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石油精製・流通研究会（第４回）議事録 

 

日時 平成２８年１２月２０日（火）１５：５９～１８：０１ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

議題 

（１）ガソリンの適正取引慣行に向けた方向性について 

（２）石油精製・元売産業の生産性向上に向けた取り組みについて 

（３）その他 

 

議事内容 

１．開会 

○橘川座長 

 皆さん、こんにちは。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４回目会

合を開催したいと思います。皆様におかれましては、ご多忙のところご参集いただきましてどう

もありがとうございます。 

 本日は、議題１「ガソリンの適正取引慣行に向けた方向性について」、２「石油精製・元売産

業の生産性向上に向けた取り組みについて」、３「その他」ということで議論を行っていきたい

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、事務局からメンバーの出欠状況及び資料についてご説明願いま

す。よろしくお願いします。 

○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、神津様が所用によりご欠席、長谷川様と松方様は用務の関係で遅れての出席予定とな

っております。なお、長谷川様が到着までの間、三菱商事の森様が代理で参加されます。また、

本日は公正取引委員会経済取引局取引部取引企画課の岩成課長にオブザーバーとして参加いただ

いております。 

本日は、さらに外部から２名の方にお越しいただいておりますので、ご紹介申し上げます。 

石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 研究主幹の能村郁夫様 

ソロモン・アソシエイツ プロジェクトマネジャーのKevin Henke様 

 この２名のほか、松方様から、本日、後ほどプレゼンテーションをお願いしております。 
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 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、それから参考資料がございます。資料３につい

ては英語でのプレゼンテーションとなります。出席者の皆様用に、机上に日本語入りの資料を配

付してございますので適宜ご覧ください。 

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の不調などがございましたら、

事務局までお申し出ください。 

 

２．議題 

 （１）ガソリンの適正取引慣行に向けた方向性について 

○橘川座長 

ありがとうございます。それでは、早速、議事に入っていきたいと思います。 

 まず議題１はガソリンの適正取引に向けた方向性ということで、小山石油流通課長に説明して

いただきます。それでは小山課長、お願いいたします。 

○小山石油流通課長 

 資料の２をご覧になっていただければと思います。進行はスライドの下にあるページに基づい

て行ってまいりたいと思います。 

まず、ＳＳ業界を取り巻く環境と課題ということで２ページをご覧ください。 

人口減少に伴う石油製品の需要減が引き続き見込まれる中で、過疎地や災害対応を含めまして、

消費者・顧客の燃料へのアクセスというのが難しくなってきているということであるのですが、

地域のニーズに総合的に応えていくためにはＳＳネットワークの維持が不可欠と考えております。

そうした中で、ガソリンスタンドで個々に取り組むことが難しい、自助努力にも限界が来ている

という中で、元売と系列ＳＳが一層協力して、より大胆な解決策を見出していくことが不可欠に

なっていると思っております。左の図は、ガソリンスタンドと自治体が連携をしている事例です。

右の隠岐４島は、これは前回、上原先生のプレゼンテーションでもありましたが、共同備蓄タン

クを持ちまして、船を各元売が順番に手配をして、物流も各スタンドを一回で回るということで、

元売系列の枠を超えた取り組みとＳＳの協力によってネットワークを維持しているという事例で

ございます。 

 ３ページをご覧ください。元売とＳＳがビジネスパートナーとして共存・共栄を図っていくこ

とが重要でありまして、そのために目標・成果を共有して、取引条件について十分な対話・協議

を尽くすことが求められております。左上の図は、製油所があるんですけれども、製油所にとっ

ては系列ＳＳが元売にとっての安定的な製品供給の先という役割を果たしてきていると。これに
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よって安定した供給をして、稼働率を上げて生産性を向上することが可能になっているというふ

うに思っております。左下の図は、先ほども説明しましたが、元売さんもいろいろな物流合理化

をしていくという中で、系列の枠を越えたり、地場のＳＳと協力して取り組んでいるというもの

でございます。一方、流通側にとっての系列のメリットと言いますと、従来から右上のようなカ

ードの活用というのがあるんですけれども最近の取り組み事例としましては、右下にありますよ

うに、電力小売に元売が参加してそれをＳＳでもメリットとして提供する、あるいは、コスモ石

油がビジネスモデル特許をとってやっている、込み込みの定額で車が利用できるマイカーリース

というサービスが主婦に人気になっています。こういった新しいサービスも提供することによっ

て、顧客誘引を図っているという事例でございます。 

 ４ページをご覧ください。元売と系列ＳＳの外部環境の変化ということでございますが、系列

ＳＳが我が国の全体の７５％を占めているという中で、日本の燃料安定供給の基盤を構成してき

ておりまして、今後も役割を果たしていくことが期待されております。他方で、今まで申し上げ

ましたように、需要減少や過疎の問題など様々な環境変化の中で、元売とＳＳの双方が自身の取

引スタイルについて改めて検討するタイミングを迎えているのではないかということでございま

す。 

 ５ページをご覧ください。系列店としてのビジネスモデルというのは、今まで説明したような

メリットがあるんですけれども、他方で、仕入れに関して一定の制約があるとともに、仕入価格

に関して、販売関連コストといいますか、ブランド料として、調整後の最終価格ベースで３円程

度の追加的なコストを支払ってサービスを受けているということが課題としてございます。 

 さらに２０１５年以降、これは第２回の会議で野村総研の方からもプレゼンいただいたんです

けれども、卸価格の当初の通知が高い、建値化しているという状況が生じておりまして、この建

値の分と販売関連コストを含めると、この調整相当額の格差、未確定の要因を抱えながらＳＳが

営業していかなくちゃいけないということで、実質的な業転格差は拡大しているというような声

も聞かれるような状況になっております。 

 ３番目のポツでございますけれども、国内の需要が緩んだ場合には、スポット価格とか小売価

格が下がっていくわけなんですけれども、当初の通知価格が市況を反映せずにそのままであると、

その分、スタンド側が小売価格を下げるということになって、系列ＳＳからはスルー・マージン

の縮小のしわ寄せがこちらに来ているんではないかというふうな声がございます。系列ＳＳから

見れば、原価が確定していない中で、日々店頭での小売価格を決めるということですので、系列

ＳＳによる自主的・合理的な経営が阻害されているというような指摘もございます。 

 次、６ページご覧ください。系列内での卸格差、直近ですと４．６円程度見られておりまして、
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過去に比べると大分縮小はしておるんですけれども、引き続きそういう格差があるという中で、

一般特約店からは、元売販売子会社は率先した安売りや底値に張りつくような価格設定をしてい

るんではないかというような指摘も見られております。他方で、元売販売子会社は油外販売等に

積極的に取り組んでいて、最近ですと、コンビニやコーヒーショップの併設であるとか、そうい

った取り組みによって経営努力をしておりまして、そのおかげでマージンを圧縮して、結果とし

て販売シェアが伸びているのではないかというような指摘がございます。右下が一般特約店や販

売子会社のシェアの推移ということになっております。 

 ７ページをご覧ください。今年の４月に公正取引委員会からガソリンの取引に関するフォロー

アップ調査報告書というのが公表されております。その中で、元売さんは一般的に見て、取引上

の優越した地位にあるんですけれども、一般特約店に対して競争上不利な取引条件を課している

おそれがあるという内容というのが、系列ＳＳからの声で提起された旨が記載されております。 

 真ん中のポツは、前回第３回の研究会の上原先生からのプレゼンテーションからの引用ですが、

系列流通は長期的取引関係にあるんですけれども、この長期的な取引関係と公正な取引原理の遵

守という両立が図られる必要があり、こういうことができると系列の結びつきが社会的に認めら

れて、系列内の結束力も出てくるんではないかということでございます。公正な取引原理の遵守

といいますと、構成員の経営の自由や再販売価格維持の禁止などですが、より積極的には、業界

ごとの取引適正化ガイドラインの策定などが考えられるのではないかというお話をいただいてお

ります。 

 最後のポツは、今まで申し上げたような状況を踏まえまして、取引慣行の公正・透明化に関す

る実態調査を今年の９月末から１１月に野村総研に委託をして実施いたしまして、系列ＳＳ３，

０００社にアンケートを送付し、１，６７６の事業者から回答をいただきました。あわせまして、

８月下旬と１１月下旬に元売ヒアリングを我々で実施いたしまして、各社のベストプラクティス

を聴取いたしました。 

 ８ページ以降はそのアンケート・ヒアリング結果と今後の課題ということになっております。 

 ９ページ、１０ページは後で振り返りますので、ちょっとスキップしていただき、１１ページ

をご覧ください。 

卸価格の通知の建値化ということで、ここに紹介しておりますのはガソリンスタンドを経営さ

れている方の声でございますが、１番最初のポツ、原価のわからない商品を売る際には手探りに

なるので、周辺価格を参考にする。２番目のポツ、最初は建値になっているので交渉が必要にな

っているということなので、最初の建値をどうにかしたほうがいいのではないか。３番目のポツ、

結局原価がわからないものに値づけをして売らなければいけないというのは正しい商慣習ではな
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いのではないかということです。最後のポツ、そろそろ調整をやめて、仕入れと売値の値差で儲

かるという努力を企業がして、そういった企業が残っていくというふうな慣行が必要ではないか

ということでございます。 

 １２ページをご覧ください。こちらはアンケート結果を集計したものでございます。 

左側の円グラフ、こちらは下に青い字で１から４とありますけれども、こういった形での支援

を受けている事業者の方に対しまして、通知価格は建値化しているかどうかを聞きますと、どち

らかといえば当てはまるという方が多く、当てはまるという方を加えると全体の３／４の方が通

知価格が建値化しているんではないかなと感じていらっしゃいました。 

右側のグラフは、建値化していると感じるに当てはまるという方と当てはまらないという方を

上から下に並べておりますけれども、値引きの交渉期間のグラフでありまして、値引きの交渉期

間が長い方ほど建値化しているんではないかと感じている割合が高くなっているというものでご

ざいます。 

 １３ページをご覧ください。通知価格の構成要素の説明ということでございまして、ガソリン

の取引に関するフォローアップ調査で、平成２５年にも同様な指摘がなされたんですけれども、

各構成要素の額を請求書に明記する、あるいは構成要素の額を見直す場合には、交渉の機会を設

けて意見を聞いたほうがいいんではないか。あるいは販売関連コストの額の決まり方について、

十分に理解を得るようにする必要があるんではないかということで、説明や意見交換を定期的に

行い、算出根拠の透明化を図るという要請をされております。 

 下のアンケート結果は、左側のグラフが、色々な構成要素の説明を受けているか、明示されて

いるかを聞いたもので、下に行くほど定期的に交渉している方なんですけれども、明示されてい

ない方ほど値引きの額の予見性があまりないということがわかりますし、右側のグラフを見てい

ただいても、構成要素の説明があまり無い場合には、やはり結果としての値引き額に関して不公

平感があると感じている割合が多いということがわかります。 

 １４ページをご覧ください。課題③卸価格の事後的な修正の基準の明確化ということで、こち

らもガソリン取引に関するフォローアップ調査の中で、取引価格や取引条件に差異が設けられて

も、ボリュームや決済条件、運送条件というふうなコストに基づく場合には本質的に公正な競争

を阻害する恐れはない。しかしながら、仕切価格について合理的な理由なく差別的な扱いをする

場合には、独占禁止法上の差別対価の問題になるのではないかということで、近年は、特に他社

業転玉の取り扱いについて改善が認められていますけれども、一部には看板を取り上げる、ある

いは業転を購入しているということを理由に値引きの額を少なくされるというような指摘も見ら

れております。 



6 

 

