調べたいなと思っているんですが、少なくともことしの状況を見ると、これは石油と石油化学

と潤滑油を足した数字です。考えられる格差の要因というのは、製油所の競争力に差があるんで

はないか。あるいは販売価格、これは輸出価格と国内価格があるんですが、半分輸出しています

ので、それでも利益を上げているというのは相当なものだなと。 

それから在庫影響のということで、きょうは最後のページについては詳しい説明ができないの

で、私としてはこの辺はもう少し深く詳細に調べていきたいなというふうに思っているので、参

考ということでごらんください。 

以上です。 

○橘川座長 

どうもありがとうございました。これもまた非常に問題提起が含まれていた報告だったと思い

ます。 

それではお二方のプレゼンテーションに対するクエスチョン及びコメントをお願いします。 

すみません、先ほどと同じなんですが、論点２をちょっと見てください。資料２です。 

ご議論いただきたいポイントのところで、１ページ目から４ページ目が石油精製ということに

なっています。１番目が、収益基盤が安定しない要因についてというのが第１の論点で、２番目

がコスト削減効果の有効期間、つまりコスト削減というのはかなり成果を上げているんだけれど

も、それが吸収されてしまうのではないかというような類いの問題であります。それから３つ目

が、高付加価値化をするためにはどうしたらいいのかというのが３つ目の論点、そして４つ目が

人材の確保の論点、こういうことになっております。 

これまでの議論も踏まえた精製のところの論点、これを念頭に置きながらクエスチョン及びコ

メントをお願いします。 

牛島さん、お願いいたします。 

○牛島委員 

どうもありがとうございました。小林さんの米国のご紹介、大変興味深かったんですけれども、

一つちょっと質問というか確認なんですけれども、Valeroが販売部門をピンオフして、資本関係

切れているわけですよね。今、その取引関係というか、ＣＳＴでしたっけ、販売会社としては売
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っている玉というか、製品は基本Valeroからの調達続いているのか、あるいはもっとオープンに

やっているのか。 

それから米国産業全体として見たときに、すごくショートポジションとる企業、ロングポジシ

ョンとる企業と戦略的な多様性があると思うんですけれども、これが可能なのは、最初の小嶌さ

んのご説明でも非常に短期志向的というか、契約重視型の市場取引だよという話があったんです

が、そういう背景があるからという理解でいいかと。 

逆に言うと日本で石油精製５社が、例えばロング、ショート、米国的な戦略的なめり張りをつ

けていこうと思うと、流通はそこまで変わらないといけないのかということを、お考えをお聞か

せいただければと思います。 

○橘川座長 

具体的なので、小林さん、いかがでしょうか。 

○小林プレゼンター 

ValeroとＣＳＴブランドの関係なんですけれども、数量は明らかではないんですが、長期契約

はまだ残っています。なので、ＣＳＴブランドは安定的にまだValeroからの供給を受けますし、

またValeroのブランドのＳＳがまだ残っています。なので、資本関係は切れたんだけれども、そ

ういう長期契約関係はまだ残っていますというのが１点。 

それから２点目はご指摘のとおりだと思います。やっぱり卸のところがしっかり流通しないと、

なかなかそういうところは難しいかなという気はします。 

○橘川座長 

長谷川さん、お願いします。 

○長谷川委員 

ご説明ありがとうございました。私どもの会社は商社として海外の製油所、あるいは資源、そ

ういったところを見ておりますし、それから貿易にも携わっているということですので、その辺

からのコメント、意見を申し上げたいと思います。 

まず国内の製油所の必要性ですけれども、先ほどイギリスは全て外資が持っていると。それか

らオーストラリアはもう製油所が閉鎖されて、だんだん残らなくなってくると。我が国との違い

は、資源を持っているか、持っていないかというのが圧倒的に違うと。イギリスは英領北海とい

うのを背負っていますので、当然、製油所にとっての生命線である原油を確保していると。それ

からオーストラリアは原油そのものよりも、むしろガスとか金属資源が多いわけですけれども、

いずれにしてもそういうものを持っているということは相手国との間の交渉力が当然のことなが

ら備わっているので、例えば製品を輸入して調達をしてくるというときにも、そういった交渉力
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を武器に対応することができる。ただ、日本の場合は原油そのものを持たない、資源そのものも

