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石油精製・流通研究会（第５回）議事録 

 

日時 平成２９年１月２６日（木）１３：００～１４：５６ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

議題 

（１）石油業界の海外展開について 

（２）石油業界の国際競争力強化に向けた取組について 

（３）公正な競争環境の形成に向けた石油流通業界の取組と提言 

（４）その他 

 

議事内容 

１．開会 

○橘川座長 

 皆さん、こんにちは。ほぼ定刻になりましたので、ただいまより石油精製・流通研究会の第５

回会合を開催させていただきます。 

 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本当にありがとうございます。 

 本日は、石油業界の海外展開について、国際競争力強化について、流通業界の取引適正化等に

ついて、議論を行いたいと思います。 

 それでは議事に入ります前に、三浦政策課長から構成員の出欠状況と資料について、ご説明賜

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 それでは、まず恐れ入りますけれども、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、長谷川様がご欠席ということでございます。なお、長谷川様の代理として、

三菱商事から森様においでいただいております。 

 また、公正取引委員会の経済取引局取引部取引企画課、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。 

 あと本日は、外部から１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。 

 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。 

 本日は小林様のほか、岩井様、河本様から、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。 
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 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１、２がございます。 

 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の不調などがございましたら、

事務局までお申し出ください。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 それでは早速、議事に入っていきたいと思います。 

 議事次第にありますように、本日の議題は３つプラスその他でありまして、１つ目が、石油業

界の海外展開について。２つ目が、石油業界の国際競争力強化に向けた取組について。３つ目が、

公正な競争環境の形成に向けた石油流通業界の取組と提言について。そして、その他であります。 

 それぞれ一つずつプレゼンテーションを頂戴しまして、質疑応答、意見交換を進めていきたい

と思います。 

 

２．議題 

（１）石油業界の海外展開について 

○橘川座長 

 それでは、まず議題１の石油業界の海外展開について、エネルギー経済研究所の小林様からお

話をいただき、その後、西山石油精製備蓄課長からもプレゼンテーションを頂戴したいと思いま

す。 

 小林様は、私はこの手の会合では非常に珍しいケースだと思いますけれども、２回目のプレゼ

ンテーションの登場ということで、どうもお疲れさまです。よろしくお願いいたします。 

 それでは、始めていただきたいと思います。 

○小林プレゼンター 

 日本エネルギー経済研究所の小林です。 

 本日は、アジア地域における海外展開動向についてということで、この後、岩井様のほうから

日本企業の展開についてはご説明があるんですけれども、私のほうからは日本企業以外のアジア

企業がアジア市場で一体どういうことをやっているかということについて、ご説明申し上げます。 

 お手元の資料の２ページ目に、本日のご報告の内容を書いておりますけれども、日本の石油産

業が、アジアの伸びていく市場を獲得する手段としましては、製油所に投資をする、それから販

売網に出ていく、ないしは輸出をすると。精製、販売、輸出、この３つのオプションがあります。

こういった３つのオプションについて、例えば中国企業、韓国企業、タイ企業、マレーシア企業

がどういったオプションをうまく組み合わせているのかということについて、まずご説明いたし
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ます。その後で、これらの企業の海外進出、海外市場獲得の背景にある要因について簡単にご説

明申し上げて、インプリケーションを述べさせていただくという形とさせていただきます。 

 資料３ページ目から５ページ目にかけてが中国企業についての動向です。 

 先ほど精製、販売、輸出というふうに申し上げたんですけれども、中国企業の海外進出の特徴

は、精製にかなり重点が置かれています。実際シンガポールでは、既に50％出資の製油所を持っ

ていますし、それからカンボジアでも製油所を建設中です。それからマレーシアにおいても、最

近シェルの製油所の51％の権益を中国企業が買っているというような動きが見られています。 

 スペースの関係で示していないんですけれども、日本でも大阪製油所がペトロチャイナとＪＸ

さんの合弁ということになっています。 

 もともと中国企業の海外展開というのは、３大国有企業が主なプレーヤーだったんですけれど

も、最近では国有メジャー企業以外の企業が、下流の海外展開もやっているというのが特徴です。

それから、これはご案内のことだと思いますけれども、最近、中国の「一帯一路」ということで、

海外のインフラ投資というのを、かなり積極的に国としてバックアップしているということがあ

りますので、こういった一連の下流部門への投資というのもこの流れに沿って出てきているとい

うところであります。 

 ４ページ目は、参考までにアジア地域以外のところで、中国の企業が下流部門でどういった投

資をやっているかということをまとめています。 

 ５ページ目ですが、これは最近のアジアの石油市場の一番ホットなトピックの一つだと思いま

すけれども、中国企業による製品の輸出がふえてきているというところであります。このあたり

は、既に３回目の精製・流通研究会で詳しいご説明がエイジアム研究所の方からあったので、詳

しいご説明は割愛させていただきますけれども、こういった国内の独立系企業の精製の稼働率が

上がることによって、中国からの製品輸出がふえてきていると。 

 やはり四、五年前に比べますと、この中国の製油所による製品の輸出、輸出がもたらすインパ

クトといいますか、存在感といいますか、そういったものが比べ物にならないぐらい大きくなっ

てきているなという気がいたします。 

 ６ページ目が韓国の動向でありまして、韓国の場合は精製、販売、輸出の３つのオプションの

中の輸出にかなり重点が置かれています。製油所の建設ですとか海外の卸の販売会社に出資を検

討するような動きも若干見られてはいるんですけれども、現状特に目立った進捗は見られており

ません。基本的には国内の製油所にしっかり投資をして、競争力をつけて、それで自国からの製

品輸出によって伸びていくアジアの市場を獲得するというのが、韓国の基本的なスタイルになっ

ています。 
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 ６ページ目の左側のグラフに示しておりますとおり、この10年間で韓国の製油所の分解装置の

能力というのはかなりふえてきています。ここ数年、韓国の石油業界は、業績は余りよくなかっ

たんですけれども、その中でもしっかり投資を継続しています。そういった中で右側のグラフに

ありますとおり、製品の輸出量というのも近年ぐんぐん伸びてきているというのが現状でありま

す。 

 日本、中国というのは、もともとのベースの輸出先ではあるんですけれども、最近ですとオー

ストラリア、それからインドネシア、こういったところにも製品の輸出がふえてきているという

動きが見られます。 

 ７ページ目と８ページ目がマレーシア企業、特にペトロナスの海外展開についてまとめたもの

です。ペトロナスは、政府100％保有の国営石油会社です。国内に３カ所、それから南アフリカ

に１カ所の製油所を持っておりまして、合計の精製能力が57万Ｂ／Ｄということになっています。

今、国内で、かなり大規模な精製石化コンプレックスも建設中です。 

 このペトロナスの場合は、精製、販売、輸出のうち、販売にかなり重点が置かれています。タ

イ、インドネシア、フィリピンといったところで、以前から販売事業に進出しています。ただ、

タイとインドネシアにつきましては採算が余りとれないということで、近年撤退していますので、

現時点での海外の燃料油の販売事業という意味ではフィリピンのみということになっています。 

 ８ページ目は、これはアジア市場ではないので、あくまで参考ということにしておるんですけ

れども、ペトロナスは南アフリカにエンゲンという会社を持っています。80％の権益を持ってお

りまして、この会社が14万Ｂ／Ｄの製油所を持っておりまして、南部アフリカで広い販路を持っ

ている会社です。もうかっているかというと、実は必ずしももうかってはいないんですけれども、

長期的な将来性を見込んだ事業展開ということで、この南アフリカの事業をやっているんじゃな

いかというふうに考えています。 

 それから最後、タイでありますが、ＰＴＴという会社の下流事業の概要ですけれども、ＰＴＴ

は、タイ政府が67％保有しております国営石油会社です。国内の精製能力は35万Ｂ／Ｄで、今の

ところ、まだ海外の保有製油所というのはございません。このＰＴＴの場合は、精製、販売、輸

出のうち、販売にもともと重点が置かれていたんですけれども、最近は精製のほうにも力を入れ

つつあるというのが現状です。 

 ラオス、それからカンボジアといった地続きの国で販売事業を行っているということとあわせ

まして、フィリピンでもＳＳの展開をしています。それから最近はミャンマー、インドネシア、

ベトナムといったところで、製油所の建設というものにも乗り出そうとしておりますが、今のと

ころ、まだ特に大きな動きは見られていない、なかなか苦労されているというようなところが現
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状です。 

 10ページ目ですが、今まで申し上げたことを簡単に表にまとめたのがこちらでして、中国、韓

国、マレーシア、タイで、それぞれの企業で進出する海外市場獲得のとっているオプションが異

なっているということと、それからこの進出の背景にある要因なんですけれども、詳細はご説明

申し上げませんが、基本的にやはり企業ですので、企業成長の機会を追求するというのが、当然

のことながら海外の進出の背景にあるんですけれども、それ以外に国内での事業に対する危機感

であったり、それから政府によるサポート、こういったものがこれらの企業の海外展開の背景に

ございます。 

 例えば中国であれば、マレーシアですとかミャンマーに進出している国有メジャー以外の会社

について言いますと、やはり中国国内での事業というのは国有メジャーによってかなり独占され

ているような状態がある。したがって、海外に打って出るしかないという事情がありますし、韓

国の場合は、これは石油に限った話ではないですけれども、国内の市場が小さいので、やはりど

うしても輸出によって企業を成長させていくしかないという事情もあります。 

 それから、ペトロナスの場合は、ペトロナスが海外展開をし始めた背景には、マレーシア国内

の石油の生産量が減少してきたという背景があります。国内でのもともと上流事業中心だったペ

トロナスにとって、国内の生産力がどんどん減っていくので、海外で事業を拡大していくしかな

い、こういったような危機感、必要性というものが海外展開の背景になったということでありま

す。ペトロナスの場合は、今日は下流の話しかしておりませんけれども、上流事業でもかなりい

ろいろな国に進出しています。 

 あとは政府のサポートというところですと、やはり中国企業が海外に出ていく際にはシルクロ

ード基金でありますとか、その他の政府系の支援というのがございます。 

 それから、ペトロナスが海外に展開していった背景にも、やはりマレーシア政府がマレーシア

国内企業のグローバル化を図るといったような政策のもとで海外展開をしていたという背景もあ

りますし、それからＰＴＴの場合は、これはちょっと特殊な例かもしれないんですけれども、国

内の中小企業支援策の一環として、例えばＳＳ事業であったり潤滑油事業であったり、こういっ

た事業で近隣のアジア諸国に進出していくと。ＰＴＴのブランドのもとで、それと中小企業の中

小のＳＳ事業者さん、潤滑油の事業者さんを海外に進出するように促すというような政策もタイ

ではとられています。 

 ということで、企業の成長機会の追求とあわせまして国内の事業に対する危機感、ないしは政

府のサポートというのが、これらの企業の海外展開の背景にあるというところであります。 

 11ページ目以降が、簡単ながらインプリケーションをまとめさせていただいておりまして、１
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つが、これは96年の特石法廃止のところからずっと言われている話ではあるんですけれども、や