下の青いところはＳＳからの声ですけれども、こういった事後的な修正というのはさじ加減で

やられている部分があるのではないか。あるいは事後調整をもらえるのは販売量が多いところで

あって、販売店や弱小特約店は事後調整があまり受けられていないんではないか。あるいは一番

下ですけれども、法則に則ったフェアなやり方で、ある程度同じ土俵で皆さんが工夫や努力をし

ながら戦っていくことが重要ではないかというものでございます。 

 １５ページをご覧ください。こちらは運営しているガソリンスタンドの数別に、どういった支

援を受けているかを聞いた結果でございます。一番下の、値引きや支援を受けていないという欄

をご覧になっていただければと思うんですが、運営ＳＳが１０以上の場合には、値引きを受けて

いないというのが７％、他方、１ＳＳ・１ディーラーの場合においては、３３％の方が値引きや

支援を受けていないということです。 

上の欄の個別の値引きでも、いろんな形での交渉による値引きというのは多くのＳＳを運営し

ているところが多くなっているということでございます。これは当初の仕切りの中でボリューム

インセンティブというのがあるんですが、それにプラスアルファ交渉によってこういう差が生じ

ているということでございます。 

 １６ページをご覧ください。こちらは業転購入との関係ですが、業転玉を多く入れているほど、

一番下の欄の値引きや支援を受けていないという割合が高くなっていて、業転玉の仕入れをやっ

ていないところはその他の何らかの形での対応を受けているということでございます。 

 最後に、対応の方向性ということでございまして、１８ページをご覧ください。 

通知価格の建値化に関しましては、卸価格指標の動向を踏まえつつ可能な限り市況を反映した

仕切価格の設定を行うことで仕切価格の修正を行わないように済むことが元売にとっての望まし

い対応ではないかということで、これはガソリンの取引に関するフォローアップ調査でも同様な

指摘がなされております。政府の対応といたしましては、元売のこのような対応を可能とするた

め、国内の需給を適切に反映した卸価格市況の構築のための環境整備を引き続き行ってまいりた

いと思っております。あわせて、資源エネルギー庁で定期的に元売ヒアリングを実施しておりま

すが、この中で、各系列の当初の仕切価格の建値化が起きていないかということについて実態を

把握していくことも一つの案ではないかと思っております。 

 １９ページは、通知価格の構成要素説明についてですが、政府の対応といたしましては、こち

らも定例のヒアリングを生かしてフォローアップをしていくということが一つの案としてあるん

ではないかというふうに思っております。 

 ２０ページをご覧ください。事後的な修正の基準の明確化ということで、ガソリン取引に関す

るフォローアップ調査報告書の中で、先ほど申しました差別対価というものについて触れられて
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おりますが、こうした独禁法の観点に加えて、元売と系列流通サイドの一層の円滑な協業を進め

るための基盤として、現に元売各社は創意工夫と自助努力により様々な値引き交渉に関しての効

率的かつ効果的なやり方を持っておりますので、そうした組織内部において適用されるルールや

業務プロセスを整備して運用しているいい例を業界に共有するということが元売側の対応として

考えられるのではないかと思っております。一番下に各社の事例ということで、例えば基準を明

確にするのであれば、どんな名目で値引きを行うのかを各支店に社内の統一基準を作成して示す

ということがありますし、各支店の対応がばらばらにならないように値引きの判断を本社で調整

する、あるいは事後的に大きな差が生じていないか内部監査を実施して確認をする、あるいは中

途段階で支店での交渉状況をデータを共有して本社からいろんな形で指示をするということがあ

るんではないかと思っております。 

 ちょっと戻っていただき、９ページをご覧ください。ここに民族系Ａから民族系Ｃまでありま

すけれども、どの会社がどうということではないですが、それぞれかなり調整を行ってまして、

こちらのデータは昨年の夏から今年の秋にかけてどうであったかということを聞いた結果ですの

で現状ですと改善されている可能性は高いんではないかと思っておりますけれども、各元売ごと

に調整があったりなかったり、あるいは調整の幅がどれくらいかということを示すものでありま

して、中にはあまり調整をせずに最終的に価格を決めることができているところもあれば、下か

ら２番目のように全般的に調整をした上で調整の額もかなり大きくなっているというところもご

ざいます。 

 １０ページは調整の期間でございますが、基本的には１週間あるいはひと月内には調整をやら

れているところが多いんですけれども、場合によっては月をまたいで１００日以上ということで、

多分四半期とかそういうこともあるんですけれども、そういう形での値引き交渉の決着というの

もございますが、各社のいろんな取り組みがございますので、最後になりますけれども、こうい

った取り組みを共有することによって、できるだけ基準を明確化して、さらに可能な限り早期に

双方が合意できるように努力していくことが望ましい対応として考えられるんではないかという

ことでございます。 

 説明は以上でございます。 

○橘川座長 

ありがとうございます。 

それではただいまのご説明に対しましてご質問、ご意見を賜りたいと思います。例によって名

札を立ててください。 

河本さん、お願いします。 
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○河本委員 

 ありがとうございます。ＳＳの問題でございますので、まず冒頭これだけ分析していただいて

本当にありがとうございます。私どもとしては、今、小山課長のご説明にありましたように、元

売と一層協力関係を進めていかないとネットワークを残せないということでございますが、現実

には、かなり同じ系列の中でも疑心暗鬼が生じているのが実情だというのは今の資料に出ておる

わけでございます。 

特に仕切価格の建値化、形骸化、これが今アンケートにもございましたように、コストがわか

らないのに値づけしていては、商売のイロハのイができていないのも同じだということで、ぜひ

改善してもらいたい。これは本当に強い要望がございまして、私どもでは単に要望と書いており

ましたが、事前に相談しましたら、強い要望があると変えてくれと言われましたので、再度申し

上げておきます。 

 それから、卸価格の問題は確かに元売とＳＳの交渉事かもしれませんが、この公取のレポート

にもありますように、基本的に元売と系列ＳＳとは優越的な地位にあるというのは、これは避け

がたい事実でございますので、このことに関しましては、結局こういうことをやっていることに

よりまして、本来なら淘汰されるべきＳＳを存続させてみたり、長引かせることによって個人の

資産が消失してしまうということで、多少早くやめていればここまで財産が減らないなんていう

ふうなことは本当に多いわけであります。逆に、勝ち残るべきＳＳや事業者を追いやってしまう

というふうなことも出てくるわけであります。 

そういうことでございますので、ぜひ上原先生が前回提案されました、資料の14ページにもご

ざいますけれども、エネ庁、特に今日はオブザーバーで出席していただいている公取さんが深く

関与することにしていただいて、公正・透明な仕切価格体系が形成されますような取引慣行のガ

イドラインというものをぜひ実現していただきたいと、特に公取さんに強くお願いをするわけで

ございます。 

 それからすみません、少し言わせてください、２番目ですけれども、子会社の問題でございま

す。これは資料の６ページを見ていただきますと、シェアがどんどん上がってきておりまして、

今や２５％近くなっております。 

前回も精販分離という議論もございましたけれども、市場における影響力も非常に大きくなっ

てきておりまして、幾つかの地域では１つの通りに、これは金沢なんですけれども、１つの通り

に同じマークの子会社ＳＳや元売社有ＳＳが３つも４つも並んでいる。それでお互いに競争して

いると。こういうふうなこともあるということでございますので、子会社の実態が必ずしもよく

わからないけれども、連結決算なので、子会社単体では赤字ではないかという風な噂もあるわけ
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でございます。これ以上、子会社のＳＳが増えていくことについては疑問視する意見もあるわけ

でございまして、先ほどの対応の中で、元売ヒアリングをしてどんどん把握していくということ

でございますけれども、ぜひエネ庁にお願いしたいのは、子会社の実態についても定期的にヒア

リングをお願いしたいということをお願いするところです。 

 それから３番目、国内の需給ギャップの解消の問題でございます。私どもの仕事の中でかなり

大きなシェアを占めますのが、仕切価格をはるかに割った極端な廉売事案でございまして、これ

について公取に訴えるんだけれども、公取は動いてくれないとか、よくこういう話があるわけで

すが、こういうことが起きること自体、やっぱり供給過剰の問題があるんだろうというふうに私

どもは考えておりまして、輸出すればいいじゃないかとか、いろんな話がありますけれども、海

外の価格も必ずしもそうでないケースもあるわけでございまして、私どもとしてはこの悪循環を

断ち切るためには、第三次告示を実施していただいて、過剰設備の削減とか、設備最適化の措置

対策をきちっとやっていただきたいと。 

こういうことをやっていただくことによって、販売合戦が減ってＳＳ過疎地が増えないように

やる、逆に言うと増えることは消費者利益にも反するのではないかと。需要に見合った、身の丈

に合った生産を行っていただくことによりまして、我々としてはさらに輸出するために、桟橋と

か、タンクとか、輸出インフラの整備についてぜひ予算措置を講じて頂くことによって、需給バ

ランスを保つということはぜひお願いできればなと思っております。 

 それから最後に、前回の研究会で、東洋大学の小嶌先生が、アメリカではもうＳＳ産業はなく

なった、いずれ日本もそうなるだろうという話をされたわけで、持ち帰りまして報告いたします

と、大変、中で怒られまして、お前、黙ってそんな話聞いてきたのかと、大変違和感があると。

我々としては自負心を持って、油で皆さんのために災害対策をやっているので、そういうことに

は絶対ならない、またそうしてはいけないということはぜひ主張してこいと言われたものですか

ら、それをあえて申し上げる次第でございます。 

 長々と申し上げました、以上でございます。 

○橘川座長 

公正取引委員会のオブザーバーの岩成さんから名札が上がっていますので、ここで発言お願い

します。 

○岩成オブザーバー 

 公正取引委員会の岩成と申します。よろしくお願いします。先ほどもお話ありましたけれども、

ガソリンの流通の問題につきましては、ガイドラインを出したりとか、あるいは何回か実態調査

を行ったりということで、いろいろと関与してきているというところでございます。そういった
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機会を通じて独占禁止法の考え方というものも明らかにしてきているところでございます。 

