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本日のご報告の内容 2 

1. アジア企業による海外下流部門における市場獲得行動 
• 中国企業の動向 
• 韓国企業の動向 
• タイ企業（PTT）の動向 
• マレーシア企業（Petronas）の動向 

 
2. アジア企業による海外市場獲得パターンとそれを促す諸要因 

 
3. アジア企業の海外展開から得られるインプリケーション 

• 国際競争力の強化 
• 存在感のある石油産業 
• 人材の確保・育成・活用 



中国企業によるアジア地域での下流事業進出 

 主として精製・パイプライン資産に重点を置いた海外資産取得を進める中国企業。 
 中国国有メジャーは元々、1990年代から上流部門を中心に海外進出を展開していたが、近年は下流部

門においても海外での事業進出を積極的に展開。 
 マレーシア、ミャンマーでは、国有メジャー以外の事業者も海外での投資を実施ないしは計画。 
 政府による「一帯一路」構想やシーレーン安全保障の確保策に伴う経済的・外交的支援も追い風に。 
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出所： 日本エネルギー経済研究所 

マレーシア 
• 2016年12月、独立系の山東恒源が

ShellのPort Dickson製油所（15.6
万b/d）の51%権益を6,630万ドルで
取得。 

カンボジア 
• CNPCの子会社が4万b/dの製油所
を建設中。2018年末に完成予定。 

インドネシア 
• 2012年、Sinopecがインドネシアに

タンク基地計画を発表するが現時点
では未着工。 

• 2014年、Plaju製油所の高度化案件
のパートナーにSinopecが選ばれる
も、2015年、案件はキャンセル。 

シンガポール 
• 2009年5月、PetroChina（CNPC）は
子会社を介してSingapore Refining 
Company（29万b/d）の50%権益を
取得（残り50%はChevronが保有）。 

ミャンマー 
• 2015年1月、PetroChina（CNPC）が
西部Kyaukphyuから雲南省まで原
油パイプライン（44万b/d）を建設。 

• Dawei経済特区において広東振戎
（珠海振戎の44.3%子会社））が10
万b/dの製油所建設計画に政府から
の承認を取得。  



（参考）中国企業のアジア地域以外での下流事業進出 

 中国はアジア市場以外でも、下流部門への投資を展開。 
 英仏製油所への投資は欧米石油メジャー並みの世界規模の製油所ネットワークの構築。中東での製油

所新設は中東産油国との関係強化も投資決定の要因であったと考えられる。 
 パキスタンへの投資は、新興市場への進出と合わせて、中国の安全保障政策の一環（シーレーン沿岸の

インフラ整備支援）としての投資という側面もあり。 
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出所： 日本エネルギー経済研究所 

パキスタン 
• CNPC子会社が沿岸部Gwadarに
製油所建設を計画。 

• Gwadarから中国への原油パイプラ
イン建設計画もあり。 

英国・フランス 
• 2011年1月、PetroChina（CNPC）が
英国化学会社INEOSと50/50の合
弁を設立。旧BPの英国Grange 
Mouth製油所（20万b/d）とフランス
のLavera製油所（21万b/d）を取得。 

サウジアラビア 
• 2015年4月、SinopecはSaudi 

Aramco（32.5:67.5）と合弁でYanbu
に製油所（40万b/d）を新設。主とし
てArabian Heavy原油を処理。軽油
の得率が半分以上。 

スーダン 
• 1999年7月、CNPCが40%権益を保

有する事業体が内陸の油田から航
海までの原油パイプラインを建設
（内陸油田の開発事業体も同一の
事業体であり、油田開発の一環とし
てのパイプライン建設）。 



中国企業による製品輸出の拡大 

 2016年以降、製品輸出が急増。 
 独立系石油精製会社の原油処理量増大によって国内製品市場が飽和。結果として製品輸出が増加。 
 国有３大メジャーは近年、精製部門への投資を抑制するも、独立系企業の精製能力は拡大が続く。 