はり製油所の競争力というものを今後ますます高めていく必要があるというところであります。 

 これまで申し上げましたとおり、ものによってうまくいっているものもあったり、うまくいっ

ていないものもあるんですけれども、ほかのアジア企業はアジア市場の開拓というものにかなり

真剣に取り組んでいます。そういった意味で、アジア市場をめぐる企業間競争というのは、これ

からも厳しい状態が続いていくだろうというふうに思います。 

 それから、日本をめぐる製品輸入圧力というものも、これから高まっていくというふうに思わ

れます。今後、日本は国内需要が減っていきますので、どうしても精製能力もそれにあわせて減

っていく傾向は否定できないというふうに思いますが、他方で韓国、中国といった国からの輸出

圧力が高まってきていると。 

 それから、先般の企業合併に対する問題解消措置というものも製品輸入圧力を高める可能性が

あるというところでありまして、まず国内製油所につきましては、インポートパリティーでしっ

かり経済性が確保できるという状態を担保した上で、さらに世界で戦える製油所については、エ

クスポートパリティーでも勝負できるようなものに育成していくということが、ますます重要に

なってくるんじゃないかというふうに思います。 

 それから、12ページ目、アジアでの存在感の問題でありますが、どうしても国ベース、企業ベ

ースで見ますと、ほかのアジア諸国に対して相対的に日本の存在感というのは、これから低下し

ていくだろうというふうに思います。ただ、やはりアジア市場でしっかりとした存在感を持って

いる企業ないし国というのは、資源国に対しても一定の交渉力を持ち得るというふうに思います

し、そういった意味でも、これだけが目的ではないのかもしれませんけれども、そういった意味

でも積極的な海外展開というのは、日本企業、日本市場としての日本の存在感を維持するという

観点でも、非常に貢献度に寄与するんじゃないかというふうに思います。 

 また、東日本大震災が終わった後、急激にＣ重油の需要がふえた、ないしはガソリンの輸入が

ふえたという、事情があったかと思いますけれども、そういった緊急事態においても、そういっ

た広範なトレーディングの知見であったり、海外のネットワークというものを持っている企業が

日本にいると、そういった緊急時対応能力という意味でも非常に大きな役割を果たすことができ

るというふうに思います。 

 それから最後、13ページ目、人材の確保・育成といったところでありますけれども、日本にい

ますと石油会社というのは、成熟産業の典型例みたいに言われておりますけれども、これからア

ジア全体で見ていきますと需要はどんどんふえていくわけですので、アジア全体で見れば石油下

流産業というのは成長産業そのものだというふうに言えると思います。 
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 なかなか海外事業というのは難しくて、言うほど簡単ではないということは十分認識している

んですけれども、こういった伸びていく需要の少しでも日本の企業の成長に取り込んでいくこと

ができれば、産業のイメージも大分変わってくるんではないかというふうに思います。逆に言い

ますと、国内事業に主軸を置いている限りは、成熟産業というイメージからは免れないというふ

うに思います。 

 それから、海外事業というものをうまく取り込んで明確な企業の成長ビジョンというものをつ

くることができれば、人的資源の面でもメリットがたくさんあるというふうに思っておりまして、

例えば今働いていらっしゃる従業員の方のモチベーションであったり、そういった貴重な人材活

用という意味でもメリットがありますし、それから将来の石油産業を担う人材を確保する、新卒

の方を採用するというところでも大きなメリットがあるというふうに思います。 

 以上、14ページはまとめということで、今申し上げたようなことを簡単にまとめておりますの

で繰り返しはいたしませんけれども、アジア石油会社の海外展開については、企業の成長動機と

あわせて国内事業に対する危機感であったり、政府のサポートといったものが存在するというこ

と。それから、今後はそういった競争環境が強まるアジア市場において、日本の製油所の競争力

の強化であったり存在感の維持であったり人材の育成だったり、こういったものが今後重要にな

ってくるというところであります。 

 私のほうからは以上です。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、資料３に基づいて西山課長からお願いします。 

○西山石油精製備蓄課長 

 資料３をお開きください。３ページ物です。 

 まず１ページですけれども、我が国石油産業の海外展開の意義ということで整理させていただ

いておりますが、石油政策の大きな目標は、国内の企業、あるいは国民の方々に低廉かつ安定的

に供給確保をしていくことでありまして、それを有事、平時、両方にわたってやっていき、その

ためのサプライチェーンを常に維持しておくということであろうかと思います。そのためには、

企業側でもサプライチェーン維持のための投資を継続的に行えるようになっていただかなければ

いけないということです。 

 今後予想される環境変化は、今、小林さんからもございましたので簡単に申し上げます。まず

内需の縮小で収益源が減少していくことと、日本市場のプレゼンスの低下、あるいは日本企業の

プレゼンスの低下といったことが考えられます。他方でアジア地域は、成長センターとして石油
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需要がさらに増加していきます。その中で競争もあって中国、韓国、各国がその成長分野に投資

するということであれば、いずれデマンドもピークアウトすると考えると、日本企業が進出して

いく期間があとどれだけあるかもよく検討しなければいけないと思います。 

 もう１つは、アジア地域に新しい製油所の建設が行われ、そこから余剰玉がアジア全体に溢れ

てくると、日本に直接輸入という圧力がかかる可能性もあるかもしれません。現在、軽油につい

ては我が国から２割近くを輸出していたものが、アジアで競争することになれば売れないという

ことになり、その結果、国内で余るというような構造にもなりかねないことが、リスクになるか

と思っています。 

 海外展開の意義ですが、企業にとっては新たな投資フィールドを見つけて収益源を多様化する

ことができるという側面があります。また、製油所あるいはリテールで、いろいろな形で海外に

出ていき、トレーディングも含め、世界全体のバリューチェーンをつないでいくことにより、市

況や季節やいろいろな構造的な問題がどこかの地域で起こっても、全体のバリューチェーンの中

で、企業収益を上げることができる、あるいはサプライチェーンをつなぐことができるという意

義があると考えています。 

 エネルギー政策上の意義は、再投資が行われる収益源を確保できるという期待と、先ほど小林

さんからあったような、サプライチェーン上、グローバルで精製をする、オフテークをする、ト

レーディングをするというように供給源を多様化し、アウトレットも多様化します。これにより、

日本のローカルあるいはグローバルな危機の時にも、サプライチェーンをつなぐということで国

民利益にもかなうと考えています。 

 ２ページ目をご覧ください。 

 これはいろいろなところで、まさに今申し上げたそれぞれの企業のグループ、個々の企業がバ

リューチェーンをグローバルに展開して成長の糧とするとともに、サプライチェーン、リスクも

マネジメントできる体制になっております。企業はどんどん投資を行う、あるいは行ってきたと

いう状況で、これからさらに力を入れていこうとしております。特に今回の再編の中で、総合エ

ネルギー、グローバル企業として海外を取り込もうという意思が完全に鮮明化される流れができ

上がっているということです。 

 ３ページ目ですけれども、各国とも同じ思惑を抱えて、アジア世界市場を取りに来ているとい

うことですので、中国政府に負けじと、企業がやる気を見せて、ここをやりたいという案件があ

れば、それを我々もフルサポートしていく必要があろうかと思っています。 

 ここの表に書いているのは、ほかの産業のインフラ輸出やパッケージ輸出ということに対する

支援、あるいは上流への支援と比べると、今までダウンストリームで海外展開を応援することは、
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それほど力が入っていなかったのではないかと反省も込めて思っております。企業サイドで個別

案件を我々に持ちかけてくれれば、フルサポートしていきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、お二方のプレゼンテーションに対して、ご意見、ご質問を賜りたいと思います。い

かがでしょうか。 

 飛田委員、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。小林様のご説明の中で11ページだったと思いますが、備蓄との関係を

指摘されておられます。これについて、もう少し教えていただきたいと思いましたのですが、

「高まる日本市場をめぐる製品輸入圧力」のところで、「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。」という、そのあたりについてもう

少しお教えいただけますか。 

○橘川座長 

 具体的なお話なので、すぐお答えください。 

○小林プレゼンター 

 今日、公取の方もいらっしゃっているので、私がご説明するのもなんなんですけれども、ＪＸ

さん、東燃ゼネラルさんと、それから出光昭シェルさんの合併について、公正取引委員会さんの

ほうでご審査をされていまして、その中で協調的行動というものを通して、市場のコントロール

が強まってしまうんではないかという懸念が示されています。 

 その問題を解消する措置としまして、今、製品を輸入する事業者さんは備蓄義務を負わなきゃ

いけないんですけれども、その備蓄義務については、この合併される会社が物理的な肩がわりを

すると。もちろん無償ではなくて有償なんですけれども、製品輸入事業者さんが製品を輸入しや

すくなるように、合併される会社の方が少し協力をするようにというような措置が提示されてい

るということを示していまして、これもそういう意味では石油製品を輸入しやすくなるわけです

ので、日本市場に対する輸入圧力が高まってきている、高まるようになるんじゃないかというと

ころであります。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。 

○橘川座長 
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 ほかにはいかがでしょうか。神津さん、お願いします。 