 今回のこの場の議論というのは、ガソリンの取引適正化を進める観点から行われるということ

で理解をしております。公取としても、これまで独占禁止法の考え方というのは公取で出してい

るわけですけれども、それはそれとして、取引の適正化ということで取り組みをしていくという

こと、業界を主管する立場から、望ましい行為というのを打ち出していく、あるいは議論してい

くということは意義があることだというふうに思っております。 

 ここ数日、幾つか今日の資料に関連して新聞記事も少し出ていましたので、その関係でちょっ

と補足したいというのが１点目でございます。元売の場合、系列の特約店に対して、仕切価格で

あるとか、指標基準価格といったものを通知しているわけですけれども、通知した仕切価格の事

後的な修正というのは２種類あります。１つは系列特約店の申し出を受けて個別に値引き交渉を

行うというタイプの方法、それから差別なく一律に当月内において仕切価格の修正を行うという

方法の２つがあります。大半は前者でありまして、一部後者があるというような形かと思います。

仕切価格の修正といっても複数の異なる方法があるということは、一つ前提として申し上げてお

きたいと思います。 

 その上で、今回の資料でも公取で４月に公表した報告書が幾つか引用されているというところ

になりますけれども、公取としましては、先ほど申しました事後的な価格交渉の方法にせよ、差

別なく一律に行われる仕切価格の修正の方法にせよ、いずれにしても最初に通知した仕切価格の

修正を行うこと自体が独占禁止法の問題になるというふうには考えておりません。価格交渉を行

うこと自体は通常の商慣習ということですから、そういうことかと思います。 

それから、そういった修正を行うことが、常に問題があるというところまで踏み込むのも適当

じゃないんだろうというふうに思っております。つまり最初に通知した仕切価格の修正を行うこ

と自体を否定してしまうと、あるいはそういったところまで行政が介入するということになりま

すと、硬直的な価格設定になってしまうということになり、当初の意図に反して消費者利益を損

なうという可能性も出てまいります。あるいは、むしろＳＳにとっても不利益になる可能性とい

うのも出てくるかと思います。そのあたりは注意した形での議論をお願いできればというふうに

思っております。 

 ちょっと長くなりましたけれども、私から議論の前提としてお願いしたい点でございます。 

○橘川座長 

飛田さん、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。消費者の立場で出席させていただいております。今回のこの方向性に
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ついての事務局からのご提案、大変、内容的には充実したものであると拝聴いたしました。 

私たちといたしましては、ソフト面から考えて国内状況の様々な変化、社会の変化を捉えた対

応も必要であるということと、災害対応も必要であるということですが、東日本大震災の後、大

震災を踏まえての懇談会があり、そこでも災害対応をお願いしておりまして、それから災害時の

中核ＳＳができ、熊本地震では元売と中核ＳＳがタイアップして、それにまた行政でも協力をし

ていただき、災害時の対応が大変スムーズに行ったということを聞いております。 

電源車に対する燃料の供給などもなされたということで、災害の多い我が国、これからも大震

災が予測されますので、石油供給を安定的に、元売とＳＳ、それから行政の連携プレーの中で推

進していただきたいというのがまず１点でございます。 

 また消費者としては、ＳＳがどんどん減ってきておりますので、過疎化している地域、高齢化

している地域などでエネルギーの供給に支障を来たしてはいけないという思いから、あまり価格

を安くしてほしいということを表面に出すことを控えておりました。大変過当な競争が行われて

ＳＳが減っているという現状も側聞しておりますので。ただ、今回申し上げたいこととしては、

私たち全国の消費者がよきサービスを受けられなければいけない。力のある人、元気な人だけが

遠くへ買い出しに行って、安い物を手に入れてくるとか、問題があるような物を手に入れるとか、

そういうような不公平があってはならないという思いでおります。 

 災害弱者である人々、高齢者の見守りの事例の報告がございましたけれども、各関係、様々な

業界の方が高齢者の見守り、生活支援に乗り出してきております。そういうことをやっていただ

くためにも、元売とＳＳがエネルギーを安定供給させるという社会的使命を持って、大きな価格

差を設けないで、適切な競争の中で透明性のある価格構成で進めていっていただきたいというこ

とでございます。 

 今回広範な状況のヒアリングや、アンケート調査を行っていただきまして、実態をよく把握さ

れたと思いますけれども、これはフォローアップ調査も必要になってくると思いますので、一回

に限らず、またいろいろな声を、先ほどＳＳのヒアリングもやってほしいという河本委員からの

お話もありましたけれども、そういう形でヒアリングも行っていただきたいと思っております。

記名調査、無記名調査、様々な形があるかと思いますが、生の声が聞けるように、調査には配慮

が十分必要であるかと考えております。 

私どもの組織は、差別対価とか、不公正な取引の問題は昭和４０年代の後半から、実は再販売

価格維持の制度に反対をしてきた経緯もございます。今回の様々な最後のほうのご提案、優越的

地位の濫用などを行わない、そして再販売価格維持の禁止等、価格の修正の基準の明示化・透明

化、そして独禁法そのものや指針や今までの調査報告書を踏まえた上での対応、告示等を遵守し
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て、ぜひ熊本で発揮していただいたようないい関係を、これから先構築していっていただきたい

と思います。 

そして、この石油のエネルギーとしての重要性を消費者に届けていただきたい。消費者も安心

してどこでも買えるように、見やすい表示広告と適切な料金構成、また品質も、元売の中でちょ

っと調査を怠ったところもあったようでしたけれども、小売段階では相当厳しくチェックがされ

ておりますが、よき品質のものを川上から川下へと流していただきたいと思っております。 

 長くなりましたが本案に基本的に賛成いたします。よろしくお願いいたします。 

○橘川座長 

岩井さん、お願いします。 

○岩井委員  

 資料のご説明があったんですけれども、その中で２点ほど意見を申し上げさせてもらいたいと

思います。まず１点目は、１８ページの下のほうにあります「政府としての対応（案）」につい

て、意見を申し上げたいと思います。２つ目の黒丸のところでございますけれども、真ん中あた

りから、「各系列の当初の仕切価格と、原油コストやスポット価格指標等の推移の傾向を比較し

て、建値化が起きていないかどうか実態を把握するのも一案」と書いてありますが、政府が仕切

価格の決定方式やその水準にまで踏み込み、元売の仕切価格を指導するということにつながるよ

うな対応を行うというのはいかがなものかと考えております。 

以前にも申し上げましたけれども、石油製品の取引のあり方につきましては、企業間の自律的、

自ら律した事業活動に委ねるべきであると考えております。「資源エネルギー庁が、各系列の仕

切価格が建値化していないかどうか、これを実態把握する」程度の表現にとどめるのが望ましい

と考えております。 

 それから２点目でございますが、２０ページの卸価格の事後的な修正の基準の明確化、これに

ついて意見を申し上げたいと思います。岩成課長様の発言にもありましたが、言うまでもなく民

間企業として独占禁止法の問題になるような行為は厳に慎むべきだと考えておりますが、「政府

としての対応」として、どのようなケースが独禁法上問題になるのか、あるいは差別対価の基準

に抵触するのか、この辺について明確に示していただきたいなと考えているところであります。 

 繰り返しになりますが、精製、販売双方が経済合理的な事業活動を行う上で、国内の価格指標

が需給状況やコスト動向を適切に反映し、信頼性、あるいは透明性を高めていくということが何

より重要であると考えておるところであります。政府におかれましては、信頼性・透明性の高い

価格指標の整備に向けた取組強化を引き続きお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○橘川座長 

上原さん、お願いします。 

○上原委員 

 提案に全く賛成ですが、特に３つの点に配慮していただきたいと思います。１つは業界が石油

製品の全体量と価格変動に関する情報を共有できる仕組みをつくるのが望ましいと思っています。

これと関連して、前の会議で先物のことについての報告がありましたが、先物情報についてもみ

んなが共有できるような仕組みをつくってほしいと思います。それによって各々が価格に対する

予想が容易になって、仕入と販売に関する意思決定を合理化できるようになります。 

 それから、流通の多品目化を進めることを期待します。需要が停滞・減少期にある成熟国では、

恐らく石油だけでは流通が成立しにくくなっていると考えるべきです。これからはガソリンステ

ーションの特性を活かした多品目化をしていく時代です。言い換えれば、いろんな機能を結合し

て利益をとっていくような方向を模索することです。 

 最後に、公正な取引についてですが、商業利潤を自立的に確保できる仕組みをつくっていくべ

きです。これは、商業が成立するための基本的条件です。つまり、仕入れ戦略と販売戦略を駆使

して利潤を独自に構想できる、そういうような仕組みを明確化することを望みます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○橘川座長 

石岡さん、お願いします。 

○石岡委員 

 競争法、独禁法を専門に勉強している人間からコメントを２点申し上げます。これまで石油流

通における系列取引の特性についていろいろと話を伺ってまいりました。従来、系列の問題とい

うのは、系列外の事業者よりも系列内の事業者を優遇して取引を行うことを問題としてきました。

このような取引によって取引関係が固定的になり、市場が閉鎖的になるというような議論です。 

 実は、流通取引慣行ガイドラインというのは、このような系列への対応ということでつく

られたものと理解しております。しかし、石油の流通の場合、そういった特質とは若干違った側

面があるような気がいたします。つまり、石油流通における系列の場合には、先ほどから報告や

説明にもあったように、系列内における事業者間格差への対応が問題のポイントになっており、

そうであるがゆえに、今般、いわゆる取引関係の適正化という議論が出てきたのだと思います。 

 確かに、これまでは差別対価や廉売という表にあらわれてきている部分が取り上げられ、議論

の中心になってきたと思うのですが、今般のガイドラインの策定を議論するときには、競争の理

念へのコミットというところは変わりませんが、取引関係における格差であるとか、この取引上
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の格差に由来する問題に目を向け、これまで議論の中心であった廉売の問題や差別対価の問題は

取引関係における格差ないし取引上の格差に由来するという点を注視してもらえればいいのでは

ないかと思います。 

 ２点目は、ガイドラインの必要性については賛同いたしますが、法の適用が前提となり、違法

性の判断基準を中心に議論せざるを得ない公正取引委員会のそれとは異なる議論になると思いま

す。 

 もちろん、公正な競争の原理にコミットし、そういった理念を共有しながらも、公正取引

委員会の議論とは方向性や手段という面で性格の違うガイドラインであることが意識されるべき

なのではないかという気がいたします。 

 我々、いろいろ研究している立場から言うと、判断基準が二重化することがないように、理念

面でのコミット・共有は大事なことだと思いますが、エネ庁がやれること、政策的にやれること

と、公正取引委員会が出すガイドラインとはおのずと違う性格のものになるはずです。 

 ガイドラインというのは、かなり多義的に使われています。流通取引慣行ガイドラインは

かなり違法性の判断基準というのを示しているものに近いものだと思いますけれども、かねてよ

り公正取引委員会が出しているガソリン等に関するガイドラインというのは、むしろそこまで述

べているのかというと、それとは違った性格のものであるように思いますし、エネ庁が考えてい

くガイドラインというのもまたそれとは異なるのかなという気がいたします。 

 それぞれの役割に沿った形での対応ということが望まれるのではないかと思います。基本

的な方向性については賛成でありますけれども、少し実際にガイドラインを議論していく過程で、

いろいろと詳細な議論が必要だと思っております。 

 以上です。 

○橘川座長 

よろしいでしょうか。 

いろいろ意見が出ましたが、小山課長いかがでしょうか。 

○小山石油流通課長 

 特に。今までの意見を踏まえてこれからまた進めてまいりたいと思います。 

○橘川座長 

あとはいかがでしょうか。 

はい、お願いします。 

○西山石油精製備蓄課長 

 全石連の河本副会長から、この急激な需要減少の中では、石油製品輸出だけで対応しても国内
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需給ギャップ解消はできないので、三次告示や法律の対応により、過剰設備の削減や設備最適化