 石油製品の純輸入国であった中国は純輸出国へ。 
 ガソリン輸出については半分がシンガポール向けだが、米国などへの輸出もみられている。 
 軽油もシンガポール向けが最も多いが、フィリピンやマレーシア、豪州などより多様な国に輸出されている。 
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出所： Asiam研究所（第3回精製流通研究会資料）; EGEDA Database 

中国の企業種別原油処理能力 中国による製品輸出入量の推移 
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韓国企業によるアジア市場の獲得 

 海外での直接投資ではなく、国内の精製能力高度化＋製品輸出によって海外市場を獲得。 
 過去には、SKがKPC、PertaminaとインドネシアのBalonganに製油所の建設を検討するも、現状は目立

った進捗なし。 
 S-Oilは豪州の卸販売事業者United Petroleumの株式取得交渉を行っていたが、2013年に交渉決裂。 
 ここ数年は低収益に悩みながらも国内製油所での投資を継続。近年は収益も改善へ。 
 最近は、日本・中国といったベースの輸出市場に加え、豪州やインドネシアなどへも製品輸出を拡大。 
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出所： Oil  and Gas Journal; 各社年次報告書; KNOC 

韓国の石油製品輸出先 GS-Caltex、S-Oilの精製部門の
収支と 設備投資の推移 

韓国精製業の高度化装置増強 
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マレーシア企業（Petronas）のアジア市場の獲得 

 国営石油会社Petronasの下流事業の概要 
 Petronasは政府100％保有企業。国内に3か所、南アフリカに1か所の製油所を保有。合計精製能力は

57万B/D。 
 現在、同国マレー半島南部Johor州で大規模精製石化コンプレックス（RAPIDプロジェクト）を建設中。 

- 2016年3Q時点で46%完成。精製能力30万b/d、エチレン生産能力110万トン。2019年に完成予定。 

 ASEAN地域では販売部門を中心に活発な海外展開を行っていたが、最近は事業縮小傾向。 
 当面は国内の精製石化案件に注力か。 
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出所： 日本エネルギー経済研究所 

フィリピン 
• 60か所のSSを運営。国内の製品市
場のシェアは0.5％（2016年上半期）  

タイ 
• 2005年にクウェートのQ8ブランドの
資産を買収して販売事業に参入。 

• 100か所のSSで販売事業を展開す

るも、国内の販売価格規制により
マージンが確保できず、2012年に現
地資本に資産を売却して撤退。  

• バンコク空港でのジェット燃料供給
事業は継続。 

インドネシア 
• 2006年に販売事業に参入し、ハイ

オクタンガソリンと潤滑油を販売する
19か所のSSを運営するも、販売不
振のため、保有資産をPertaminaに
売却し、2013年に撤退。 

ベトナム 
• LPG卸事業に参入していたが、

2016年保有権益をTotalに売却して
撤退。 



（参考）Petronasによるアフリカでの精製販売事業 

 南アフリカの精製販売事業者Engenへの出資 
 元々はMobilの下流資産。米国が1986年に反アパルトヘイト法を制定したこともあり、1989年にMobilが

現地資本に資産を売却。1991年にEngenと社名変更。 
 1996年にPetronasがEngenの30%権益を4.4億ドルで取得。その後残り70%を5.1億ドルで取得して完

全子会社化。2000年に現地企業に20%を売却し、80%子会社に（売却額は非公開）。 
 Engenの事業内容 

 南アフリカ東部のDurbanに製油所を保有（精製能力は14万B/D、主として輸入中東原油を処理）。 
 アフリカ南部を中心に21カ国で販売拠点を所有。Durbanの製油所から30カ国に製品を輸出。 
 収益面での寄与度は必ずしも大きくないが、長期的な将来性を見込んだ事業展開をしているものと推察。 
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  出所： Engen HP 

Engenの売上高・営業利益 
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タイ企業（PTT）のアジア市場の獲得 