多くないということですから、製油所そのものはこの国の中に当然存続していく必要があるだろ

うというのが１点です。 

それから貿易面で見て、製品の輸入ですけれども、２つの側面があると思います。１つはエネ

ルギー安全保障、これの点で、例えば危機のときに外から製品を輸入してくる必要はあるだろう

と。第１回目で弊社の森がアメリカのハリケーンのときの事例を申し上げたときのように、あの

ような形での製品輸入は必要だと思います。ただ、常時の輸入は現状では経済合理性が成り立た

ないというのが我々の分析です。やはり１つは国内の製品が余剰状態にあるということは定位安

定であって、外から物を持ってくると経済合理性が合わないと。 

それから２つ目に、国際価格と日本の製品価格というのは必ずしも連動しておりませんので、

そこに価格差が生じるというリスクが非常に大きいと。このリスクを吸収するだけの利益がある

のかというとなかなか製品輸入というのは難しいのではないかと。ですので、安全保障の面での

輸入というのは、これは原油の備蓄をどうするのかと、それから製品の備蓄をどうするのかと、

これらのベストミックスをどうするのかということも含めて、緊急時の輸入対応というものを考

えていく必要があるだろうなと。 

それから輸出について言うと、先ほど韓国・中国・台湾の製油所の日本との比較等々出ていま

したけど、要すればエクスポート・リファイナリーがほとんどでありますので、日本から輸出と

いうものを見た場合には、日本の西側にはほとんどマーケットがない。そうするとやはり東南ア

ジア、オーストラリアということになるので、そういう意味では立地不利性、つまり距離が長い

ので輸送コストがかかるという問題は当然そこに存在します。 

もう一つは、比留間さんのご指摘のとおり、輸出設備ですね、バースであり、タンクであり、

こういったものがもともと消費地精製主義ですから、輸出するということでないので、なかなか

ついていかないと。したがってここに追加的な投資をしていく必要があると。 

どのぐらいのリターンがあるかというのは、これは計算をしてみる必要があると思いますけど、

問題はこの追加的な投資の資金のソースをどうするのかと。例えばプレゼンの中ではお触れにな

りませんでしたけれども、ファンドによる投資というのが広く使われていると。彼等のような第

三者の眼で、日本の桟橋やタンクに対する投資が十分なリターンを得られるものなのかという点

も見てみる必要があると思います。あるいは、もしこのリスクリターンがあわないというような

ことであるならば、公的な資金に頼ることもある程度は必要になってくるのではないかと。こう

いった資金の調達ソースをどうするのかというのが非常に大きな問題ではないかと思います。 

以上です。 
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○橘川座長 

新家さん、お願いします。 

○新家委員 

 お二方のプレゼンを踏まえて感じたこととしては、やはり一つ重要な視点として柔軟性という

のは非常に大事なのかなと。製品市況かかなり変動して、需要のところの動態もかなり変わって

きているわけですから、そういったところに柔軟に対応できるような事業構造を持つことという

ことの重要性を今回のプレゼンを通じて感じることができました。 

 それでは、これが今の石油産業においてどのぐらい応用できるのかという点については、事業

者さんの立場のご意見も踏まえて考える必要はあるかなと思っていますが、一つ感じる視点とし

ては、これは石油だけでなく、電力やガスでもある傾向なんですが、いわゆる安定供給というこ

とが錦の御旗になり過ぎているんじゃないかと。 

つまり、民間企業である以上は、経済合理性と両立する形での安定供給というのが大原則では

あるかなと思っていますので、戦略商品を扱って安定供給の重要性というのは非常に一国民とし

て感じるところではありますが、だからといって損失をこうむっていいということではないと思

いますので、経済合理性とのバランスをとるときには、例えばどの規制緩和をしてほしいのか、

ないしは政策的な支援が必要なのか、こういったところを一つ一つ具体化して落としていく必要

があるんじゃないかなと感じています。 

○橘川座長 

岩井さん、お願いします。 

○岩井委員 

 小林様、比留間様、示唆に富んだレポートありがとうございました。特にValeroの事例とか、

中国・韓国の事例というのは非常に我々にとって参考になるものでございます。 

あと１点、比留間さんにお願いなのは、中国・韓国の利益の源泉というのは、海外で輸出する

ほうなのか、それとも国内にあるのか。この辺の比率なども、後ほど、どこかの場面でご教示い

ただければと思うんですが、いずれにしましても私ども元売といたしましては、製油所のコスト

競争力というか、収益力の強化というのが最大のポイントだと思ってこれまでやってきておりま

す。 

各社それぞれ努力しているところでございまして、ご指摘にありましたとおり、１つ目が原油

などの調達コストの低減、それから２つ目が精製コストの削減、それから３つ目が高付加価値製

品の生産拡大、この辺が重要だと思ってこれまでずっとやってきているところでございます。各

社それぞれ歩みの速さは変わると思うんですが、こういう形でやってきているというところでご
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ざいます。 