を誘導してはどうかというコメントがありました。一つの意見を紹介されたと理解しております。 

 他方で、今まで行われた研究会で出ていたように、需要減少は今後もずっと続いていく状況で、

海外との競争にどんどんさらされていくということになります。 

したがって中長期的に日本のエネルギーの根幹になる石油のサプライチェーンを残していくと

いうのは、上流、中流、下流、特にダウンストリームはきちんと残していくということが前提だ

と考えています。やみくもに設備を廃棄することを誘導するのは、長期的に見て本質的な解決に

なっていないのではないかと思っています。 

 よって、研究会で何度も議論しているように、状況の変化を踏まえた上で、石油精製元売会社

もガソリン流通業界も、長期にわたってサプライチェーンを維持し、再投資ができるようにする

ためには一体どういう政策が必要かということを議論していきたいと思っています。 

全石連のコメントに石連がコメントされなかったので、私が代わって説明しました。 

○岩井委員 

同じように言いたかったんですけれども、これまで２度の高度化法告示によりまして、我々は

精製能力の削減、そのほか資本の壁を越えた提携とか、あるいは企業再編まで踏み込んできてい

るわけです。これをもってしてもまだ精製能力が多いからといって設備廃棄をしてしまうと、安

定供給が担保できない可能性もあります。また、我々元売のかわりに、ほかの事業者が海外製品

を輸入してくるということは確実にできるわけであり、単に精製能力削減で需給ギャップの問題

が全てが解決するとはとても考え難いと思っています。 

○河本委員 

よろしいですか、一言。 

○橘川座長 

はい、どうぞ。 

○河本委員 

もちろん私どもは過剰設備を廃棄すればいいと単純に言っているわけじゃないわけでありまし

て、西山課長のおっしゃるとおりだと思うんですが、余りにも現状がよくないという状況の中で、

もう一つはやっぱり仕切価格体系、これが例えば商社経由でＰＢにものすごく安い価格で出さざ

るを得ないのか、出しているのか、そこがなかなかわからない。ヒアリングをしても、どうもエ

ネ庁のヒアリングした感じではそこまで把握できていない。 

そうなってくると供給過剰が一つの要因ではないかという程度で申し上げているわけで、本当

は身の丈に合った生産をしていただいて、それから適正な利益がとれるような仕切価格体系にし
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てもらえれば我々としては問題ないわけですが、これは何十年も言ってきても直っていないので

ちょっと申し上げた次第です。 

以上です。 

 

（２）石油精製・元売産業の生産性向上に向けた取り組み 

○橘川座長 

よろしいでしょうか。 

それでは議題２に移りたいと思います。石油精製・元売産業の生産性向上に向けた取り組みで

す。 

Today, we have a special guest, Mr. Kevin Henke from Solomon Associates from Dallas, 

Texas, USA.  Please make presentation. 

○ケビン・ヘンケ氏（：和訳） 

 ご紹介ありがとうございます。この部屋においでの皆様に対しまして、日本の精油部門に提言

を行う機会を与えていただいたことに感謝いたします。これから私がお伝えするメッセージの中

に少し良いニュースがあります。それは日本の製油所の多くが、世界のベストプレーヤーになり

得るということです。私たちはそれを心に留めておく必要があります。ソロモン・アソシエーツ

は膨大な量のデータを有しているので、これらの知見を皆さんに独自に提供するのに適した立場

にあります。当社が実施している調査では、世界中の製油能力の８５％以上が調査対象になって

います。それに加えて、当社の調査に繰り返し参加している製油所があり、当社は２年ごとに調

査を行っていますが、日本の製油所と同様に調査に繰り返し参加する製油所があり、９５％以上

の調査対象の保留率があります。この世界規模のベンチマーキングに日本の全ての製油所が参加

しており、私たちが提供している知見が非常に妥当なものであることを保証できます。私たちは

世界最高の製油所が行っていることを適切に評価していますし、日本の製油所が何をしているか

正確に分かっています。韓国の製油所が何をしているか知っていますし、日本の競合相手である、

アジア太平洋地域の大手の石油製品輸出型の製油所が何をしているのか、正確に分かっています。 

それでは３枚目のスライドに移りまして、世界最高の製油所とはどんなものなのかということ

について、ソロモン・アソシエーツの見解を簡単に皆さんと共有したいと思います。この説明に

はアニメーションを使い、より明確なものになるはずでした。そうできなかったことをお詫びい

たしますが、私の説明をお聞きください。それではスライドの真ん中にある信頼性から始めます。

信頼性はソロモン・アソシエーツがオペレーション・アベラビリティと呼んでいる測定基準であ

り、基本的なものです。それは安全性と同じぐらい重要です。それは環境保護と同じぐらい重要



17 

 

です。それは顧客に質が高い製品を提供することと同じぐらい重要です。なぜならば信頼できな

い製油所が安全であるはずがないからです。信頼できない製油所が環境を保護することや環境と

調和することができるはずがありません。そしてもちろん、信頼できない製油所は消費者の厳し

い品質の仕様を満たす製品を生産することが困難です。ですから製油所はオペレーション・アベ

ラビリティに基づいて操業のライセンスが与えられます。そして製油所が消費者にサービスを提

供するライセンスが与えられるのです。 

それでは赤いボックスの中に書かれている次のレベルに行きましょう。そしてそれは投資利益

率です。世界中のすべての製油所はお金を儲けるビジネスを行っているので、当然ながらROI

（投資利益率）は重要な基準の一つです。その右側にある青いボックスに移りますと、操業経費

と書かれています。製油所が競争して、そして生き残らなくてはならない、非常に競争が激しく、

非常に製品化が進んでいるビジネスでは、操業経費を低くすることが不可欠です。エネルギーは

世界中の殆どの製油所の操業経費において最大の項目であり、そしてそれは当然、日本の製油所

の操業経費の最大の項目になっているので、世界最高の製油所を査定する際に、その要素も重要

です。操業経費の２番目に大きい項目はメンテ費用です。ソロモン・アソシエーツが行ったこと

は、私たちはROI（投資利益率）、オペレーション・アベラビリティ、エネルギー効率とメンテ

効率性指数（MEI）という測定基準に基づいて、世界中にある製油所の中から上位半分に属する

所を特定し、継続的な期間にわたって、それらの４つの測定基準について、世界中の製油所を４

等分し１番目と２番目の四分位に属する製油所を識別することにしました。３回連続して６暦年

に相当する期間に継続的に行われた調査の結果がここにあります。その基準を満たす１０の製油

所があります。５つが北アメリカにあり、１つがヨーロッパに、そして４つがアジアにあります。

世界最高の製油所に指定されているグループに入っている製油所の特徴を日本の製油所の平均値

と比較してみましょう。４枚目のスライドを見てみると、世界最高の製油所の数値の範囲と日本

の平均の比較がＹ軸に示されています。例えば世界最高の製油所の常圧蒸留装置（トッパー）の

処理能力の平均は１日３８万バレルですが、平均値よりも高い処理能力と低い処理能力の数値の

範囲があります。日本の製油所の常圧蒸留装置の処理能力の平均は、世界最高の製油所の常圧蒸

留装置の処理能力の低い値に近いですが、確かにその数値の範囲内にあります。世界最高だと考

えられている製油所の中に、この数値が日本の平均より小さい製油所がありました。 

複雑性を見てみると、日本の平均的な製油所の複雑性は、世界最高の複雑性の平均である１３．

３とほぼ等しくなっています。使用年数を見てみると、世界最高の製油所のグループの平均使用

年数は２４年で、日本の製油所の使用年数の平均はおよそ３１年になっていますが、これは製油

所が初めて稼働を開始した年だけを考慮した年数ではありません。新しいプロセスユニットなど
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が付け加えられた年などを考慮した複合的な年数であり、このソロモン・アソシエーツの製油所

の年数の測定基準によると、日本の平均値は３１年になります。つまり日本の平均値が明らかに

世界最高の製油所の年数の範囲内に収まっていることが分かります。比較対象になっている世界

最高の製油所の中に、日本の平均値よりはるかに古い製油所があります。 

次に原材料、主に原油を見てみると、日本の製油所のAPI比重の平均は、世界最高の製油所の

APIの数値の分布で軽い比重の限界に近くなっていますが、この数値の分布の範囲内に確かに収

まっています。そして日本の製油所の原油の硫黄の濃度は、世界最高の製油所の原油の硫黄の濃

度の平均にほぼ等しくなっています。私がここで皆さんにはっきりと伝えたいメッセージは、世

界最高の製油所は最大の製油所では無いということです。そして常に最新の製油所であるとは限

りません。実際、世界最高の製油所は日本の平均より古い製油所が多いのです。時として最新の

製油所は非常に問題があることがあります。とても多くの問題を抱えているため、多分あなた方

が期待するほど強い競争力が無いのです。世界最高の製油所は、規模、複雑性、操業年数の点で、

広い範囲に分布しています。そして日本の製油所の平均は確実にその分布の限界以内にあり、そ

のため日本の製油所は世界最高の標準を満たすことができるのです。 

５番目のスライドに進みますが、日本の製油所にとって非常に重要なことの一つは、施設の稼

働年数を業績不振の原因の一つにすることを止めることです。流動触媒分解装置は日本の製油所

で非常に重要なプロセスユニットですが、比較対象である世界最高の製油所と比較してみると、

世界最高の製油所のFCC、つまり流動触媒分解装置のユニットの平均使用年数は３２年であるこ

とが分かります。日本のFCC、流動触媒分解装置の平均使用年数は３４年で、ほとんど同じ年数

です。アルキル化ユニットを見てみると、世界最高の製油所の平均使用年数は３９年で、確実に

日本の製油所のアルキル化ユニットの平均使用年数より、かなり古くなっています。そしてその

他のプロセスユニットを比較してみると、個別のプロセスユニットの使用年数には、世界最高の

製油所と日本の製油所の間で大きな差が無いことが分かるでしょう。つまり設備の使用年数は制

約要因ではありませんし、限界をもたらすものだと考えるべきではありません。世界最高の製油

所は間違いなく、老朽化している資産から価値を引き出すことを学びました。そのためには設備

をアップグレードする必要がありますし、設備を慎重に上手に稼働させなければなりませんが、

それらの老朽化している資産から価値を引き出すことができるのです。 

それでは６枚目のスライドに移りましょう。ここで私たちがしたことは「信頼性という名称の

オリンピックの競技を行おう」ということです。そしてその競技に参加できるのは古い製油所だ

けです。この競技に参加できるのは、日本の製油所の平均年数より古い製油所だけです。日本の

製油所の平均年数は３１年相当であると、先ほど申し上げました。それで私たちは３１年相当の
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年数より古い製油所だけに着目して、そしてこれらの製油所を国別にグループ分けして、ご存じ