○神津委員 

 すみません、エネ研の小林さんにまたちょっと質問なんですけれども、プレゼンテーションの

中で、アジア市場は拡大しているけれども、各国の海外展開は必ずしもうまくいっていないとこ

ろもあるというふうにおっしゃっていました。これは日本がアジア展開するときに学べる失敗事

例でしょうか？そしてこれは特にアジア市場に何かティピカルな事情があると考えられるのでし

ょうか？  

 それから、国内需要が伸びているインドですけれども、インドはアジア市場に対して何か動き

があるのかどうかということも、ちょっとお伺いしたいのですが。 

○橘川座長 

 お答えいただけますか。 

○小林プレゼンター 

 まずインドのほうからですけれども、インドは今、需要が伸びていまして、恐らく昨年は日本

の需要を上回っているんですけれども、他方でインドは製油所もたくさんありまして、全体で見

ますと製品の輸出バランスになっていますので、インドの需要が伸びているのでインドに対して

製品をこちらから輸出できる、というバランスには今なっていないというのが１つあります。 

 あと、インドの製油所は、かなり高度化されている製油所ですので、高品質の製品もインドは

既に供給できる能力がありますので、インドに対して何か製品をこちらから輸出するというのは、

なかなか今しにくいということが言えると思います。 

 あと、アジア進出がうまくいっていないことの理由ですけれども、まだアジアの国は多くの国

で末端の石油製品が補助金価格といいますか、政府から統制されている価格になっていますので、

特にこれまでは原油価格が高かったので、その高い原油をもとにつくった製品を政府で規制され

ている価格の市場に持っていってもなかなかもうからないというのが、非常に大きな理由だと思

います。 

 あと、製油所につきましても同様なんですけれども、製油所は当然巨額の投資が必要になるの

で、ある程度マーケットベースで仕入れた値段が、マーケットベースで販売できないと採算がと

れないんですけれども、なかなかそこまでの確証がとれないというような事情もあると思います。 

 あと、それぞれ個別の国で、例えば立地が難しいとか許認可がなかなか進まないとか、そんな

理由はあると思いますけれども、マクロの要因としては、アジアの共通の要因としてはそういう

価格の問題というのがあると思います。 

○神津委員 
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 ありがとうございます。 

○橘川座長 

 新家さん、お願いします。 

○新家委員 

 よろしくお願いします。まず１点、小林さんのプレゼンの中で精製事業に投資するという形、

あと販売に入っていくという形、あとは輸出という３つご紹介がありましたが、それぞれ一長一

短があるのかなという印象なんですけれども、特に日本の精製会社の場合であると、今後の事業

展開としてどういったアプローチが、例えば選択肢として有望というふうにお考えになられてい

るのか、そこについての個人的なご意見でも構いませんので、お伺いしたいのと。 

 あと加えて、日本の会社が成長性があるアジアの市場で、しかも収益の多様化にもつながると

いう意味で、取組意義はあるということは私も賛同できるところなんですが、一方で、その競争

が激しいというご指摘もあったとおり、非常にリスクも高くて難しい参入分野ではあると思いま

すので、改めて日本の精製会社では、アジアのリファイナリーと比べて、何に強みがあって、ど

ういうところでアジアで存在意義を出せるチャンスがあるのか。いわゆるチャンスの芽をどのよ

うにお感じになられているのか、その点についてのご意見をお伺いしたいと思います。 

 最後は、課長からお話のあった点については、官民一体で取り組むというその大枠の方向性と

いうのは、私も非常に賛同したいなというふうに思っています。その中で、今までにも過去に製

油所の投資であるとか販売から入っていくとか、一部民間事業者でやっているケースがあります

けれども、そういう過去事例も踏まえて、どういった政策サポートに今具体的にニーズがあるの

か、そのあたりについてのもし事例があればお伺いできますでしょうか。 

 以上、３点です。 

○橘川座長 

 では、お二方、よろしくお願いします。 

○小林プレゼンター 

 ご質問ありがとうございます。 

 まず１点目、日本の石油会社としてどういう方向を目指すべきかというところなんですけれど

も、なかなか一般化が難しいというふうに思います。実際に、もう出光さんはベトナムに製油所

を投資されているわけですので、いかにベトナムでの事業をうまく進めていくかということが重

要になってくると思いますし、そうでない場合には製品輸出ということも考えられるかもしれな

い。 

 先般のソロモンの分析によりますと、日本のトップの５製油所に関しては、国際的にも競争力
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があるということですので、それを高めていって韓国型の輸出を目指すというオプションもある

んだろうと思います。 

 ただ、やはり精製、販売、輸出というふうに申し上げたんですけれども、海外に出ていくので

あれば、精製と販売はパッケージにしたほうが、より多くの収益機会を追求できるんじゃないか

ということは言えると思います。 

 あと、日本の強みというところでありますけれども、これもなかなか定性的な話になってしま

うかもしれないんですが、やはり先般のソロモンの報告にもありましたけれども、石化と精製の

インテグレーションであったり、それからオペレーション上の技術であったり、細かいデボトル

ネッキングによる採算の細かい製油所の競争力の改善とか、あとは先ほど申しました精製と販売

が一体になったビジネスモデルというのは、日本でうまくいっていると思いますので、そういっ

たものを持っていって効率的な供給を図るですとか、あとは、緊急時の対応のノウハウというの

は、震災時の経験もあって、今すごく蓄積されてきていると思いますので、そういうレジリエン

スのノウハウ、こういうものはほかのアジア企業に比べても、やはり日本の石油産業というのは

強みを持っているというふうに思います。 

○西山石油精製備蓄課長 

 案件ごとに考えると思っておりまして、過去の案件で、政府がもっと動いていたらもっと早く

進んだというようなことをおっしゃられている企業もあります。例えば設備構成や導入可能性に

関する事業評価は企業としては終わっていて、もう投資しようと思っているときに、金融機関等

からお金を引っ張って来る必要があります。やはり相手国はリスクが高いと思うと躊躇するので、

相手国の政府保障を引き出したり相手の規制を緩和するなど、金融機関サイドから見たリスク緩

和を政府がやっておけば、金融機関も含めてもっと早く投資判断ができたのではないかというの

を聞いたこともあります。 

 後はインテリジェンスを確保することが重要です。やはり良い投資案件は表に出る前にほぼ決

まってしまうということで、例えば我々ダウンストリームの当局であっても、アジアにおける備

蓄制度の構築のためのいろいろな協力をしている中で、相手当局は私と同じですので産業も見て

います。石油産業に、こういう投資案件があるということを我々は聞くこともありますが、うま

く企業の利益につなげていないことがあります。インテリジェンスとして入っていくときに、企

業がトントンと初めて門をたたくよりも、我々が普段のつき合いの中で情報をもらうということ

もあると思います。 

 こうしたいろいろなさまざまな場面で、本気でやればもっとできることはたくさんあると思っ

ています。 
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○橘川座長 

 ちょっと私のほうからもご質問があります。 

 ３つあるんですけれども、１点目はどちらかというと部長や政策課長に対する質問になるかも

しれないんですが、ＪＯＧＭＥＣ法が変わりました。それで、ＪＯＧＭＥＣが海外のメジャーで

すね、中東だとか産油国メジャー、ロシアだとかの株式を買うことができるようになった。これ

らの会社は、特にロシアなんかはそうですけれども、下流まで持っているケースがあるわけです。

もし、そこで買うとすると、上流マターのように見えてきたことが下流の案件にも影響するとい

うケースがある中で、今、海外に展開するときに主として東南アジアを考えていますけれども、

ロシアや中東というものを視野に入れなくていいのかというのが１点目の質問です。 

 ２点目の質問は、この西山さんの２ページ目の太平洋が青くなっているやつですけれども、何

を思い出したかというと、前回の小林さんがバレロの話をされたときの製油所とトレーディング

を結びつけて、パンアトランティックでビジネスを展開していくモデルを思い出したわけですね。

それは日本の元売はやれる可能性があるということを示唆していると思います。 

 それで、今までインフラ輸出は石油では弱かったというお話もあったので、西山さんのところ

と小山さんのところとが協力したほうがいいと思うんですけれども、精製とトレーディング一体

のパンパシフィックの本格的な調査みたいなものをやられたほうがいいんじゃないかと思うんで

すけれども、その点について、西山さんのご意見をお伺いしたいというのが２点目。 

 それから、小林さんには、日本の強みという話で今日、出てきていない話題は、ＩＭＯの規制

強化だと思うんですね。この間のソロモンの話でも重たいものをたたく装置はあると、でも稼働

率が低いと、これが問題だと言われたわけで、そこにＩＭＯの規制が入ってくるということなら

ば、期限つきかもしれないけれどもチャンスがあるような気がするんですけれども、そこのとこ

ろをどうお考えか、この点をお伺いしたいと思います。 

○山下資源・燃料部長 

 １点目ですが、ＪＯＧＭＥＣ法が変わったにもかかわらず、例えば先日、大臣がアブダビに行

ったときの案件の話でも、当然向こう側も上流圏域だけではなくて、まさに下工程、あるいは化

学の世界まで含めた何かお互いに協力できることや、または第三国に一緒に何か投資をしていく

などという話も実際ありました。そういうことも含めて我々はやはり検討しなければいけないと

いうことで、先生がおっしゃるような下流まで含めた中東、あるいはロシアということは、当然

検討の視野に入れていくという話だと理解をしています。 

○西山石油精製備蓄課長 

 ２点目のパンパシフィックということですが、まずファクトとして、橘川先生もご承知のとお
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り、各社とも海外、特にシンガポールの人員を増強して、外国人のトレーダーを含めて要員を拡