 特に１つ目の原油などの調達コストの低減につきましては、これまでの従来型の原油から、新

たな、非常に重たい原油とか、不純物を含んだ原油などを処理して競争力を高めております。し

かし、これにもかなりのコストがかかり、装置によっては数百億の規模で投資をしなくてはなら

ないということもご認識願いたいなと思うところでございます。 

 それから精製コストの削減につきましても、稼働率アップとか、エネルギーの効率アップ、あ

るいは省エネの推進ということでやっているわけなんですけれども、これにつきましても設備投

資等が必要です。それから高付加価値化につきましても、石化製品とか、潤滑油などの生産能力

の拡大ということでやってきておりまして、あるいは残渣油で発電事業などもこれまでやってき

ているところでございます。 

そういう中で今後も努力はしていかなくてはならないと思っているところですが、この中にも

ありましたとおり、輸出の拡大等につきましても、桟橋とか出荷設備などの設備の能力増強とい

うのは必要になってくるということでございますので、ニュージーランドとまでは言わないまで

も、英国並みの事例がありましたとおり、政府による支援措置の拡充、あるいは強化をお願いし

たいなということでございます。 

 私からは以上でございます。 

○橘川座長 

ほかはいかがですか。私のほうからもそれじゃ…… 

それじゃ、河本さん。 

○河本委員 

 資料２の議論いただきたいポイントというのが１ページにございますけれども、この設備稼働

率とか需給ギャップは収益に影響を与えないかというのが論点で、実は私の仕事のかなりの部分

が極端な安値問題がございまして、ある元売が大量に極端な安売り業者に供給すると。それで周

りの販売子会社がそれについていかざるを得なくなる。すると周りの地域がまた下がるというこ

とが続いていることが、あちこちあるわけです。 

したがってこの稼働率の問題というのは、私は非常に大きな問題ではないかなと。ここの高度

化法では設備の最適化というのがあるわけですけれども、稼働率という問題、そこまで触れてい

いのかどうかわりませんが、私としては大変現実的に大きな影響を与えているというふうに考え

ます。元売会社も結局値段を下げます、周りも下げます、したがって収益も下がる、こういうこ

とになると思います。 

 以上です。 
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○橘川座長 

じゃ、私のほうからもちょっと意見を言わせていただきます。小林さんの話、Valeroの話、非

常に印象的なんですけど、ポイントはポートフォリオの転換を非常にスピーディーに行うという

お話だったと思います。ただこれやりますと、当然のことながら地域経済だとか、あるいは労使

関係ですよね、仕事がなくなるとかっていうことに影響が出るわけで、そこのところをどう考え

ているのか。 

日本の場合には、もちろん労使関係もありますけど、コンビナートのウエートがそれぞれの県

の工業生産高に占める比率なんか非常に高いわけでありまして、そういう状況のもとでどれぐら

いこのモデルが日本で使えるか、その辺、小林さんの勘といいますか、見通しでいいんですが、

お話しいただけたらいいなというふうに思います。 

それから比留間さんのお話で、輸出、結構大変だなと。日本なかなか輸出勝てそうにないな、

だけど輸出を強めないと製油所自体は強くならないと、こういうロジックだったと思うんですね。

輸出が高まれば、今の河本さんが言われた稼働率も上がるわけです。 

そうすると、例えば第三次告示の中で、一次、二次には入っていませんけれども、分子に輸出

能力といいますか、輸出設備能力みたいなものを入れるというような考え方も、きょうのお話か

ら出てくるのではないかなと感じました。そういう意見に対してどう思われるか、比留間さんの

ご意見を伺いたいと思います。 

じゃ、一旦ここでお答え願いたいと思います。小林さんから。 

○小林プレゼンター 

いろいろ質問とコメントありがとうございました。製油所の価値につきましては、イギリスで