のようにオリンピックが東京にやって来ますから、オリンピック競技を行い少し楽しむことにし

たのです。どの古い製油所のグループが金メダルを取るかですが、アルゼンチンにある製油所で、

信頼性とオペレーション・アベラビリティの点から金メダルを獲得しました。それらのアルゼン

チンにある古い製油所は平均で年間９７％の稼働率であることが分かりました。つまりこれらの

製油所は平均で年間３％の期間だけ稼働できないということです。１％は１年の３．６５日に相

当します。その数字を取って、３％なので３．６５を３倍すると、アルゼンチンにあるそれらの

古い製油所が停止されていて利用できない日数を求めることができます。銀メダルはサウジアラ

ビアの古い製油所に授与されるでしょう。２０１４年の場合、銅メダルはドイツの古い製油所に

授与されるでしょう。この１４ヶ国の古い製油所のグループを見てみると、日本の古い製油所は

最下位になります。日本の古い製油所の稼働上の有効性は９１．８％です。この９１．８という

平均値とアルゼンチンの古い製油所の平均値である９７％を比較すると、その差は１８日分相当

の差に等しいです。すなわち日本の古い製油所は年当たり１８日間相当が期間停止されていて製

品を生産していないことになりますが、停止した製油所は資源を消費しています。それはまだエ

ネルギーを消費しています。実際、それはまだ保守のための資源やその他の出費を大量に消費し

ているのです。それは日本の産業部門全体の競争力に貢献していません。そしてこのことを考え

ると、なぜ日本の石油精製部門において、製油所の使用年数を制約要因だと見なすべきではない

のか、その理由を少し説明できます。 

私は既に、商品ビジネスで業務を行っている製油所と、それらの製油所が生産する製品は、そ

の大部分が代替可能であると申しました。これは製油所が生産している、ガソリン、ジェット燃

料、ディーゼル油は、すべてが同じような仕様を満たすように生産されているため、顧客は様々

な等級のこれらの製品間の違いがよく分からないということを意味しています。そこでソロモ

ン・アソシエーツは生産コストの損益分岐点に注目して分布図を作成しています。私たちは原材

料を取り、それに独自の値を与え、そして次にその値を生産される製品のバレル数で割り、そし

てこの分布図を作成しました。このグラフでは左側に位置することを目指すべきです。このグラ

フを見てみると、WBと略されている世界最良の製油所は、当然ながら四分位の最も左側に位置し

ていて、生産コストが低いことが分かります。上にある曲線は２０１４年のデータを示していま

す。２０１４年の積載日確定後のブレント原油の平均価格は１バレル当り９９米ドルでしたが、

もちろん、それは現在の代表的な同価格の２倍です。そこでソロモン・アソシエーツは今日の原

油価格の環境をより反映した、２番目の曲線を作成しました。この曲線を見ても、世界最良の製

油所であるWBは生産コストの損益分岐点が非常に低く、曲線の左側に位置していることが分かり
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ます。そしてこの曲線の右側に日本の平均を見ることができます。日本の平均は３番目の四文位

の上部にあり、日本の生産コストの平均が高いことが分かります。曲線の左側に移動すると、

JB5の数値がありますが、それは日本のベスト５に入る上位５つの製油所を意味しています。LX 

はアジア太平洋地域にある大規模な輸出製品の製油所です。それらはアジア太平洋地域内で大量

に製品を輸出している、韓国、台湾、シンガポール、インドの製油所のことです。そしてKAは韓

国の平均です。このスライドの特に２番目の曲線、すなわち１バレル当り５０米ドルの原油価格

での生産コストの損益分岐点を示した曲線から分かることは、原油価格が低い環境では、日本の

製油所の平均値の全体的な競争力が向上するということです。そうなる主な理由の１つは、原油

価格が下がることでエネルギーコストが下がるためです。すなわち日本ではエネルギーコストが

原油コストと結び付いているため、原油コストが下がるにつれて、エネルギーコストが営業経費

に占める割合が縮小し、その結果日本の製油所の平均的な競争力が向上するのです。そしてもち

ろん日本のトップ５の製油所であるJB5の競争力は、四分位の２番目の領域という非常に良い位

置に来ることが分かります。このJB5 グループがさらにエネルギー効率と信頼性を改善すること

ができるならば、実際に四分位の第1の領域に移動するシナリオがあります。すなわちその日本

の最高の製油所であるトップ５のチームの中には、非常に優秀なプレーヤーがいるのです。トッ

プ１０ぐらいにまで拡大しても良いと私は思います。つまり日本のトップ１０に入る製油所は、

非常に高い競争力を得ることができるのです。しかし不幸なことに、この分布図の反対側の終わ

りを見てみると、生き残ろうと苦闘することになるであろう幾つかの製油所がありますが、それ

らの製油所には自由市場環境で競争力を得るのを非常に困難なことにする何らかの理由があるの

です。 

それでは次の８枚目のスライドに行きましょう。このスライドは製油所の統合の程度を示して

いますが、日本では長年にわたりRINGプログラムやその他イニシアティブが行われていることに

関連して、日本の平均的な製油所では世界最高の製油所に匹敵する程度にまで、大変統合が進ん

でいます。世界最高の製油所では、およそ１％相当の潤滑油を原材料として使用していますが、

これは日本で見られる割合と同じです。化学物質に投入する原材料の割合は１．２％です。これ

はオレフィン分解装置やナフサ分解装置のような化学的プロセスで投入する原材料のことですが、

日本の平均的な製油所で、この割合は世界最良の製油所での割合と等しく１．２％になっていま

す。それでは最高級の製品の生産を見てみましょう。芳香剤などの石油化学製品の生産ですが、

世界最高の製油所の平均が４．７％で、日本の平均的な製油所での割合は５．３％で、それより

大きくなっています。日本と世界最良の製油所の間の最も大きな違いは残渣油の製品にあります。

残渣油の製品では、世界最高の製油所の平均は３．８％で、日本の製油所の平均は１０．４％で
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す。ここで皆さんが持ち帰るべきである重要なことは、日本は製油所の統合が進展していること

と、日本の活動がもたらしたすべての肯定すべきことを祝うべきですが、残渣油の製品の量を減

らすことで大きな機会が得られるということです。一般的に残渣油の製品は原材料費の平均より

低い価値しかなく、それらは望ましくない低価値の製品なのです。 

それでは次の９枚目のスライドに移りますが、このスライドは人員確保のギャップを示してい

ます。このスライドから分かることですが、日本の平均的な製油所に配置されているエンジニア

の人数を、これらの様々な地域あるいは国と同じ標準にする場合、エンジニアが何人不足してい

て補充しなければならないか、このスライドは示しています。例えば生き残るために苦闘してい

る西ヨーロッパの製油所には、日本より多くの技術サポートのエンジニアがいて、製油所の業績

を改善したり、競争力を向上させたりするのを助けています。このことを慎重に分析する必要が

あります。そしてこの人員不足の兆候の１つがエネルギー効率の分野に現れているのですが、こ

れに関連して10枚目のスライドに移ります。これもオリンピック競技です。ここでは世界中の

国々に目を向けて、エネルギー効率というオリンピック競技で世界の国々がどんな成績を収める

かを見ています。金メダルが韓国のチームに授与されるでしょう。銀メダルはオランダのチーム

に授与されるでしょう。サウジアラビアが銅メダルを獲得するでしょう。そしてご覧のとおり、

平均的な日本の製油所は中位に位置しています。日本の平均的な製油所についてもう１つ言える

ことは、日本では私たちがEIIと呼んでいるエネルギー効率化指数(energy intensity index)に、

あまり変化が見られないということです。EIIは８９から９０で一定しています。つまり何が起

きているのかと言うと、日本の製油業部門は改善を行っていないために競争力を失っているので

す。そしてエネルギー効率を改善するための専門のスタッフが不足しているように思われます。

それはただ１つの兆候に過ぎません。 

それでは最後の１１枚目のスライドに移りますが、これには日本の製油所に対する提言をまと

めてあります。まず老朽化した資産から価値が引き出せることを認めてください。世界最高の製

油所は毎日そうしています。ここ日本では、それは制限要因ではありませんし、制限要因だと見

なすべきではありません。日本の平均的な製油所の複雑性は、既に非常に高く、世界最高の製油

所の平均とほぼ同じレベルにあります。残渣油の製品の転換が遅れています。生存している日本

の製油所の競争力を高めるために、それらの製油所に残渣油を変換する性能を追加する必要があ

るでしょう。新しいプロセスユニットを追加するか、あるいは既存のプロセスユニットの性能を

拡張することで、それを実現することができるでしょう。そして良いメッセージは、そのギャッ

プのおよそ３０％を、現在使用している装置で埋められるということです。コンバージョン・ユ

ニット能力の稼働、コンバージョン・ユニットのイールド効率、分別効率を継続的に改善するこ



22 

 

とができたなら、そのギャップの３０％が埋められるでしょう。そして業績を改善するためのイ

ニシアティブを見つけて推進するために、生産的なスタッフを増員する必要があるでしょう。そ

して最後に、私が既に申し上げたメッセージですが、ソロモン・アソシエーツの査定では、日本

の多くの製油所は間違いなく世界最高の製油所パフォーマンスのレベルを達成することができま

す。どうもありがとうございました。 

○橘川座長 

それでは、ただいまのプレゼンテーションに対して質疑応答を始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 

 このプレゼンの中でリライアビリティーのランキングのページがあったかと思います。これは

なかなか日本の製油所のパフォーマンスが非常に悪いということで、これは過去の経済産業省さ

んのレポートでもこういうのが指摘されていたことがあったと思いますが、特にトップランクの

国の名前というのは余り変わり映えしないようにもちょっと拝見すると見えるんですが、トップ

ランクの例えばアルゼンチンとか、サウジとか、ドイツというのがどうして高いリライアビリテ

ィーを維持できて、一方で日本がこのようにすごく低いパフォーマンスであるこのギャップを、

分析する立場から見てどういうふうに原因を考えておられるのかご教示いただけますでしょうか。 

○ケビン・ヘンケ氏（：通訳） 

 幾つか理由があります。その一つとしまして、規制監督の官庁のもう一つの理由になります。

つまり言いかえれば、日本でしか見られないような、この製油所に対しましての様々な制限を課

すような法律などがある、そのほかの国では見られないものがあるという部分がございます。 

 もちろんそういった法規制というのは、よい意図のもとにつくられたものであり、よい結果を

もたらすためにつくられたものであるにもかかわらず、実際にはそれが実行されたときには、も

ともとのよいものを目指しているものとは反対の形で、かえってマイナスの影響、つまり制限を

課しているという形になっています。そしてこのような法律があるために、または規制があるた

めに、かえって日本の製油所がより安全になるというよりも、安全性が危機にさらされる側のほ

うに行っているということになります。 

 そして日本がどうして、私どもの規定している信頼性といいますアベイラビリティー、使う状

態にあるというところが短くなる、つまり少なくなっているかという理由の一つの大きなものと

しては、日本の製油所が、例えば定修をするとき、また装置を停止したときに、その中で行われ

る作業の中で実際の定修の修理・修繕をするところではなく、そこから実際また停止したところ
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からスタートアップをするまでの、実際にフルに活用できる状態にまで装置を上げる間の時間が