充してきているということでした。それは差金決済だけではなくて、自分のところの玉も含めて

サプライチェーンをきちんとつなぐときに、海外拠点を非常に強くしているというのは、まさに

日本での輸出、あるいは原油の輸入も含めて有利です。それからベトナムで投資された企業であ

ったり、ほかから玉をオフテークできる案件を持っている企業であったりというのが、太平洋、

あるいは上流の中東も含めたことかもしれませんが、そういう姿勢を鮮明にしてきているという

ことだと理解しています。座長から言われれば、調査はやります。 

○小林プレゼンター 

 ３つ目のＩＭＯのところなんですけれども、ちょっとこれは私も今勉強中で確たる答えは持っ

ていないんですが、要は今、バンカー重油に入っている減圧の残渣というんでしょうか、あれが

うまくさばけなくなってしまうんではないかという危機感がありまして、それは分解装置を幾ら

稼働させてもボトムはボトムとして出てきてしまいますので、それをどうするんだという問題が

あるというふうに思います。 

 私も答えがないんですけれども、当然ああいう規制がもう３年後に入ってしまうということで、

重油の基材油の構成も変わってくる。そうすると、製油所の運転から原油の選択もひょっとする

と変わってくるかもしれない。その中でいろいろな動きが出てきますので、トレーディング能力

を高めておくことによって、そこでうまく何か収益機会がつかめるかもしれないかなという気は

いたします。 

 すみません、こんな答えで。 

○橘川座長 

 森さん、お願いいたします。 

○森氏（長谷川委員代理） 

 すみません、意見になるんですけれども、まず大前提として、先ほどから国によって成長です

とか成熟という、こういう仕分け方もあるんですけれども、今後起こり得ることは、世界的に石

油の市場というのは効率化されていきます。この背景にあるのは、特に石油製品ですね、この商

品特性が今後変化していくと。世界的に効率化される背景にある特性の変化は、環境への大きさ、

環境に与える大きさ、これはやはり過去に比べても非常に世界中で重視されてしまっているとい

うことです。 

 あともう一つは、今ちょっとＩＭＯの話も出ましたけれども、従来から長い間、石油を支えて

きた連産品、要は蒸留装置に入れるとガソリンが出てきて、軽油が出てきて、灯油が出てきて、

最後に重油が出てくる、バンカーが出てくるという、この需要構造が崩れるんですね。電気自動
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車等の技術の発展によって、ガソリンという商品の需要は、特に先進国を筆頭になくなっていき

ますし、ＩＭＯの規制というのは、やはりバンカーの需要に大きく影響すると。こういったやは

り商品特性の変化を受けて、世界的に石油市場というのは効率化されていきます。 

 実際にこれは起こっているのが、北米の例ですとか、あるいは第３回のプレゼンでも話があり

ましたけれどもＥＵの例ですとか、要は地域市場、国単体ではなくて地域で石油という市場は効

率化されていくという流れはもう始まっていますし、まさに今後、本当にパリ協定もちょっと行

方がわからなくなっていますけれども、環境への意識の高まり、あるいは連産品構造が崩れると

いう中で、ますます効率化というのは進んでいきます。 

 その中で、日本がどういう位置づけにあるかというと、非常に不利な立場にあります。 

 １つは立地的な問題ですね。やはり一番遠いところにある非資源国であると。もう一つは、こ

れはやはり地域の地政学的な問題です。本来であれば、アジアも中国、日本、韓国、これは多分

アジアの中でも一番大きなマーケットになり得るんですけれども、地政学的な問題で、日本、中

国、韓国が一つの市場になって効率化というものが進むことは、非常に想像がしづらいと。 

 その中で日本としてどうするかなんですけれども、まさにこれは西山課長がおっしゃっていま

すけれども、石油のもう一つの特性ですね、生活必需品でありますし、経済への影響も含めた戦

略商品であると。これをやはり安定供給、ライフラインとして守らなきゃならない。そのために

独自の効率化をしなければならない。地域等に頼らない形で、こういう意味では日本はやはり世

界でも特殊で、一番難しい立場にあると思います。 

 やはりそれをやるためには、企業努力だけに頼るのではなくて国が一体になってやるという、

この本研究会の取組というのは非常に意義がありますし、今後も継続的に取り組むものと私は思

います。 

 以上です。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 

（２）石油業界の国際競争力強化に向けた取組について 

○橘川座長 

 今の話は多分次の議題にもつながっていくと思いますので、岩井委員のプレゼンテーションを

頂戴して、その後、また国際競争力と絡めながら海外展開の話もしていきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○岩井委員 
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 それでは、私のほうからご説明させていただきます。 

 石油連盟で政策委員会副委員長を務めております岩井でございます。このたびはプレゼンテー

ションの機会をいただき、ありがとうございます。 

 本日は、石油業界の国際競争力強化と総合エネルギー産業化に向けた取組について、ご説明さ

せていただきます。 

 最初に、現在の石油業界を取り巻く状況につきまして、２ページ目以降で簡単にご説明させて

いただきたいと思います。 

 スライド番号が右下にありますが、３ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 ３ページ目のレジュメでございますが、左下のグラフのとおり、石油は2030年においても一次

エネルギーの最大シェア約３割を占める見通しでございます。石油の安定供給の確保が、極めて

重要な政策課題であると認識しております。また、右下の図にあるとおり、石油はエネルギーと

して利用されるだけではなく、石化製品や潤滑油などの原料として国民生活に必要不可欠な資源

でございます。 

 続きまして、４ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 左のグラフのとおり、国内の石油需要が構造的に減少していくことが見込まれる中で、石油各

社は、それぞれの判断で、これまで設備能力を削減するなど、設備の適正化に向けて取り組んで

きたわけでございます。 

 それから、右下の黄色いところでございますけれども、2017年３月末が高度化法二次告示の期

限となっておりますが、もし各社が全てトッパーの削減で対応した場合は、能力的には40万バレ

ルぐらい削減される見込みであるということでございます。 

 続きまして、５ページ目をご覧願いたいと思います。 

 これは、これまでの元売各社の再編・統合の経緯を説明した図でございますが、競争力強化や

効率化のため、さまざまな再編、統合を繰り返してきております。そして、皆様もご存じのとお

り、本年４月１日からＪＸグループと東燃ゼネラルグループが経営統合を行うことが決まってお

るところでございます。 

 続きまして、６ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 ６ページ目でございますが、国内の需要の減少が見込まれる中で、国内の精製能力を国内の供

給だけでなくどのように活用していくかについて、ご説明させていただきたいと思います。 

 １つは、アジアの新興国に対する製品輸出の拡大でございます。左下のグラフのとおり、アジ

ア及び大洋州地域の石油需要は将来増加していくことが見通されている中で、こうした国々の成

長の果実を積極的に取り込んでいくため、輸出拡大に向けた取組が重要であると考えているとこ



17 

 

ろでございます。もう一つは、ガソリン留分から高付加価値の石油化学製品を生産するという石

化シフトに向けた取組の拡大でございます。 

 こうした取組により、企業の経営基盤を強化し、石油サプライチェーンのさらなる生産性向上

と強靱化、すなわち石油の安定供給の確保を推し進めることが重要であると考えているところで

ございます。単なる石油精製能力の削減では、石油の安定供給に支障を来すということになると

考えております。 

 続きまして、７ページ目をご覧願いたいと思いますが、ここからは、こうした取組を加速させ

ていくための製油所・コンビナートの国際競争力強化について、ご説明させていただきます。 

 次の８ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 まずは、製品の高付加価値化など、石油の「ノーブル・ユース」の推進に向けた取組でござい

ます。 

 今後とも石油をより有効に活用してくために、製油所設備の高度化を図っていくことが必要と

なると考えております。具体的には、ガソリン留分から高付加価値の石化製品を増産するための

設備、あるいは重質油を分解してガソリン、灯油、軽油などを増産する設備、それから残渣油を

利用して発電を行う設備の増強などが、この辺について取り組んでいく必要があると考えている

ところでございます。 

 続きまして、９ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 この左の図は、千葉地区における違った企業の製油所同士の連携の事例であり、コスモ石油と

東燃ゼネラル石油の連携でございます。複数の製油所が連携することで、１つは設備稼働の適正

化、２つ目には原料制約の緩和、それから３つ目が製品の高付加価値化などの効果が期待できる

と考えているところでございます。これからは、製油所同士の連携のみならず、石油化学などの

業種を超えた連携を行うことも、製油所の生産性を高めていく上で非常に重要であると考えてい

るところでございます。 

 続きまして10ページ目でございますが、今後、世界に供給される原油につきましては、シェー

ルオイルやオイルサンドなど、非在来型の原油の比率が増加していくということが見込まれてお

ります。製油所の競争力強化や原油調達の多様化のためには、こうした非在来型原油の活用が非

常に重要なポイントの一つになると考えているところでございます。 

 しかしながら、こうした非在来型の原油につきましては、酸性度や硫黄分が高いこと、ガソリ

ンや軽油の得率が低いこと、あるいは従来の設備だけでは処理が困難であることなどの課題がご

ざいます。このためには腐食の防止対策や、あるいは分解装置の増強を強めるということが重要

となるわけでございます。 
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 業界といたしましては、こうした対策を進めていくことが非常に重要だと考えているところで

ございますが、政府におかれましても、引き続きこのような取組に対する支援の維持、強化をよ

ろしくお願いしたいと考えております。 

 続きまして、11ページ目でございます。 

 先ほど来、議題になっております内容でございますが、このページには、全てではありません

が、これまでの石油各社による海外での展開事例を記載しております。先ほどご説明しました輸

出の拡大に向けた取組に加えて、堅調な需要が見込まれるアジア、あるいはオセアニアにおいて、

記載のような石油精製、あるいは販売分野、あるいは石油化学の分野における海外展開も重要に

なってくると考えております。 

 また、ここには細かくは記載していないのですが、高付加価値化製品の一つとして、東南アジ

アを初めとする世界の各国で、主に自動車用潤滑油の製造販売事業を展開している会社もござい

ます。先ほど西山課長様からのご説明にもありましたとおり、政府におかれましては、海外事業

展開に当たっては、外資規制の緩和や事業許可の取得などに際し、相手国政府や国営石油会社へ

の働きかけなど、民間企業だけでは対応が難しい事案に対するご協力をよろしくお願いしたいと

考えているところでございます。 

 続きまして、12ページ目でございますが、総合エネルギー産業化に向けた取組についてご説明

させていただきたいと思います。 

 次の13ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 左下の図にありますとおり、石油業界は、総合エネルギー産業化に向けて、石油精製、元売事