 国営石油会社PTTの下流事業の概要 
 PTTは元々タイ政府100%の国営石油会社であったが、1997年の通貨危機後、IMFによる経済再建策の

一環で一部株式上場をして民営化。ただし約67%の株式はタイ財務省及び政府関連基金が保有。  
 国内では精製事業者3社（PTT Global Chemicals, IRPC, Thai Oil）に出資。権益比率を加味した精製能

力は35万B/D。海外での保有製油所はなし。 
 90年代より販売部門中心にアジア市場へ展開。近年は精製部門での進出にも関心示す。 
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出所： 日本エネルギー経済研究所 

フィリピン 
• 2016年10月時点で合計105か所の

SSで燃料油を販売。 今後これを
300か所にまで引き上げる計画。  

• シェア拡大に向け現地の中小企業と
の連携を模索。 

ミャンマー 
• ミャンマー石油・化学公社の

Thanlyin製油所（2万BPD）近代化

への参画に関心を示していたが撤
回。引き続きDaweiなど他の候補地

での新規製油所の建設に対する関
心を示す。 

インドネシア 
• Balonganで年産100 万トンのナフ

サクラッカーを中核とする石化コンプ
レックスを建設する計画。Balongan
製油所の改修を行う予定のSaudi 
Aramcoと共に同製油所のナフサ生
産能力増強に参画する計画あり。  

• Pertaminaが計画するTuban製油所
新設への参加企業候補。 

ベトナム 
• Binh Dinh 省での製油所新設（40万

B/D）をSaudi Aramcoなどと検討し
ていたが、2016年7月、Saudi 
Aramcoが撤退を発表。PTTも同8月
に、プロジェクトの延期を発表。 

ラオス 
• 1993年に現地法人設立。石油製
品・LPGの販売事業参入。SSは29
か箇所だが今後60か所まで増設す
る計画。 

カンボジア 
• 2016年10月時点で28所のSSでガ
ソリンを販売。 今後2020年までに
SS数を70か所増設する計画。   

• プノンペン空港及びシェムリアップ空
港でジェット燃料を供給、産業用の
軽油、重油、潤滑油を販売。 



アジア企業による海外市場獲得を促す諸要因 

 海外市場獲得のパターンは大きく分けて、①精製部門への投資、②販売部門への参入、③製品
輸出の３パターンであり、国・企業によってはこれらを同時並行的に行っているところもあり。 

 事業展開の背景には、進出主体による企業成長機会の追求、国内での事業に関する危機感、
政府による外交的・経済的サポートなどが存在している。 
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出所： 日本エネルギー経済研究所 

進出主体 海外市場獲得のパターン 海外市場の獲得を促す要因 

精製 販売 輸出 

中国企業 ◎ - ○/△ 

• 欧米メジャーに比肩するプレイヤーへの成長を志向。 
• 国際的な供給物流ネットワーク構築による製品供給部門の最適化。 
• 国内では事業拡大の機会が限られる非国有石油会社が海外での事業拡大を志向。 
• 中国政府による外交的・経済的サポート（「一帯一路」構想とその関連案件に対す
る政府金融支援、安全保障の観点からのインフラ整備など）。 

韓国企業 - - ◎ 
• 民間企業としての成長機会の追求。特に、相対的に国内市場が小さいため、企業
成長には海外市場の獲得が必須。 

• 国内の競争力のある精製設備の活用と高稼働率維持による供給コストの引き下げ。 

Petronas ○ ○⇒△ △ 
• 90年代以降の国内の石油生産量減少に伴う国外での成長機会の模索。 
• 政府による国内企業のグローバル化支援。 
• 政府による南南（途上国間）協力の推進。 

PTT △ ○ ○ 
• 株式を部分的に上場している「民間」企業としての成長機会を追求。 
• ASEAN統合を更なる企業成長の機会と捉え、海外事業を強化。政府もこれを支援。 
• 過去は精製能力が余剰であったため、製品輸出先確保として海外販売事業に進出。 
• 国内の中小企業育成政策として、政府がPTTブランドを活用した海外進出を支援。 