非常に長いというのが特徴になります。 

 では、どうしてそこがほかの国々の製油所よりも長くかかっているかといいますと、幾つかの

理由はあると思います。まずはそういった機器を停止したところから立ち上げるときの手順、そ

ういったものが違うのかもしれません。またオペレーターの数も違う、オペレーターに対するト

レーニングも違うというところもあるかもしれません。 

 ただここでの朗報というのは、そういったところはほとんど投資を必要とせずに、非常に早い

時間で改善ができるという問題であるという点です。 

○橘川座長 

すみません、逐語訳をやっていると時間がかかるので、応答はもうポイントだけにしてほしい

と思います。 

じゃ、佐藤さん、お願いします。 

○佐藤委員 

 プレゼンテーションありがとうございました。こちらの結論である、今後は残留分を有効活用

していくというところが製油所のひとつの大きな方向性だというところは、基本的に私も大きく

賛成です。これまでの回で、私がプレゼンさせていただいたところでも指摘させていただいたこ

とかと思っております。 

 一方、２点ほど質問になります。１点目は、技術スタッフの人数を増やすことが解決策の一つ

になるというメッセージになっておりますが、その意図されるところがいまいちこのプレゼンだ

と伝わりきっていないのではないかと思いますので、もう少し補足をいただきたいです。２点目

は、エネルギー効率、すなわちenergy efficiencyのところは大きく取り上げていただいている

にもかかわらず、１１ページではほとんど触れられていないのですが、ここについてももう少し

補足をいただければと思います。 

○ケビン・ヘンケ氏（：通訳） 

 まずは９ページをご覧ください。日本のプロセスエンジニア、処理のエンジニアが平均で１９

名です。例えば日本の平均的な製油所を韓国に移したというような形で同等の比較をするならば、

そして韓国と同じスタンダードで人員配置をしようとしたならば、このエンジニアは１９人から

３３人に増やされることになります。同じ規模、同じ複雑な装置、同じものという形で、同じ土

俵で比べたときであります。しかしながら韓国での人員配置になると、このエンジニアは１９人

から３３人に増やすことになります。 

 私は韓国の製油所にも、日本の製油所にもまいります。差異は明らかです。韓国のリファイナ
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リーは、エネルギー効率をよりよくするために大きな努力をしています。ところが日本の製油所

を訪れるときには、同じような努力がそれだけフォーカスに見られておりません。 

 そして１０ページを見てください。これは単なる一つの症状です。持続的な改善がこのエネル

ギーの効率という点で、残念ながらいつも８９～９０と同じようなレベルであるということです。

２０１４，２０１２年などは本当に日本にとって、製油所にとってエネルギーの価格が高かった

にもかかわらずです。 

 では次にメカニカル、機械的なエンジニアのほうの人員を見てみましょう。日本の場合は、大

体、同等人数で１２人が機械のエンジニアという形でやっています。それを韓国に移したならば、

韓国の標準でやるなら、メカニカルサポート、テクニカルサポート、日本の１２人は、２１人に、

ほとんど２倍に増やさなければなりません。アメリカのスタンダードなら４１人に増やすことに

なります。１２人対４１人の差です。 

そして可用性、つまり信頼性を見ますと、世界で一番低いところに日本が位置しています。私

は世界の中でも一番信頼性の高い車はレクサスだと思っておりますので、これだけの信頼性の車

を出すような国が、製油所の信頼性としては一番低いというのがなぜであろうかと考えます。 

 それでは２つ目の質問です。エネルギー効率についてです。非常に重要な部分です。エネルギ

ー効率の大きな問題といいますのは、製油所の信頼性が上がれば、自然にエネルギー効率はよく

なるはずなんです。つまり計画どおりに動いていない場合に、いつでも予想外の停止があれば、

そこでまたエネルギーが余計に使われるということです。 

日本のエネルギー効率性の指標がなぜ低いか、その一つの例といたしましてはその装置の稼働

率が低いというところがあります。つまり使う時間が少ないということです。つまり第二次装置

と言われるようなＦＳＳ接触分解装置であるとか、ディレイドコーカーであるとか、こういった

ものの稼働が上がれば自然にエネルギーの効率は高くなります。 

 さて、日本がこのエネルギー効率をよくするために一番大きく効く部分はどこか、私たちの分

析によりますと、それはこのスチーム・システムのサイズを変えるということです。今、十分な

時間がございませんが、つまりワールドベストのリファイナリーとしてエネルギー効率をよくす

るためには、皆さんのこれだけのスチームを使っているというスチームの部分の規模を小さくす

ることこそ肝ですということを、もう何年間もずっと製油所の方々にお伝えはしておりますけれ

ども、そこのところが変わっておりません。 

ということで、私どもは各製油所様に対しまして、よりエネルギー効率を高くするためにはど

ういった形の道のりを経ていくべきかというようなロードマップもお示ししております。 

○橘川座長 
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お話伺っていますとこういうことですか。日本のトップテンは競争力がある。でも稼働率が低

い。ということは、そのトップテンに操業を絞り込んで、そこに人員を集中させればいいと、こ

ういうふうに聞こえますけれども、そういうふうな理解でよろしいのか。 

それからもう一つは、複雑性は高いけれども、ラシッドは残るということは、複雑性の方向性

が間違っている、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。 

○ケビン・ヘンケ氏（：通訳） 

 ほとんどおっしゃったことはそのとおりでございます。つまり複雑性というときに２つの視点

がございます。一つは静かな静的な複雑性、例えば高度化の率を見ていただきますと、またネル

ソン係数というものもございます。１００％生産能力をきちんと使っているその製油所が、ネル

ソンの係数ではもうシャットダウンしなければならないというような状態があります。 

皆さんの使っていらっしゃる高度化の率を見てみますと、この数値といいますのは、実際に閉

鎖されてしまった製油所と、今も動いている製油所、同じ数値が出ているわけです。ということ

は何を意味しているかというと、日本の複雑性を見たときに、お持ちになっている第二次装置の

残渣油を処理いたしますＦＣＣ、接触分解装置といったものがきちんとそれだけの稼働をしてい

ないということになります。 

ということで、皆様方がこれからもこういった高度化のパーセントを上げていこう、強化して

いこうというときには、ぜひともこういった二次装置といったところの稼働の面をきちんと反映

した形での値を見るようにしていただきたいと思います。ということは、複雑性としては高度な

ものを皆さんお持ちではあるけれども、その稼働が十分に使われていないと。 

そしてこのＦＣＣが非常に重要と先ほどから申し上げておりますが、それは日本の製油所全て

のところが、少なくとも１基はこの接触分解装置を持っていらっしゃるからです。実際には日本

のこのＦＣＣ、残念なことなんですけれども、この得率のイールドのパフォーマンスからいいま

すと、そのキャパシティーを４分位に分割したときの第４分位に全部が入ってしまっておりまし

て、第４分位を超えるような、つまりそれよりもいい形でＦＣＣが使われている得率として高い

ものはございません。 

つまり今も持っていらっしゃるこういった残渣油上のＦＣＣなどが、もっと信頼性が高く、そ

してより高い稼働で効果的に効率的に使われるならば、今、問題といっているこの残渣の分解の

ところも解決していくということになります。つまり、今、原材料よりも低い価値しかないこの

残渣というものが、こちらのＦＣＣをより適切な形で使うことによって、高い価値を持つものに

変わっていくということになります。 

○橘川座長 
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どうもありがとうございました。ちょっと時間の関係もありますので、何か二次告示の設備能

力で分母、分子をやっていたのではなくて、動きぐあいによってどうも考えたほうがいいという

お話のように聞こえます。 

それでは、次の議題の後半に入っていきたいと思います。石油精製・元売産業の生産性向上に

向けた取り組みの後半に入っていきたいと思います。 

ケビン・ヘンケさん、どうもありがとうございました。 

○ケビン・ヘンケ氏（：通訳） 

ありがとうございました。 

○橘川座長 

それでは能村さん、プレゼンテーションをお願いいたします。 

○能村石油コンビナート高度統合運営技術研究組合研究主幹 

 石油コンビナート高度統合運営技術研究組合の能村です。石油コンビナートの連携統合による

生産性向上についてご説明いたします。 

２ページが報告内容です。本日はコンビナート企業間連携の取り組みと、環境変化、今後の展

開について説明いたします。 

 ３ページ目ですが、コンビナート企業間連携・統合の取り組みということで、我が国のコンビ

ナートとして、現在、製造品出荷額が全体で３５兆円、各府県で大きな割合を占めておりまして、

基盤産業として、また地域の豊かさにも貢献しております。 

 ４ページ目は、我が国石油コンビナートの立地と規模を示したものです。 

 ５ページ目ですが、コンビナート連携・統合に関する取り組みとして、私ども組合が、全国の

資源有効活用、国際競争力強化、エネルギー・素材の安定供給に係る連携・統合事業を実施して

おります。具体的には２０００年度から、ＲＩＮＧⅠ、Ⅱ、Ⅲと称していますが、技術開発の事

業、そしてコンビナート設備最適化による構造改善のための事業に取り組んでまいりました。 

 ６ページ目ですが、ＲＩＮＧの事業展開と成果ということですが、今日はこの中で水島地区、

千葉地区の取り組みの成果を紹介したいと思います。技術開発については、前例に捉われない世

界初の挑戦的な取り組みを行い、高付加価値化、エネルギー効率向上を図ってきているところで

ございます。 

 次の７ページ目、水島地区ですが、ＲＩＮＧⅠからコンビナート連携事業まで、総合生産管

理・融通システム構築と、原料・半製品等の流通最適化、ＬＮＧ冷熱活用、コンビナート原料多

様化を図ってきました。技術連携のみならず、これを契機として、２製油所・２エチレンセンタ

ーから、１製油所・１エチレンセンターへ進化しているところでございます。ＲＩＮＧの事業が
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なければ、石油産業の統合、今の水島の展開もなかったのではと思っております。 