業をコアとしつつ、電力やガス、このような事業への展開を図っております。 

 2015年以降、電力、ガスのシステム改革が進められているところでございますが、政府におか

れましては、引き続き公平な競争を促進するための環境整備をお願いしたいと考えているところ

でございます。 

 14ページ目に移りたいと思います。 

 石油各社による発電事業への取組の事例でございます。 

 石油のノーブル・ユースの観点から、石油の残渣部分を活用した発電のほか、石炭や天然ガス

発電、あるいは再生可能エネルギーを活用した発電など、各社がそれぞれの特色を出しながら、

さまざまな電源開発、電源投資を行っているところでございます。 

 表に書いてあるとおりで、細かい内容についてのご説明は省きますけれども、かなりの企業が

このような形で発電事業に取り組んでいるというところでございます。 

 続きまして、15ページ目でございます。 
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 こうした電源投資を背景として、昨年４月の電力小売全面自由化を受けまして、複数の石油企

業が、一般家庭向けの小売電気事業に新規参入しております。 

 また、本年４月に控えたガス小売の全面自由化への対応といたしましては、石油連盟として、

ガス市場の競争活性化のため、ＬＮＧ基地の第三者利用に当たっては、消費寄託方式を採用する

ことなど、さまざまな意見を発信してきております。総合エネルギー産業化への取組を進めるた

め、今後とも各社がそれぞれの強みを生かした、新たなビジネスチャンスを追求してまいりたい

と考えているところでございます。 

 プレゼンテーション内容は以上でございますが、最後に１点、前回の研究会での議論を踏まえ

て、本日、参考資料の１として意見書を配付させていただいております。前回も、口頭ではお話

しさせていただきましたが、今回この資料を配付して、私どもとしての意見を申し述べさせてい

ただきたいと思っているところでございます。 

 この内容につきまして、意見として３点ほど申し述べたいと思います。内容につきましては、

後ほどご覧願いたいと思いますが、１点目は、前回の研究会におきまして、事務局の資料の記載

にあった内容についてでございます。 

 通知価格の建値化により、「小売価格が高止まりするなどして消費者の利益を損なう」という

ご指摘がございましたが、現在の仕切価格決定プロセスでは、原油コストや直近の市況を踏まえ

た仕切価格を前もって提示し、その後、実際の市況動向に応じて、あるいは系列維持の観点、他

社との競争との観点から修正していくというものでございます。ご指摘は当たらないものではな

いかと考えております。 

 それから２点目は、仕切価格に対する特約店への説明や対話についてでございます。 

 仕切価格の決定や修正のプロセスにつきまして、さまざまな機会を通じまして元売各社は特約

店への説明や対話を実施していると私どもは理解しております。例えば昨年12月に示されました

石油流通課のヒアリング結果によれば、多くの元売が仕切価格のフォーミュラを特約店に開示し

説明しており、全ての元売が特約店との値引き交渉を行っているとのことでございます。 

 さらに、特約店間の格差を合理的なものとするために、個別の値引き申請を、周辺市況や他の

特約店との関係を勘案して、本社で承認しているという会社もございますし、あるいは支店承認

の場合でも、本社の指示書に基づいて対応を統一化させたり、値引きの限度や、あるいは許容範

囲を定めて格差を合理的な範囲にとどめたりするなどの取組を行っているということでございま

す。加えて、独禁法遵守のマニュアル策定や社内の監査などによりまして、全ての元売がコンプ

ライアンスの徹底を図っているとのことでございます。 

 私どもＪＸの事例で申し上げますと、コンプライアンスにかかわる社内規定の徹底を図るとと
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もに、本社から支店に対しまして独禁法、あるいは税法等の観点から価格対応を類型化し、でき

ること、できないことを明確に区別しまして差別的な取り扱いをしないよう徹底を図っていると

ころでございます。 

 それから最後、３点目でございますが、仕切価格の決定方式のあり方についてでございます。 

 これまでの資料や、あるいは一部の委員のご発言からは、「自主的な、あるいは合理的な経営

行動を促すため、仕切価格の建値化は改めるべき」というご意見があったものと認識しておりま

す。これを踏まえまして、今後、各元売は、みずから精製・販売、双方が経済合理的な事業活動

を行えるよう、仕切価格の決定方式のあり方を再検討していくということが必要になると考えて

いるところでございますが、一方で仕切価格の決定方式を具体的にどうするか、この辺につきま

しては民間事業者の判断に委ねるべきであり、政府が、そのあり方の詳細にまで踏み込むべきで

はないと、このように考えるところでございます。 

 私からの意見及びプレゼンテーションは以上でございます。どうもありがとうございました。 

○橘川座長 

 参考資料１以降のことは、次の河本委員のプレゼンテーションの後で議論したほうがいいと思

いますので、時間の節約上、今プレゼンテーションを通してお願いいたしましたけれども、その

前の資料４のところを中心に、まず質疑応答、ご意見を賜りたいと思います。 

 飛田委員、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。岩井様、ご説明ありがとうございました。 

 今お伺いしていた中で９ページ目に当たると思いますが、昨今、大変大きな合併が行われてい

て、私たちも消費者として関心を持っております。今後の方向づけ、また現に進行中であるとい

うことなんですけれども、最近大きな事故も起こりまして、私たち一般的に心配しますことは、

ノーブル・ユース等に向けた新しい取組や発電に、進取の気風がおありになって現実に進行して

いるとは存じますけれども、まず保安ですね。これは社会的にも環境汚染だけでなくて周囲の皆

さんの不安をかき立てていることと思います。 

 大気汚染や事故による化学物質の流出等、健康を脅かすような問題は、合併に伴う何らかの問

題があったのかどうかよくわかりませんですが、そういう問題が起こらないよう、こちらの保安

の面も進化させていただきたいと願っております。 

 そして、全体的にノーブル・ユース、それからシェールガス等を使う、シェールオイルを使う

というような方向づけの中で感じておりますことは、一方では再生可能エネルギーなどの電源投

資も行われるということで、これは消費者としては大変歓迎すべきことと思っております。やは
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り低炭素化を図っていくということは、私たち全体に課せられている、消費者を含めまして全体

に課せられている課題だと思いますので、ノーブル・ユースに当たっては、また新しい事業への

取組に当たっては、その点について環境負荷の低減化を図っていただきたいと願っております。 

 またこれから合併が進むとガソリンなどの小売製品がどのようになっていくのか、どうももう

ほぼ内容的には変わりがないのかなと思いながらお話を伺っておりました。 

○橘川座長 

 少しまとめて、ほかにもご意見が出るかと思いますので。 

 それでは牛島委員、お願いいたします。 

○牛島委員 

 ありがとうございます。４ページから６ページぐらいのところの資料に関しての質問なんです

けれども、結局これは17年３月がまだ来ていない状況で、なかなか申し上げにくいことかもしれ

ないんですけれども、結局、石連さんとしては、国内の精製能力の一層の削減というのは余り必

要なくて、むしろ余剰化してくる能力を輸出なり、その他の用途に向けていくということで対応

可能であるという認識なんですか、ということですよねということなんですが、その場合に、た

だ国内の需要は明確に減少されていくということが示されているわけで、そうすると、どんどん

余剰能力というのは出てくるわけですね。 

 そうすると、それをどうやって処理するかというところで、今日も先ほどの小林さんのお話等

でもありましたが、輸出市場での競争というのも当然必然的な選択肢になると思うんですが、そ

のときに今ご紹介いただいた取組というのが、現状直面している非常に厳しい競争環境の中で、

どういうふうに輸出競争力の強化につながっていくのかというのが、ちょっと私、素人でよくわ

からなかったので、できればもう少し教えてくださいということが一つです。 

 もう一つは、総合エネルギー企業への転換ということで多角化の試みというのを幾つかご紹介

いただいているんですけれども、その中で例えば電力の小売みたいなのは、これはかなり多くの

業態の企業が参入している分野なわけですよね。そうすると、この中で石油精製元売企業さんと

しての何か独自な強みというのはどこら辺に求められるのかというのも、できたら教えていただ

きたいと思います。 

○橘川座長 

 大分出ましたので、岩井さん、お二方のご質問にお答えられる範囲でお願いします。 

○岩井委員 

 全部答えられるかどうかわかりませんが、まず１点目として、和歌山の事故につきましては、

私どもからも石油連盟としておわびを申し上げたいと思います。住民の皆様に避難していただく
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ような、非常に大きなご迷惑をかけてしまったということで、心からおわびを申し上げたいと思