も製油所はやはり必要だという議論にはなっていますので、逆に言うと北海油田というのがあり

ながら、やはり製油所というのは必要なんだよという議論をしていること自体が、ある意味では

意味があるといいますか、おもしろいところかなというふうには思います。 

あと新家委員からのコメントにありました規制の問題につきましては、イギリスでもやはり、

EU Refining Forumでもまさにこういう精製技術研究会みたいな場だと私は思うんですけれども、

官民の人が顔をつき合わせていろいろ議論するという場を既にヨーロッパではやっていますし、

日本でもやはりこういう研究会というのは大事じゃないかというふうには思います。 

話が前後しますが、ファンドのところは、長谷川委員からご指摘のあったところは、アメリカ

の場合はマスター・リミテッド・パートナーシップという割とお金を集めやすいシステムがあっ

て、それでインフラに対して重点的にお金が流れるシステムができているというところがありま

す。この話はもう既に石連さんのほうでもされているとは思うんですけれども、そういうお金を
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集めるシステムということもすごくインフラ整備では大事だというところで、非常に貴重なコメ

ントだったと思います。 

あと橘川座長からのご質問なんですけれども、説明では申し上げなかったんですが、Valeroは

すごく雇用を大事にする会社で、製油所を売った先にもちゃんと雇用は維持しなさいよという条

件を必ずつけます。なので、雇用の維持という意味ではすごく大事にしている会社、アメリカで

は珍しい会社だと思うんですけれども。 

じゃ、ぽんぽん製油所の売買ができるかというと、日本とやはり状況が違うので、アメリカは

精製された製品の市場じゃなくて、製油所そのもののマーケットがあるようなところですので、

ちょっと日本とは状況が違うかなと思いますが、それでもValeroの動向をずっと見ていきますと、

かなり先駆的なことをいつもやっている。貿易であったり、販売をスピンオフしたり、水素化分

解装置の投資を一番最初に始めたのもValeroですから、そういう常に業界で何が起きていて、か

つ新しいことを恐れずやっていくというスタンスはすごく参考になるんじゃないかなという気は

します。 

○橘川座長 

比留間さん、お願いします。 

○比留間プレゼンター 

指標として輸出設備能力を入れたらどうかということについては検討する価値はあると思うん

ですが、そこまで縛ってやるのかというのが、ちょっと元業界人としては気になるところがある

のと、それから、先ほど韓国と日本の石油会社の収益の表を見ていただきますと、中国の輸出が

ふえたということもあって、ことしは７月～９月の収益が韓国も落ちているんですね。 

シンガポールマーケット、いわゆる北東アジアの製品輸出マーケット、高いときもあれば安い

ときもあって、その辺はやっぱり柔軟性という、高ければ輸出はたくさんするほうがいいでしょ

うけど、輸出したら損が出るというときもあって、そういう輸出というときには設備能力だけじ

ゃなくて、トレーディング能力だとか、そういったマーケットがわかる力も必要なので、検討す

る価値はあると思うんですけれども、むしろ大事なところは積極的な戦略投資ができるぐらいの

利益を上げることが大事なので、もうからない製品はつくらないという。いわゆる収益が上がる

ほうにいろんな指標をつくっていく、例えば重油の生産得率を下げるとか、いわゆる石油精製業

の収益が上がるような、上がればこれはいいことなので、上がるような何か指標になるような、

さっきの輸出設備能力というのがうまくリンクするかどうか検討する価値はあると思いますけれ

ども、ポイントは収益が上がるようなインセンティブが働く指標がいいというふうに思います。 

○橘川座長 
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もちろん私も供給力高度化法ができたときから、告示で縛るという考え方自体には反対して、