 次の８ページ目ですが、千葉地区の展開です。石油石化原料のノーブルユースとして、ナフサ

やＣ４留分等の活用、コンビナート副生水素供給の共有化、そして２製油所統合運営の事業化を

推進しているところです。２社エチレン装置運営統合、また１エチレン装置停止もなされました。 

これまでインテグの事業が行われましたけれども、石油石化の複数企業が立地するコンビナー

トで、資本の違いもあり、部分最適になっているところもあります。今後、まだ国際的には大き

な連携ポテンシャルを有している地区だと考えております。 

 次、９ページ目ですが、我が国コンビナートを取り巻く環境変化として、エネルギー・素材に

係る内容について示しております。 

 １０ページ目ですが、我が国のコンビナート国際競争力を向上させるには、海外コンビナート

の動向を知る必要があります。世界の主要コンビナートにつきまして、現地調査をして解析した

中から、特に特徴のある５つのコンビナートについてポイントのみ説明いたします。 

 １１ページ目ですが、先ほどから話題になっている韓国、蔚山、温山です。元国営企業である

ＳＫは、大規模ＲＦＣＣ、コーカーを有して、白油の輸出対応への高度化、大型船出荷設備活用

を行うとともに、石油精製・石油化学一体経営を行っております。 

 １２ページ目は、シンガポールのジュロンですが、コンビナートが分散していたジュロン沖の

７つの島を、国が約５，０００億円をかけて整備し、連携を推進してその基盤をつくってまいり

ました。輸出型石油精製基地から、ケミカルクラスターとして付加価値の高い石化に重点を置き、

国が企業誘致をしております。 

狭い国土、乏しい資源、高いインフラコストと言われておりますが、“Plug & Play”、これ

はもともとドイツの工業団地で使われていた言葉ですが、蛇口をひねれば工業用水がいつでも使

える、すぐ使えるインフラ、共有ユーティリティということですが、積極的な企業誘致とコスト

の削減に努力しているところです。 

 １３ページ目は、インド、ジャムナガールです。最近話題になりますが、リライアンス社が、

世界最大規模、最新鋭の石精・石化一体コンビナートを構築しています。世界最大の重油高分解

型製油所として、１９９０年以降、第１、第２製油所あわせて、原油処理１２４万バレル／日を

稼働し、ＡＰＩは２２相当と言われる安価な重質原油を処理して、付加価値の高いものをつくっ

ています。さらに製油所オフガスを原料とするエチレン装置１５０万トン／年を現在建設中のと

ころです。 

設備能力について、FＣＣ２基で４５万バレル／日とか、コーカー２基で３２万バレル／日と

か、まさしく世界最大でありますが、第１製油所、第２製油所、輸出に重きを置いて、石油分解
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留分を有効活用する石化とのインテグを最重要戦略と位置づけ、さらに下流部門に含めて推進を

図っているところでございます。 

 １４ページ目ですが、サウジのジュベイル、サウジアラムコ、ＳＡＢＩＣによる原油輸出から、

石油・石化製品の輸出への転換に力点を置いて、芳香族等高付加価値製品生産路線を推進してお

ります。新設したサダラというところでは、製品の７０％をアジアに供給する計画で大型石化プ

ロジェクトを展開しております。 

 １５ページ目ですが、米国ベイタウンのエクソンモービルのコンビナートですけれども、建設

された当初より世界最大規模の石油・石化統合サイトと言われております。Molecule 

Managementといって、コンビナート内のハイドロカーボンごとの留分活用、そういうものを推進

しています。また、現在のエチレン装置能力２２０万トン／年に加えて、シェールガス原料によ

るエタン分解炉１５０万トン／年も現在建設中で、来年稼働予定です。 

 以上、海外の状況についてお話ししましたけれども、１６ページ目は我が国コンビナートの国

際競争力についてです。 

強みとしてインテグ要素技術とか、省エネ技術の活用があるものの、弱みとして小規模事業所

が分散しており、資本の壁、業種の壁、地理の壁、まだまだ石精・石化が分離している状況がご

ざいます。 

 １７ページですが、コンビナートの国際競争力総合評価ということで、これはコンビナートに

関して私どもが分析しているものです。世界の主要なコンビナートを６つのカテゴリーから判断

し、分析をするものです。アジアトップレベルのインド、ジャムナガール、リライアンス、台湾、

麦寮から見て、これまでＲＩＮＧ事業等の一定の効果があるものの、今後、アジア・中東等で新

増設等の設備高度化が具体化していく中で、我が国が立ちどまることは海外のコンビナートの差

が一層広がることになり、我が国のさらなる国際競争力強化が必須となると考えております。 

 １８ページ目ですが、今後の展開に向けて、具体的には１９ページで説明いたします。 

このページが最後になりますが、私どもが考えている我が国地域コンビナートモデルの目指す

姿です。これまで我が国において石油コンビナートは企業間連携を行ってきましたが、まだまだ

部分最適にしかなっていないところが多くあります。そこで地域内コンビナート全体最適化の推

進を行うものです。 

地域を３つに分けておりますが、関東、中部、瀬戸内、ここでは例えば関東地区と考えれば、

千葉、鹿島、川崎、そういう地区をＡ、Ｂ、Ｃで表しているとご理解ください。左から右へ、原

油から燃料費、石化基礎製品、高機能特殊化学品まで生産の流れを示しておりますが、我が国と

して精製は縮小、エチレンセンター縮小、しかし下流の石化誘導品や高機能特殊化学品について
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は、日本型のケミカルパークとして強化・拡大することをあらわしております。 

順に番号を入れておりますけれども、１から５番まで。１番、石精－石化－化学事業の水平・

垂直統合。エチレンセンター石油精製が一体で経営される垂直統合や、高付加価値大型プロセス、

また高分解プロセスの共有設置を図ることが望まれております。２番目がコンビナートインフラ

や産業基盤の活用と、いわゆるPlug & Playができる事業誘致です。下流から強くなって上流で

も強くしようというものです。３番目がコンビナート間の広域連携。船舶も活用して共同化で合

理化を行おうとするものです。４番目がコンビナート全体最適化のためのＩｏＴによる生産革新

です。これまで安全設備関連に係るＩｏＴに関していろいろな改革はなされようとしております

が、やはり操業管理についてもこれから取り組んでいく課題が大いにあると思っております。５

番は海外展開です。統合技術インテグレーションのノウハウも活かして、我が国への利益還流も

期待したいと考えております。 

 ２０ページ以降は参考までに添付をさせていただきました。 

説明は以上でございます。 

○橘川座長 

どうもありがとうございます。急がせてすみませんでした。 

それでは資料５を使いまして、松方委員から技術についてのプレゼンテーションをお願いしま

す。 

○松方委員 

 早稲田大学の松方でございます。資料５に基づいて、今、ＲＩＮＧさんからは現行技術の組み

合わせ、最適化に基づいて、どのように生き残りをかけた業界を変えていく姿があり得るかとい

うご紹介をいただいたわけですけど、私はもう少し先のことをお話ししたいというふうに思いま

す。 

 ２ページ目は先ほど出てきた絵と同じでございますので、割愛いたします。 

 ここでいうコンビナートの構造ですけれども、先ほどのＲＩＮＧさんの絵をもう少し簡単にし

たのがこの絵でございます。石油精製や石油化学とエチレンセンターを現行のままでは介してつ

ながっているということであります。燃料油と化学品をつくって、それを石油精製設備群でつく

るという構造をしているので、それらの需要によってかなり稼働率等々が振り回されるという側

面があるというのは難しいところでございます。 

 いずれにしても、４ページ目に行きますが、石油コンビナートというのは製造業の最も川上に

位置するエネルギー供給と製造業の根幹であります。２０３０年においても石油は一定程度、一

時エネルギー、一時の字が間違っていますが、一次エネルギーの３０％を供給するエネルギーセ
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キュリティの確保の要であるとともに、自動車始め日本の強みのある様々な産業へ原料、部材を

供給するものづくり産業の要であるという位置づけは将来にわたっても変わらないものというふ

うに思います。 

 ５ページ目ですが、将来２０３０年、あるいは２０５０年を目指した石油コンビナートとは何

かということですが、当面、喫緊の課題はやはりＳＯｘ規制強化によるバンカーＣ重油対策であ

るということになろうかと思いますが、それはやるとして、その後、かなりの確度で予測される

のは、燃料油需要とエチレン生産量がともに減っていくという二重苦にどう対応するかというこ

とであろうかと思います。 

環境が厳しいことは間違いなくて、設備の統廃合による縮小均衡というのは不可避であります。

その理由は燃料油需要の低下、人口減少、省エネルギー、民需の電化、自動車への急速な電池の

導入などによって、基本的に燃料油の需要というのが減ってくるものと思います。ただしこれら

のことというのは国民生活にとって悪いということではありません。 

 それからエチレンセンターの稼働率の低下は、今日もご紹介のあります海外の大規模エチレン

センターの稼働、シェールガス、シェールオイルの影響のあおりを食っているということであり

ます。 

 まず、燃料油についての将来予測をＪＸさんのホームページから持ってまいりましたが、一番

右下、減少量の最大ケースの合計が、２００４年比で５５％、２０３０年には２００４年ケース

に比べて最大で半分になるという予測が石油会社さん自ら公表されているということであります。

２０３０年に半分になる。 

それから化学品を作るエチレンセンターについては、左側には経済産業省さんが解析をされた

調査報告が載っていますが、さまざまな海外からの事業展開による日本の化学への影響というの

が載っています。これらさまざまな要因を考慮して、２０３０年までにエチレン生産能力が半減

する可能性がある。世界同時不況以来の内需低迷、国際的なコスト競争力低下ということがこの

報告書にはうたわれております。 

全国８地域のコンビナートには、ナフサクラッカー１４基がこのときありましたが、エチレン

生産能力は７２０万トンで、２０１２年の国内生産量は６１０万トン、２０１６年までに２基が

とまって生産能力は６４０万トンに減る、２０２０年には４７０万トンまで、２０３０年では３

１０万トンでこれも半減以下であります。 

 こんな状況の中で、２０３０年さらに向こう側を見据えて何をすべきかということですけれど

も、本日も国際競争力強化という言葉が出ていますが、国際競争力強化には２種類あるのではな

いかというふうに思います。国内製油所の製品自身がプロセスの国際競争力が強くなるというこ
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とと、石油産業自身が持つ技術をみずから開発して、海外に売れる技術としての国際競争力強化

と、この２つの側面があろうかと思います。 

過剰設備の解消、何といっても化学も燃料も半分になりますから、あと十数年で、需要に見合

った生産体制をつくるとか、設備の最適化とか、石油精製と石油化学の垂直統合によるコンビナ

ート及び産業構造の最適化というのは、待ったなしの状況にあろうかというふうに思っておりま

すけれども、いずれにしても需要が半分になる対策という側面を考えると極めて重要であります

けど、これだけでは消極的ですし、これで国際競争力が高まるという言い方をしてよいかという

ふうに疑問を持つわけでございます。 

 特にここで働く人たちはどうなるかということですけれども、そのような中で、ここ十数年か

けて半分におさめていくということだけを、この産業に入ってくる若者たちが意欲を持って働い

ていくかということに対しては、大きな疑問を持つものでありまして、今後の石油精製業及び日

本のエネルギー供給を担う産業として次世代の人材育成のためには、こういった対策では、２０

３０年に石油産業が生き残っているかもしれませんけれども、不十分であろうというふうに思っ

ております。 

 最先端技術の開発の重要性が１０ページに文章で書いてございますけれども、国内コンビナー

ト事業の縮小均衡、それから高度化は不可避でありますけれども、縮小均衡というのはそもそも

最先端技術の開発・実現による国際競争力があってこそ可能だというふうに思います。何もしな

くて縮小していくだけで、どこかでとまるというふうには考えないということであります。海外

に売れる技術を新しくつくることによってこそ、開発投資の意義がある。国内のみで使える技術

的対応というのは効果が小さい、あるいは効果の寿命が短いのではないかというふうに危惧いた

します。 

解は、国内コンビナートを最先端・新技術の発信基地に変え、新技術をグローバルに事業展開

していただくことではないかというふうに私は思います。短期・中期の現業は国民生活（経済・

雇用）の維持発展に資するものですし、これは極めて重要な問題でありますけれども、研究開発

をするとなれば、これは未来をつくる仕事であります。 

石油分野の研究人材育成は、各社さんの統合等もありまして、私がこういう言い方をしていい

かどうかわかりませんけれども、瀕死の状況にあるというふうに思っております。国からの何ら

かの、背中を蹴飛ばすといいますか、大きな投資と、それから意欲のある人材の育成が重要では

ないかというふうに思う次第です。 

 将来の石油コンビナートの姿というのをいろいろな文献あるいは動向から考えてみますと、こ

んなことかなというふうに思います。現在の石油精製は、燃料油の需要、エチレンセンターの稼



32 

 