っておるところでございます。 

 この原因については、これからお調べになることだと思うんですけれども、この内容は統合に

よるとか合併によるものであるかということについては、そういうことに起因して起こったもの

ではないと考えているところでございます。しかし、これはあってはならないことでありますの

で、心からおわびを申し上げたいと思います。 

 それから、あとは輸出の競争力強化の質問がございました。これについては、表でご説明して

いますとおり、これだけの需要量が2020年度に向けて減っていくということでございますし、あ

る程度の能力の削減は、各社がこの３月末に行う方向になるのではないかと思っているところで

ございます。 

 これによって、余剰能力は一定程度落ちつくとは思っております。今後ＥＶの普及も考えられ

ますし、灯油や軽油の需要も減ってきているということで、また大きな変化が起こるかもわから

ないですけれども、とりあえずはこれで落ちつけて、ある程度持っている能力を捨ててしまうの

ではなく、これを有効活用して何とか海外に出ていきたい、輸出していきたいと、このように考

えて今取り組んでいるところでございます。そのために桟橋の能力を増強するとか、あるいはき

ちんとしたタンクを持つとか、船をきちんと確保するとか、こうした努力は必要だということで

考えているところでございます。 

 それから、先ほど環境に対して優しいことをやっているかというご質問がありましたが、石油

自体がご存じのとおり、先ほどご説明をさせていただいたとおり、一次エネルギーの３割程度ま

で落ちていくことで、ＣＯ２の削減にはかなり、これは結果的に寄与するのではないかと思いま

す。石炭もある程度ＣＯ２を出さないような発電に動きつつあるということで、この辺について

は注意しながらやる必要があると思うんですけれども、このほかには、やはり先ほどご説明しま

したように、例えば発電事業の取組みとしまして、再生可能エネルギーに取り組んだりしていき

たいというように考えているところでございます。あとは燃料製品を化学品に転換しますと、少

しはＣＯ２の削減に寄与すると考えているところでございます。 

 そのほか、お答えできていないところがございましたら。 

○橘川座長 

 佐藤さん、お願いします。 

○佐藤委員 

 意見になりますけれども、２点ほどありまして、１点目は、このプレゼンにあるとおり、今後

が設備能力の削減だけで終わるということではないと思っております。環境問題、そしてＩＭＯ
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を含めて、やはり二次装置などについていかに高度化して使っていくのかというところが大変重

要になってくると思います。 

 その上で２点目ですけれども、高度化のところは、生産性を上げること、あるいは石化とつな

げていくということでありますが、このあたりが日本の強みになってくるとすれば、海外展開と

のリンクもしっかり考えていくべきかと思います。海外に持っていけるような形で、この高度化

だったり、あるいは石化とのインテグレーションだったりというところをつくり上げていくべき

です。１社１社、あるいは製油所ごとなど、そこだけでしか通用しないやり方ということではな

くて、日本の石油精製業界の強みとして、海外との差別化が図れるような形で組織知にしっかり

仕立て上げて、これを進めていくということが重要なのではないかと思っております。 

○橘川座長 

 私もちょっと一言。岩井さんが言われることは基本的に賛成なんですけれども、民間企業が設

備についても決めるべきだし、仕切り価格についても決めるべきだと。それは賛成で、私は一次

告示のときから強制措置でそういうことを決めるのはちょっとおかしいんじゃないかということ

を申し上げてきました。 

 そうすると非常に単純な疑問なんですけれども、今、三次告示が議題になろうとしているとき

に、むしろ政府が何かを決める前に民間側から先に、例えばこうなりますというわけじゃないん

だけれども、こういうシナリオもあり得ますとかという提案を、設備の問題についても仕切り価

格についても言われるというのが何かすっきりするし、今の枠組みは、多分誘導的規制という枠

組みで事は動いているんですけれども、それを誘導的支援という、そのゲームチェンジャーとし

て枠組み自体を変えられるんじゃないかと思うので、そういうお考えはないんでしょうか。 

○岩井委員 

 アドバイスありがとうございます。ぜひ検討を至急させていただいて、次回、あるいは次々回

にお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○橘川座長 

 ほかはいかがでしょうか。 

 それでは一旦よろしいでしょうか。多分、次の議題が一番大きな議題になる可能性があります

ので、既に一部入っていますけれども。 

 

（３）公正な競争環境の形成に向けた石油流通業界の取組と提言 

○橘川座長 

 資料５に基づきまして、全石連の河本さんからプレゼンテーションをいただきまして、先ほど
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の岩井さんのご意見も含めて議論したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○河本委員 

 ありがとうございます。お手元の資料の公正な競争環境の形成に向けた石油流通業界の取組と

提言ということで、いろいろ何度も言わせていただいております。 

 めくっていただきまして２ページでございますが、ＳＳの役割①ということで、災害時の燃料

供給拠点イコールＳＳは最後の砦というふうに言われておりまして、写真にありますように、い

ろいろな形で総合防災訓練に参加などをしておるわけでございます。 

 次のページでございますが、３ページでございます。 

 ＳＳの役割の２番目、ＳＳ過疎地域における安定供給ということでございます。非常にＳＳが

減少しているのは、逐次ご説明しておるとおりでございますが、例えば自治体におきまして、こ

の真ん中にあります和歌山県すさみ町というところでは、道の駅に隣接する閉鎖中のＳＳの買い

取りを実施して、このタンクについては資源エネルギー庁が支援すると、こういう取組があると

いうことをご報告申し上げたいと思います。 

 それから４ページが、離島における安定供給。これにつきましても、いつも申し上げておりま

すけれども、離島のほうは住んでおられる方は大変物価が高くて苦労しておられるわけでござい

ますけれども、平成28年度におきましては176の島、23万世帯、計57万人におきまして、リッタ

ー当たり７円から最高70円までの値引きを設定していただいておりまして、その補助をさせてい

ただいているということでございます。 

 それから５ページからが、この精製・流通マージンの推移ということでございます。 

 これにつきましては、精製マージンが青、流通マージンが赤でございますけれども、2008年、

すなわち仕切り方式がＣＩＦ連動から市場連動へ変わるタイミングからとってみたわけでござい

ますが、始めのうちは精製マージンと流通マージンが非常に連動しておったわけでございますが、

どういうわけか片一方が上がると片一方が下がるという、こういう状況が、これは平均でござい

ますが出ておりまして、これをどういうふうに見るのかということは、皆様方の判断に委ねたい

と思いますが、現実にはこういう計算が出ておるということでございます。 

 それから、６ページでございますが、個別具体的なマージンでございます。これにつきまして

は、私どもの石油協会のほうの経営実態調査のアンケートによりますが、月間40キロ未満の非常

に小さいところ、これにつきましてはリッター0.2円しかないという統計が出ておりまして、こ

の結果、やめる人が多くなり、いわゆるＳＳ過疎地問題が発生する可能性が大きいと、こういう

ことでございます。 

 めくっていただきまして７ページでございますが、元売の出資子会社の小売進出による中小販
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売業者のシェアの低下ということでございます。 

 これも平成16年度から27年度におきまして、ガソリンの販売シェアを見たわけでございますが、

この青い斜線の部分がいわゆる特約店の部分で平成16年、10年ちょっと前には７割ぐらいあった

販売シェアが今や６割弱になっておるということでございます。これは販売シェアでございます。 

 それに対しまして、元売の直営は、この赤いところでございますが、13.7から22.6ということ

でございまして、いろいろな経緯がありましょうけれども、結果としてはこういうことになって

いるということで、これをどう評価していくかということにつながってくるわけでございます。

今は全体の４分の１から５分の１のシェアになっておるということでございます。 

 それから、８ページは大阪の千里ニュータウンというところで、どういうところが減ってどう

いうところがふえたかということでございますが、地場業者が減って子会社がふえたというデー

タをとったわけでございます。 

 ９ページからが本来の議題といいますか、問題提起でございまして、不当廉売問題に対するこ

れまでの全石連の取組ということでございます。 

 これにつきましては、私も17年間お世話になっておりますけれども、公正取引委員会に対しま

していろいろと、よく言えばよい議論をさせていただき、岩成さんの諸先輩、もうやめられた方

もおられますが、大変議論をさせていただいて少しずつ進んでおるのでございますけれども、な

かなか現実には難しい。 

 １番にありますように、ガソリンの不当廉売のガイドライン、これは例えば平成21年12月に④

でございますが、改訂されたものによりますと、注意、注意ばかりだと。そこで１年間に３回以

上注意を受けた人は厳重注意というのをやってもらうことになったんですが、この厳重注意もあ

くまで行政指導なので、厳重というのがついているだけで、結果としてはなかなか変化がないん

ですが、時には呼び出して「こら」と言って怒られることもあるというふうに伺っております。 

 それから２番が課徴金の導入でございます。 

 これについては、排除措置命令を受けて10年以内にもう一回やった場合、これは課徴金がかけ

られるということでございますし、また文書提出命令という法改正もやっていただきまして、こ

こでは法律の先生方も呼んでいただいて提言をまとめさせていただきまして、民事訴訟法の例外

として、営業秘密にかかわる文書であっても、例えば仕入れ価格とか仕入れの先とか、そういう

ことについても裁判所が提出を命ずることができる旨の特則規定をつくっていただきました。 

 （３）は、不当廉売を申告してもずっとたって、後から「アウトです」と言われても遅すぎる

ので、２カ月を原則として結果を出していただくと。これは大変なことだというふうに伺ってお

りますし、（４）の流通実態調査に至っては、いろいろなところからヒアリングをしていただい
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て、本当に立派なレポートをまとめていただいているということで大変感謝しておるわけでござ

います。 

 それで、10ページが具体的にどういう不当廉売の措置があったかということでございますが、

課徴金は10年に２回ですから今のところ例はございませんけれども、排除措置命令は３件ござい

ます。和歌山とか栃木でございます。また、警告については16件ございます。 

 この10ページ、右側のほうにありますけれども、赤く丸をつけているところですね。最近にお

きましても、注意は石油だけというわけではございません。石油は７割を占めておるということ

でございまして、まだ諦め切っていないと、家電製品とか酒に比べて頑張っておるということで

ございます。 

 それから、11ページが具体的な排除措置命令の事案とか警告の事案とかがあるわけでございま

すが、最近ではＰＢの事業者に対する警告として、平成27年12月、コストコという愛知県常滑市

に所在するところでございますが、これについても警告を出していただいたということでござい

ます。 

 それから、12ページになりますけれども、先ほど申し上げましたように、不当廉売申告事案に

対する注意件数がふえておるわけでございますが、その中では、やはり系列と業転との格差、こ

れが余りにも大きいという声が圧倒的に多いわけでございまして、現実にはそういうことだとい

うことでございます。 

 また、真ん中にある公取のガソリンフォローアップ調査、去年の４月に出していただいたレポ

ートでも、元売販社において不当廉売、あるいは差別対価等の問題がある場合は、独禁法上問題

になることに留意してくださいというふうなことも書かれておりますし、この12ページの一番最

後にあります抑止力強化策の検討では、今までの改訂でもなかなかだめだということで、さらに

不当廉売のガイドラインにつきまして、見直しを公取に申し入れていきたいということでござい

まして、抑止力の効果、強化、これをもっともっと強くしていただかないと、みんなが何回やっ

てもうまくいかないということでございます。 

 それから、13ページは不当表示の問題でございまして、これは写真が出ておりますけれども、

113円のやつのところの小さい字で、これはもう虫眼鏡がなければ見えませんが、こういう例が

あるとか、マイナス４円としか書いていないとか、本当に消費者にとっては飛田さんに叱られる

ような案件が多々あるわけでございますが、これにつきましても、私どもとしては遅ればせなが

ら、ガソリンスタンドにおける価格表示の適正化ガイドラインというものをつくりまして、みん

なでやっていこうではないかと、こういうことなのでございますが、何せ強制力はございません

が、これにつきましてもどんどん消費者庁に訴えていこうじゃないかというふうな話もしておる
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わけでございます。 