でもなぜか座長をやっているという、そういう人間であります。 

１点、どちらかでもいいんですけど、ＳＯＩＬの巨額の投資ですよね、この状況の中で。ただ

実際は韓国というよりもサウジアラムコがＳＯＩＬに投資したというのが実態だと思うんですね。

ということは、アジア全体の中で韓国が選ばれた理由、逆に言うと、サウジアラムコと関係ある

会社も日本にあるわけだけれども、日本が選ばれない理由みたいなのは何かあるんでしょうか。 

○比留間プレゼンター 

軽々には言えないんですが、国内の競争という観点で見ると、韓国のほうが日本より無駄な競

争はしていないんですね。いわゆる国内のマーケットとしては、韓国の精製業というのは海外か

ら見たときには非常に魅力がある、収益性の高いマーケットだというふうに言えると思います。 

日本の場合には、韓国も日本も供給過剰だったんですけれども、その辺が違いがあるというの

が一つと、それからやはり日本の場合にはＭＩＴＩの力が強いので、サウジとか諸外国から見た

ときに、ちょっとたたらを踏む部分があったんではないか、いい意味で言っているんですよ、こ

れ、いい意味で言っているんですけど、そういう部分があったと思います。 

ＳＯＬの資金がサウジかというのは、先ほどありましたけど、やはり意思決定している2013年

というのは韓国の精製業も余り利益が上がっていないんだけど、このままではだめだという危機

感が非常にあったと思います。今のままでは立ち行かないという危機感があったから、サウジも

それに賛同して5,300億の意思決定をしたんだというふうに思います。 

○橘川座長 

ほかにはいかがでしょうか。 

飛田さん、お願いします。 

○飛田委員 

お二方、ありがとうございました。一つ、まず最初のほうのお話の、小林さんにお話しいただ

いたんですけれども、この中でValero社、それからあとフランスでもバイオ燃料の製油所のお話

が出てまいりました。この点について、もう少しバイオ燃料の製油所がどのような今、状況に、

国際的に見た場合、置かれているのかということをお尋ねしたいと思います。 

それから比留間様のお話の中では、最後のほうで、高付加価値製品の得率をアップさせるとい

うお話がありまして、専門的なことはよくわからないんですけれども、いろいろなことを今まで、

関係の皆様方の中で研究開発のことなども含めて議論されてきていらっしゃると思うんですけど、

高付加価値製品、あるいは省エネとか地球温暖化に対する技術的な魅力のある商品といったよう

なことは、現在、日本ではどのような状況にあるのか。 
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韓国、中国等と競争していく場合に、同じ製品をつくって売るということではなく、やはり技

術力で勝負していただけたら、一般人としては大変いいのではないかなと漠然とした期待を抱く

んですが、研究会等で今まで論議されてきたこと、そういう研究開発への支援はどうなっている

のかといったことなども含めて教えていただけたらと思っております。 

○橘川座長 

小林さん、比留間さん、簡単にお願いします。 

○小林プレゼンター 

バイオ燃料につきましては、日本もそうですし、先進国でもそうなんですが、同類目標という

のが設定されていまして、それに向けて淡々と今、生産をやっているところだと思います。 

問題は、ふやしていったときに食料との競合が問題になってきますので、本来であれば食料以

外の原料からつくるバイオ燃料をふやしていくべきなんですけど、そういうところの技術開発が

今のところまだ進んでいない。できるんだけれどもコストがかかる、そういうような状況だとい

うふうに認識しています。 

○飛田委員 

ありがとうございます。 

○比留間プレゼンター 

まず石油製品の品質という観点からいきますと、世界の中でと言っても過言ではないと思うん

ですが、アジアの中で日本の石油製品というのは最初にベンゼン１％未満をやったり、硫黄分

10ppm以下だとか、環境に優しい製品ということで今まで日本はトップだったんですね。 

ところが、韓国も中国も台湾もだんだんと日本に近づこうということで、ヨーロッパの一番最

新の品質規格と日本のは大体同等なんですが、これに近づいてくると思います。 

次に、やはり日本として製品の規格を優れたものにしていかなきゃならないとは思うんですが、

残念ながら品質がいいということが国際マーケットではなかなか値段がとれないという、一方で

は経営上の課題もありますので、そうは言ってもやはりそういう努力は必要だと思います。 

それから、いろいろな精製プロセスに関する研究開発というのは、日本の石油会社、各社とも

やっていますし、政策的な支援も、先ほど、この辺は岩井さんのほうがふさわしいと思いますけ

れども、精製プロセスの高度化という観点ではさまざまな支援を国からいただいているというの

が実態です。 

○飛田委員 

ありがとうございました。 

○橘川座長 
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先ほど議論していただきたいポイント、資料２というのを、きょうは直接は取り上げていない