働、すなわちナフサの需要、それから化学品需要のこの３つのバランスをとりながらコンビナー

トを運営しております。 

このままでよいのかというふうに思うわけですが、将来は原油の重質化は、本日も出てきてお

りますが、原油の重質化に対応しつつ、これら３つの需要の変化にロバストに対応可能であって、

最大限の省エネ、コストミニマムを達成するようなコンビナートへ変貌することが、そういった

もの、技術をつくり出すことが重要と思います。 

 そのときの想定を右側に書いてありますけれども、原油から石油精製設備群を経て、基礎化学

品のところにダイレクトに持ってくると。それからナフサをエチレンセンターに送り込むルート、

それから燃料油。この化学品のところに直接持ってくるルートが、原油から直接生じるというの

はとても重要で、このことによってこの３つの需要のくびきから逃れることができるのではない

かというふうに思います。 

 ２０３０年、あるいは２０５０年を目指した技術開発については、そこに挙げているように、

本日も出てきているようなキーワードでありますけれども、これをちょっと技術の用語で言いか

えると、反応分離システムの革新であるというふうに思います。これらを支える人材育成、それ

から産学官連携におけるオープンイノベーションの仕組みづくりが重要かと思います。 

 残油処理能力の向上はもうお読みいただくとして、１３ページはスキップしまして、１４ペー

ジ、石油のノーブルユースです。今日も出ていますＲＦＣＣ、ＦＣＣの高度化、積極的活用のみ

ならず、最近の論文、ニュース等を見ていますと、原油からの化学品の直接製造、すなわち

Crude to Chemicalsというのが大きく取り上げられております。 

 １５ページ、原油から全量高付加価値の化学品をつくる革新的技術開発の潮流というのは間違

いなく起きているというふうに思います。サウジアラムコとＳＡＢＩＣの件、それからエクソン

がシンガポールにおいて原油の水蒸気分解から化学品を製造するというニュースが、２０１５年、

２０１６年、連続して報告をされております。 

 内容については、なかなかよくわからないというのが正直なところですけれども、例えばトッ

パーを使わないで化学品をつくる、原油から直接化学品をつくることができるような技術である

とすると、大きく世界が変わるというふうに思います。 

 エネルギー効率の向上、１６ページにつきましては、やはりエネルギー利用のボトルネックと

なるエネルギー多消費型プロセスの部分を徹底的に革新して、新プロセスをつくり出すというこ

とかというふうに思います。 

 １７ページ、たまたま本年の「ネイチャー」に、ジョージアテックのグループから、“Seven 

chemical separations to change the world”というふうにありますが、これは膜分離を利用す
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ると、右下にあります黒い枠組みにあるように、膜による大規模省エネが可能で、場合によって

は現在使われている上流プロセスの９０％のエネルギー削減が可能だということが「ネイチャ

ー」に書かれております。 

この“Seven Chemical Separations”とは何かというと、アンダーラインを引いたところ、原

油からの炭化水素分離、アルカンとアルケンの分離、希薄系排ガスからの温室効果ガス分離、芳

香族炭化水素同士の分離ということで、石油精製業と深くかかわるテーマが列挙されている。こ

れは多分背景にエクソンあたりが、アメリカの研究室を訪問して情勢を見ていますと、こういっ

た企業が本気でこのあたりの開発に乗り出してきているという背景がございます。 

 分離膜の研究開発状況は、実は我が国が先導してきた分野で、１８ページ、製造メーカーは、

一見して見ていただけるように日本の会社が世界を凌駕している、世界を先導する分野でありま

す。私自身も実はここの分野で働いておりますけれども、これまで我が国が先導している技術だ

ろうと思います。 

 少しだけ化学の話をさせていただくのが１９ページですが、上から下に向けていろんな絵が並

んでいますが、分子の大きさを書いております。こういった分子のサイズによって、膜によって

分離することができると、これは従来の沸点の差で蒸留するというプロセスから大きく革新して、

必要なものを必要なだけ取り出すというようなプロセスが可能になる。例えば革新技術というの

はこういうものではないかというふうに思っている次第であります。 

 まとめですけれども、国内の縮小均衡に対応しつつ、海外に大きく展開可能な革新的技術開発

が必ず必要で、原油の重質化に対応しつつ、３つの需要のバランスのくびきに捉われない、ロバ

ストに対応可能な省エネ、コストミニマムなコンビナートへ革新する。 

このことを、日本の技術を日本で実証して、それを技術の発信基地として使い、海外に大きく

展開する。これらのための人材育成も、企業さんの中の人材育成のみならず、オープンイノベー

ションで闊達な研究が行える構造へ大きく日本を変えていく必要があるかというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

ありがとうございました。 

それでは残された時間短くなりましたけれども、今のお二人のプレゼンテーションに対して、

ご質問、ご意見を賜りたいと思います。いかがでしょうか。 

飛田さんお願いします。 

○飛田委員 
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ありがとうございます。お二方のご講演をおうかがいしまして、一つは、最初の能村様のお話

の中で、７、８ページあたりに、コンビナートの中で製油所統合運営の事業化とか、様々なとこ

ろで共同の運営ということが出てまいりました。これらについては、物流を含めての合同の事業

が行われているかどうかということをおたずねしたいと思いました。 

それから松方様のご講演の中では、人材育成のお話が出てまいりまして、基礎研究とそれから

人材育成のために具体的のどのように動いておられるか。我が国では多くの分野で人間が減って

いくということもございますけれども、人材育成の問題、基礎研究の問題が重要視されておりま

すが、この分野では技術開発に向けてどのように仕組みづくりが行われ、進捗状況はどのように

なっているかということをお聞かせいただければと思います。 

○橘川座長 

時間がないので他にご質問があれば、まとめてお答え願いたいと思います。 

お願いします。どうぞ。 

○西山石油精製備蓄課長 

松方先生から、将来の革新的な研究開発を支えていく人材育成の必要性に関するお話しがあり

ました。企業側も、研究人材の育成を進めたいという思いをきっとお持ちだと思います。これか

ら産業再編や統合が進んだ場合、企業はエクソンモービルやロイヤル・ダッチ・シェルの技術開

発に対抗するような革新的な技術開発体制を整えようとしているのでしょうか。そういう技術開

発の方向性を企業としてどう考えているのかを教えていただければと思います。 

○橘川座長 

じゃ、能村さん、松方さん、岩井さんの順番でお答え願えますか。よろしくお願いします。 

○能村石油コンビナート高度統合運営技術研究組合研究主幹 

 それでは飛田先生からお話ありました製油所統合運営に関して、Ｐ７、８のところ、水島、千

葉、これがいわゆる物流を含めるかどうかと。これの事例につきましては、その地区のコンビナ

ートのエリア内ということで、大きな物流、我が国にとってほかと結びつける何か広域物流だと

か、そういうところはございませんので、むしろそこのところは、あと１９ページ目で申し上げ

ましたけれども、今後そういう広域物流含めて、もっと合理化すべきところが原料多様化とか、

より付加価値のある製品を共同でつくることによって大きな設備をつくる中で合理化を図るとか、

そういう新たな取り組みが必要になってくるだろうというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○飛田委員 

ありがとうございました。 
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○松方委員 

 先ほど申し上げたように、学側それから企業さん側からも人材というのは、特に若手人材とい

うのは、育成は喫緊の課題ですし、現在は瀕死の状況かというふうに思っております。 

 大学側は、いわゆる石油の講座というのはほとんど全部なくなりましたし、そういう意味で専

門家がいません。チョーク＆トークで石油精製のプロセスの講義は、私はできますが多分ほかに

ほとんどいないのではないかというふうに思います。 

そんな中で、本年度から経済産業省さんにプロジェクトとして、今まで石油精製にどっぷりつ

かっていなかった若手の研究者に、石油精製の中の研究開発をしてもらうというところで、若手

に対する助成金をつけていただいて、ちょうど始まったところでございます。私自身もこのこと

にはとても期待していますし、石油会社さんも、こういう若手の方にふだん見せていただけない

ようなところまでコンビナートの中を見せていただいて、勉強する機会をいただいているという

ことで、若手の人材が育ってくることを期待しているところでございます。 

 一方で、例えば新しいプロジェクトを大規模に始めようといって、急に、例えば来年、石油会

社さんに５００人研究員が生まれるわけではありません。そんなに人材いません。そういう意味

では、大学、それから例えば国研等の産学連携で新しいテーマを切り出して、オープンイノベー

ションするということ自身が極めて喫緊の重要な課題ではないかというふうに思っていますし、

その中からこの分野で世界的に主導的な役割を果たす若手人材を育成することが重要だというふ

うに思います。 

○橘川座長 

 最後に岩井さんお願いします。 

○岩井委員 

 石油も、会社によってこういう研究に対してすごく熱心な会社と、あるいはそれほど熱心では

なかった会社があります。今後、民族系と外資系が統合により一緒になりますが、恐らく民族系

のほうはかなり研究に対して力を入れてまいりましたので、これは継続・拡充していかなくては

ならないと思っています。 

また、経産省様とも連携しまして、補助金もいただきながら、いろんな研究もやらせていただ

いているということでございますので、これは続けていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

どうもありがとうございます。 

特別に何かございますでしょうか。 
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司会が上手じゃなかったので、大分押してしまって申しわけありません。 

 

（３）その他 

○橘川座長 

それでは最後に議題３の「その他」に移りたいと思いますので、次回の研究会の日時、今後の

進め方について、三浦政策課長からお話しいただきたいと思います。 

○三浦政策課長 

次回は、年明け１月２６日、１３時からを予定しております。場所なども含めた正式なご案内

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

がある場合には、ぜひ第５回目までに伺えればと存じます。具体的には１月１２日木曜日までに

事務局までご連絡をいただけますと幸いです。 

 

３．閉会 

○橘川座長 

それでは、これをもちまして本日の会議を終了させていただきます。 

プレゼンテーションを行っていただいた方々、ありがとうございました。これで終了とさせて

いただきます。 

－了－ 