 それから、14ページでございますが、元売子会社問題。先ほどありましたように、シェアが非

常に大きくなっております。今は本当に一番大きいといってもいいぐらいのグループに入るわけ

でございますが、これにつきましても販売子会社の、まさか仕切り価格に差があるけれども、何

か差別対価的なことが内部で行われていないかとか、そんなような疑問を持っておる人も中には

おりますので、ぜひエネ庁のほうで販売状況とか内部補助等につきまして、定期的にヒアリング

を行っていただいて、まさかではございますが、そういうことがないようにお願いを、懸念を払

拭していただきたいということでございます。 

 15ページが需給ギャップの解消ということでございまして、岩井さんのほうからもいろいろ説

明がございますけれども、廉売事案が起きることの背景の一つには、やはり供給過剰問題がある

というふうに私どもは考えておりまして、もちろん設備廃棄をしたら全て終わるとかということ

は考えておるわけではございませんし、原因がそれだけではないことはわかっておるのでござい

ますけれども、設備の最適化ということをやっていただいて、それで供給量が余りにも供給過剰

にならないように、もっと言うと業転と系列との価格差が大きくならないようにしていただかな

いと、結局業転を買えない業者がやめていくと。いわゆる過疎地がふえていくということにつな

がってくるわけでございますので、この計算方式も下にありますように、需給ギャップが少しず

つ大きくなっていきます。余剰能力が大きくなっていきますという理論的な計算もここにござい

ますけれども、別にそれをもって我々はこれが絶対正しいとか、あるいは輸出は入っていないん

だけれども、では輸入はどうなんだとか、そういう細かいことは申し上げませんけれども、稼働

率も100％で計算しておりますし、いろいろ問題はあると思いますけれども、要するに私どもの

業界の声は、業転との格差が余りにも大きい、その原因は供給過剰にあるんではないかというこ

とを強く主張しているものですから、そういうふうに申し上げたわけでございまして、個人的に

言いますと、本当にあれだけアジアから輸入が入ってくる可能性が大の中で、どこまで本当に輸

出ができるのかということについては、やってほしいですけれども、個人的にはそう思いますけ

れども、もしそういうことがそんなにできないということであれば、そこはもうちょっとよく考

えていただきたいなというのが私どもの切なるお願いでございます。 

 それから、16ページが取引慣行ガイドラインというのがあります。これにつきましては、先ほ

どから去年、おととしぐらいから安倍総理のお声かけで、下請企業に十分利益が回っていないん

じゃないか、アベノミクスの利益が回っていないんじゃないかというお話があって、現在16業種

についての業種別のガイドラインがあるというふうに聞いております。 

 中では価格決定方法の適正化、コスト負担の適正化、支払い条件の改善というようなことが論
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点になっているわけでございますが、石油が別に下請だというわけではありませんけれども、こ

ういったことも参考にしていただいて、この16ページの黄色い枠にありますような、石油流通に

係る取引慣行ガイドラインといったようなものをつくっていただきまして、少しでもＳＳの事業

者が不透明な取引慣行の中で商売ができないようにといいますか、透明な取引慣行の中でできる

だけできるような形でやっていただければ、ＳＳの廃業者が少しでも減るんではないかと、こう

いう期待を込めてご説明を申し上げた次第でございます。 

 ありがとうございました。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのプレゼンテーションに基づきまして議論を始めていきたいと思います。 

 いかがでしょうか。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。 

 前回に続いて出席させていただいております。今まさに河本委員からのお話にもありましたと

おり、公取委のほうで、もちろん独禁法というのは全ての業界を対象にしている法律ですけれど

も、ガソリンの関係では、特に不当廉売や差別対価の問題ということで、以前からガイドライン

を発出したり、あるいは途中でお話もありましたけれども、事件の迅速な処理を行っていたり、

あるいは前回も議論になりましたけれども、昨年の４月に実態調査の報告を出したりということ

をしているところでございます。 

 その上で、先ほどのお話の関連で二、三点、議論の前提ということで触れておきたいと思いま

す。初めに12ページの提言①のところでございます。 

 下のところに２つご提言がありまして、１つはガソリン不当廉売等ガイドラインの見直しとい

うことで、元売販売子会社やＰＢ事業者等について、どのようなケースが問題になるのかという

ことを明確化をしてほしいという点があったかと思います。 

 この点は先ほど言いましたとおり、ガソリンのガイドラインというのは公正取引委員会におい

て既に発出をしておりまして、それで元売販売子会社がカバーされていないかというと、そうい

うわけではありません。元売販売子会社による不当廉売、あるいはそれに関連する差別対価の問

題というものも、現在のガイドラインでカバーされているということになります。つまり、元売

の販売子会社だけに異なる基準が適用されるわけではないということですので、現在のガイドラ

インで考え方としては既に明確になっているということかと思います。 

 それから２つ目、そのすぐ下ですけれども、何度注意されても云々というところであります。 
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 抑止力強化策ということでご提言がございますけれども、まず注意とは何かというのを確認的

に申し上げておきますと、独禁法違反があったときに注意を行うというわけではありません。つ

まり、注意を行うのはどういうときかといいますと、独禁法違反の疑いのある行為が認められな

い場合であっても違反につながるおそれがあるというときに、違反行為の未然防止のために行う

というものでございます。 

 つまり、違反と認定したわけではないということになりますので、注意が複数回あったからと

いって何か制裁を加えたりとか、あるいは事業者名を出したりとか、そういうことは適当ではな

いということになります。 

 それからもう一点だけ、最後の16ページの提言⑤のところでございます。 

 こういったガイドライン、石油流通についての望ましい行為を出していくということについて

は、前回も私も申しましたけれども、基本的に望ましいことであると考えております。一方で、

そういった取引適正化の観点から望ましい行為と、独禁法で違反になるような行為とは、明確に

区別をして発信するということが重要だと思います。 

 公取委が先ほど申したようなガソリンのガイドラインなどで明らかにしている行為というのは、

独禁法で違反になる行為、違法な行為ということになりますので、望ましい行為というものと違

反行為というものの線引きを曖昧にしないという意味では、こういった16ページの下のほうで書

かれているような取引慣行についてのガイドラインというのは、一義的にはこの業所管官庁であ

る資源エネルギー庁さんのほうで策定されていくということになろうかと、それ自体は望ましい

方向かなと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○橘川座長 

 それでは委員の方々、いかがでしょうか。 

 飛田委員、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。河本委員からのご説明をいただきました。 

むしろこれは国に対するお願いでもあるんですが、この最初の２、３、４あたりですね。これは

石油製品、ガソリン等にかかわらず化学工業品なんかも含めてそういうことは言えるんですが、

特にここに絞って申し上げますと、どこに住んでいても国中の方が安定供給を受けられるという

こととか、それは過疎地を含めてですね。災害時の場合にはもちろん元売と小売の協力のもとに

なんですが、行政として燃料の供給を確保するという、そういうことは基本的なことだろうと考

えるものです。 
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 したがいまして、安定供給とマージンの問題等は、ちょっと区別して考えていく必要があるん

ではないかと思っております。 

 この精製・流通マージンの推移とか、その後でのいろいろなご説明があり、そして最終的には

ガイドラインをつくったらどうかというご提案があったわけなんですが、消費者の立場からいた

しますと、この取引慣行だけにかかわらない、品質確保の問題なども含めて行政がつくるか、あ

るいは関係の各消費者なども含めてですが、関係者が自発的につくっていくということも一つの

方法ではないかと思います。 

 と申しますのは、この価格の問題で商慣習から照らしてみたときに、他に対するモラルに反す

るような行為というのが、品質の問題とどこかオーバーラップするところはないかということな

んです。それははっきり調べてみないとわからないんですが、例年、故意の混入がありましたり、

それからもう一つは、ローリーの運転士さんが誤って給油してしまったために、注油口のところ

に間違ったものを入れてしまったとか、そういうようなことによるトラブルも生じているわけで

ございます。 

 ですので、このガイドラインは結構ですけれども、故意にガソリンに灯油を入れたような人は、

消費者にとってはもう市場にいていただきたくない業者なわけです。これは業界団体からも本来

退出するべきことだろうと思います。ですから、違反に関する行為に対して、厳重注意を行うと

いうことも必要ですけれども、消費者にもこういうことを行った業者名はわかりやすく知らせる

とともに、インサイダーから出ていってもらう必要があるんじゃないかと思います。 

 アウトサイダーの問題、インサイダーの問題という視点も踏まえて、そのガイドラインは必要

だと思いますし、品質確保を含めての悪質行為を追放するというような範囲を広げたもので、先

ほど座長が言われたような、どちらかというと自発的なものがいいというご提言がありましたけ

れども、そういう意味では、私どもも随分様々な公正競争規約をつくることに関与させていただ

いてまいりました。それは業界の方々の自発的な話し合い、そしてそこに公正取引委員会の方も、

今で言えば消費者庁さんなども加わり、消費者もそこに入り、三者で三頭立ての馬車でつくって

きた経緯がございます。 

 あんまり依頼心を起こして行政に依存するということでなく、行政は過疎地とか災害時の対応

については、業界との関係のもと、また消費者に対する情報提供や、消費者にも指導をしていた

だきたいと思いますけれども、これは義務としてやっていただきまして、安定供給を行うＳＳが

どんどんなくなっていくということは大きな問題ですから、不当廉売問題などについてのガイド

ラインは必要だと思いますが、そのときには品質確保も加えていただきたいというのが消費者の

願いでございます。 
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○橘川座長 

 わかりましたけれども、ちょっと今日の論点から広がっちゃっている論点も含まれていると思

いますので、できれば取引の適正化のところを中心に議論をお願いしたいと思います。 

 では、岩井さん、お願いします。 

○岩井委員 

 いろいろ申し述べたいところはあるんですけれども、今日はちょっと絞って、河本さんのプレ

ゼン資料の提言４のところについて、２点ほどご意見を申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、過剰能力とＳＳ過疎地の問題なんですけれども、提言４の中で、あたかも石油