アジア企業の海外市場獲得パターンとその背景要因 



インプリケーション①： アジア市場における企業間競争と国際競争力の強化 

 成長するアジア石油市場獲得に向けた企業間競争は今後も続く。 
 一部撤退・縮小を余儀なくされながらも、アジア各社は果敢に域内市場での事業拡大・市場獲得を模索。 
 中長期的にはアジア市場は全体として製品輸入が増加する見通し。域外製油所との競合も念頭に置い

ておく必要あり。 
 高まる日本市場をめぐる製品輸入圧力 

 日本市場では精製能力の削減が進む一方、韓国・中国では製品の輸出圧力が高まる。 
 企業合併に対する問題解消措置（10%相当までの備蓄義務協力）も製品輸入圧力を高める可能性。 

 国内製油所は、まずは輸入等価価格での経済性を確保した上で、将来の企業成長を図るため、
国際市場でも勝負できる競争力のある製油所を育成を目指すことがますます重要に。 
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出所： IEA；Solomon Associates（第4回精製流通研究会資料） 

IEAによるアジア市場の製品輸出入バランス 日本の製油所の損益分岐供給コスト 
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インプリケーション②： アジア市場で存在感のある石油産業 

 今後アジアの石油市場においては日本の存在感がますます低下していく。 
 国としての市場規模では、2016年は、インドに追い抜かれた可能性が高い。 
 企業ベースでも、新興国企業による事業規模の拡大やアジア市場における積極的な事業展開が続く。 

 アジア市場における存在感や資源国に対する交渉力を維持する上でも海外事業の展開は重要
な意味を持つ。 

 海外でのトレーディングの知見や、広範な海外供給ネットワークの構築は、緊急時における情報
収集や供給確保にも有用と考えられる。 
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*: JXの原油処理能力は2008年度までは新日石グループの数字。2015年度は大阪製油所及びコンデンセートスプリッターの能力を含む。 
出所： IEA; OG&J; PIW; 各社年次報告書; 石油連盟  

アジア主要国の需要規模の推移 主要精製企業の原油処理能力 日本の製品輸入（2011-13年） 
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インプリケーション③： 成長産業としての石油産業と人材の確保・育成 13 

 アジア全体でみれば、石油下流産業は成長産業そのもの。 
 日本の石油会社も増大する海外市場獲得を視野に入れた取り組みを本格化させることで、産業のイメー

ジを改善させる必要がある。 
  国内事業に主軸を置いている限り、「成熟産業」というイメージから免れえない。 

 明確な企業成長のビジョンを提示することによって人的資源面での多くのメリットが存在。 
 従業員のモチベーション向上と既存の人的資源の有効活用。 
 将来の石油産業を担う優秀な新卒人材の確保。 
 海外での事業展開（設備投資・事業立ち上げなど）を通して人材育成を強化。 

出所： IEA; 石油連盟「今日の石油産業」 

IEAによるアジア地域における石油需要見通し 石油産業の就業者数 
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まとめ 

 アジア企業によるアジア下流部門における海外事業はこの5年間で急速な進展を見せている。必

ずしも順調に行っているものばかりではないものの、拡大するアジア市場の獲得に向けた企業間
競争は今後も続いていく。 
 

 アジア企業による海外市場獲得行動の原動力は、主として企業による成長機会の追求だが、そ
の背後には、国内の事業環境に対する危機感や、政府の外交方針や対外経済政策といった要
因も存在している。 
 

 アジア市場における競争環境が厳しさを増す中、日本の石油精製産業も今後は国際市場で戦っ
ていける製油所の育成を急ぐ必要がある。 
 

 日本企業によるアジア下流部門への進出は決して容易ではないが、海外事業の拡大は、競争力
のある調達や緊急時対応能力の確保にも資するというメリットがある。また、明確な企業の成長ビ
ジョンを示すことによって、今後の人材確保・育成・活用にも寄与する。 
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