んですけれども、きょうの議論も踏まえまして、これらの点がこれから重要になってくると思い

ますので、若干時間ありますので、両課長に簡単なポイントだけ説明していただいたほうがいい

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○西山石油精製備蓄課長 

さまざまなご意見、どうもありがとうございました。すべてはご説明しませんけれども、精製

分野については今までは２つの議論があったと思います。青字で書いていますけれども、国内石

油精製事業の本業での競争力強化に投資できるぐらい収益力をきちんと高めていく必要があると

いうご意見をいただきました。そして、将来的には国内はどんどん縮小していくので、次のポー

トフォリオに変換していくことがそのうち必要になり、これをいつからやるかというのは大きな

課題だということでした。 

今日まさに小林様と比留間様のプレゼンテーションを一巡終わって、次は海外どうしようかと

か、化学とインテグをどうしようかとかということになります。 

今日ここで、点線で囲っているところは皆さんからいただいた意見を整理した上で、今後の政

策検討につながるように論点化したものです。皆さんから政策の提言をいただきたいということ

で書かせていただいています。まず収益基盤の強化ということで言うと、昔から過剰供給が起こ

ると企業統合が起こり、一時、設備稼働率も上がって収益が改善していくが、また過剰供給が起

こることを繰り返してきました。過去は過剰設備投資もあったかもしれないですが、今は縮小傾

向ですので、常に過剰供給が起こり得る可能性があります。 

他方で産業再編が進められています。今、２グループにおいて一生懸命取り組まれているとこ

ろです。しかし、統合によるコスト構造改善だけをやっても、その収益性は内需の縮小スピード

に全部また押しつぶされる可能性があります。各グループとも合理化だけではなく、次世代への

成長投資をしていく必要がありますが、それはいつまでのタイミングに、どんなことをしていっ

たらいいかということもご議論いただきたいということでございます。 

それから２ページ以降で、収益改善対策部分で安く原油調達を行って低コストで精製すること

で収益につなげていくと記載しています。今日までのプレゼンテーションの中でご示唆に富んだ

ご意見もございましたけれども、他方で政策的にそれを後押しすべきか、あるいは政策的にやる

としたらどんなことをやったらいいのか。今までの政策からドラスティックに変えてまでやるべ

きではないかというご意見があれば、そういうご意見も積極的にいただきたいと思います。 

そのうちの一つとして関心事項である高度化法の二次告示の後、一体どうするのかというのも

メニューの一つであろうかと思います。エクスポートを増やすという政策があるとして、それは
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補助金や投資ファンドを活用するような政策で行くのか、いやいや、誘導的規制を考えたほうが

いいという議論なのか。そこの政策の必要性と区分けといったところについても、どうやったら

創意工夫ができて、中・韓に勝てて、なおかつ日本の安定供給も保てるのかという観点から、さ

まざまなご意見を今後もいただきたいと考えております。 

それと高付加価値化のところで、三菱商事様からも、血縁より地縁という話がありました。今

後企業統合が進んでかつてより企業の数が減った場合、その企業内でのインテグレーションをさ

らに進めていくというのもあるでしょう。また、地域レベルでの統合をさらに追及できるところ

があればもっと生産性が上がって、中・韓にも対抗できるのではないかという議論があれば、具

体的に、ではどこのグループという議論になってくるように、ここで話しにくいかもしれません

けれども、石連の皆さんを中心にそういうご意見も出していただくとか、ほかの方からもご意見

をいただければと思っています。 

私からは以上です。 

○橘川座長 

西山課長、ありがとうございます。 

小山課長、お願いします。 

○小山石油流通課長  

精製とは大分切り口が違うんですけれども、アプローチの仕方は同様に、民である部分と、政

策的にやる部分というのを仕分けていくのかなというふうに思っております。 

今日も海外の事例、流通事業、参考にいたしました。これが日本全国にそのまま適用はできな

いですが、今、既に先生から言われたそれぞれの支援があるという状況の中で、ヒントになった

のが、過疎地において限定的に課題があれば政策的な対応もあるのかなというような印象を持ち

ました。 

それと、日本の場合ですと長期的な取引関係にありますので、メーカーと流通事業者の間での

ルールというのもある程度、日本独自の取り組みとして考えていく必要があるんではないかなと

いうふうなことを思っておりますので、こういった観点からさらにご議論をお願いしたいという

ふうに思っております。 

 

 （３）その他 

○橘川座長 

どうもありがとうございました。 

最後に議題３の「その他」ですが、これは次回の研究会の日時及び今後の進め方ということで
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ありまして、三浦政策課長、お願いいたします。 

○三浦政策課長 

 ありがとうございます。次回の研究会は12月20日、16時から予定しております。場所なども含

めた正式な開催案内は、開催１週間前を目途にお知らせいたします。 

なお、今回の説明・議論についてご意見、ご質問がございます場合には、ぜひ４回目までに伺

えればと存じます。ご意見がございます場合は、12月２日金曜日までに事務局までご連絡をいた

だけますと幸いでございます。 

 

３．閉会 

○橘川座長 

 本日は４人のプレゼンテーターの方、極めてインフォーマティブなプレゼンテーションをあり

がとうございました。また、多岐にわたってご意見を頂戴して、委員の皆様にも感謝いたします。 

それでは、以上をもちまして本日の会議を終わらせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

－了－ 