精製の過剰能力がＳＳの過疎地化という問題を生じさせていると、このような記述があるわけな

んですけれども、そもそもＳＳ過疎地というのはいろいろな要因があると思うんですが、例えば

人口の減少や高齢化による地域需要の減少、それはすなわちＳＳに来られるお客さんが減少して

いると、こういう部分があるわけですね。それからＳＳの後継者の不足、あるいは不在、あるい

は従業員の不足、これは人が少ないということで仕方ないということですね。それから設備の老

朽化、このほかにもいろいろとあるんですが、そういうさまざまな原因が重なり合ってこういう

ことが起こっていると思っておりまして、過剰能力とＳＳの過疎地化というのは、余り因果関係

はないんじゃないかと、非常に低いんじゃないかと考えております。 

 それから２点目なんですけれども、需給ギャップの解消が必要だということで、三次告示とか

そういう話もあると思うんですけれども、先ほど私どもがずっとお話し申し上げていますとおり、

単なる精製能力の削減というのは、将来において非常に大きな禍根を残すということで、我々と

しては精製した製品の輸出を拡大したい、あるいは石化にシフトしていくと。いざというときに

は、また製品に戻せるというような仕組みが一番いいんじゃないかと考えているところでござい

ます。 

 もし仮に国内需給をタイトにした場合でも、例えば輸入品が入ってくると、この輸入品が業転

化しますが、輸入品というのは全く規制がきかないわけです。日本では完全に輸入は自由化され

ていますので、そのようなことで日本の安定供給が可能なのかどうか、この辺もよく議論する必

要があるんじゃないかと思っているところでございます。この辺について、ご意見を聞きたいと

思います。 

○橘川座長 

 ちょっと後で河本さんにまとめてということで、石岡さん、お願いします。 

○石岡委員 

 ちょっと話が飛んで、さっきの飛田委員の発言の関係になってしまいますけれども、前回ガイ
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ドラインをどうするべきか、どういう性格を持つべきかという点についてです。先ほど岩成課長

が言われたように、合法、違法の区別をするというところを中心に議論をするのが公取のガイド

ラインになるのだとすれば、河本さんの提言５のところにありますように、合法であることの上

に加えて、望ましい行為を記載したコンプライアンスマニュアルは、本来、各事業者ごとに用意

されるものと思います。しかし、その前提というか骨格になるようなものをガイドラインに書き

込むことにはそれなりに意味があると考えております。この点は、前回の意見と重ねて、こうい

った役割分担というのは必要なのかなという点を意見で申し述べたいと思います。 

 あとは、いまここでガイドラインの扱いについて議論をするところかわからないのですが、排

除措置命令とか警告であれば多少は法的な問題として議論できるのかもしれませんが、注意を何

回出したとして、結局のところは、これは違法ではないのでありまして、そういう意味ではこれ

を何度それを出したとしても、加重されて問題になるということはないわけです。 

 こういう意味で、これは全石連の対応をちょっと聞きたい。ある意味違法の可能性があると認

識して、おそらく繰り返し繰り返し申告をされているのだと思います。独禁法というか公取に対

するアプローチというのは、これ以外にも幾つかあるわけです。そういったものを幾つか検討し

た上で、あえていまもこの方法をやり続けているのか。何か違った方法を含めて、公取へのアプ

ローチというのはしてきたのかどうか。この辺は今後どういうふうにされていくのかということ

を、ちょっとお聞きしたいなと。この２点であります。 

○橘川座長 

 それでは、そろそろ河本さん、お願いいたします。 

○河本委員 

 岩井さんの話はもっともでありまして、この15ページの「極端な廉売事案が起きることの背景

には」と、これしかないように書いてありますが、これは間違いでございまして、つい気持ちが

走ったということで、「背景の一つには」というのを本当は入れるべきだなと。きのう気がつい

たんですがもう間に合わなかったので、修正はしませんでございまして、おっしゃるとおりでご

ざいます。廉売事案は、それだけで起きるということはないというふうに思いますし、またそれ

でもって、それだけで過疎地が発生するということはないわけでございます。 

 ただ、私どもが言いたいのは、要するに何でやめていくんだと、何でやめていくんだというそ

の最大の原因が、アンケートをとりましてもいろいろな人の話を聞きましても、業転を買えない

んだと。そこにほかのＰＢとか、ＰＢじゃなくても、そういう買えるところとの格差が大き過ぎ

て、とてもじゃないけれども仕入れ値で売っている、あるいはそれ以下で売っているところは余

りにも多いというところがあるものですから、これは価格というのは基本的に需給で決まるわけ
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でありまして、需要と供給で、例えば需要のほうが高かったり多かったら、これはもう絶対そう

いうことは起きないわけであります。これは釈迦に説法でありますが、ということを申し上げた

いわけであります。 

 したがって、では緊急事態が発生して日本が沈没したときにどうするんだと、輸入もできなく

なったらどうするんだと、これはおっしゃるとおりなんですけれども、そういうことを言います

と、全てが極端な議論になってしまうわけでありますが、先ほど小林さんとか西山さんがプレゼ

ンされたように、国際的で非常に高性能の製油所がどんどん、しかも輸出志向で来ているという

ことでありますので、輸入はそんなに甘いものではないんじゃないかというのが一般的な考え方

だというふうに私どもは思っております。 

 それから、石岡さんがおっしゃった、いつまでたっても同じことをやっているんじゃないかと、

注意やってだめ、注意やってだめと、そのとおりなんです。つまり、それ以外ツールはないわけ

なんですね。昔は石油業法とかがありまして、西山課長のところあたりから一声、片目つぶった

だけで製油所の能力がぐんと落ちたりしている時代もあったわけですが、今やそういうことはな

くなりまして、本当に独禁法しかツールがない。しかも、判断基準もここにありますように、最

初は非常にアバウトなものだったんですが、総販売原価とか総販売原価の内訳は何だとか、では

減価償却費はどうなっているんだと、細かくお願いをしてつくって、そのように判断していただ

いていると思うんですけれども、結果として注意になってしまう。 

 では、ほかにどうするんだと。個人的にはいろいろ考えられますけれども、それはあくまでア

ウトローの世界でありまして、そういうことをやったら今度は私のほうが捕まりますので、独禁

法じゃないところで、こういうことはできないということになりますと、今のやり方以外はない

のかなというふうに残念ながら思っております。 

○橘川座長 

 神津さん、お願いします。 

○神津委員 

 10ページのところに「ガソリン不当廉売の措置状況」というのがありまして、そこに石油製品、

酒類、家電製品というふうに出ているんですけれども、この数字を見ていると、何となく石油製

品は高値安定というか、高値安定という言葉は適当でないと思いますけれども、そんな感じがす

るんです。もちろんふえたり減ったりというのはありますけれども、大体、大きくは変わらない。 

 こういうのを見ていると、公取委のガイドラインの制定とか改定とかというのが、機能しない

という言い方も、ちょっとこれも適切じゃないんですけれども、あるのではないかと感じます。

何かもう少し違うところにやはり要因があるんではないかなという気がしてくるんですね、この
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数字の並び方を見ていると。 

 確かに消費者の一人として見れば、石油製品の価格決定のプロセスとか、それから値段のわか

りにくさというのは色々な商品の中でも最たるもので、どうしてこの値段になったのかというの

は、それは一般的にとてもわかりにくい。それからこういう業界のことを、多少勉強するように

なればわかるのですけれども、ある種の取引慣行とか業転の存在など、通常の人間はやはり知ら

ないわけで、そういう意味では、やはり不透明さの部分というのがある分、高値安定が続いてい

るような気がどうしてもしてくるので、私はもう少し抜本的に何か、こういう不当廉売がいいと

はちっとも思っておりませんので、不当廉売をなくすためには、やはり少し別のアプローチ、石

岡さんがおっしゃったように、別のアプローチもしていかなければいけない時期に来ているんじ

ゃないかなと思いました。 

○橘川座長 

 私も神津さん、石岡さんの意見に賛成でして、議論を聞いていますと独禁法しかツールがない

と河本さんは言われたんですけれども、私は公取は日本で一番重要な審判で、プロ野球の審判よ

りもちゃんと正確な判断をしていただきたいと思いますが、それは法律で決めるわけですよね。

その合法か違法かというところで切るだけでは切れない問題があって、そこにどういう解決策を

出すのかというのが今度、今エネ庁で準備しているガイドラインと、こういう位置づけになると

思うので、非常に細かい具体的な打ち手が大事になると思うんです。 

 ９ページなんですけれども、今まで全石連はそこら辺の微妙なところを、やはり案を出して制

度を変えてきているわけですよね。多分、河本さんが中心にやられたんじゃないかと、こういう

ふうに思うんですけれども、それはアイデアの出しどころであって、アウトローな方法しかない

なんて言わないで、インローの方法で具体的な施策を詰める、そういうタイミングに来ているん

じゃないかと、ちょっと個人的な意見ですけれども、やや余人をもってかえがたい機能があると

思うので、余り投げ出さないで頑張ってほしいというのが私の意見であります。 

 上原委員、お願いします。 

○上原委員 

 いろいろな問題が石油業界には起こってきているのですが、一つは、この間から私は申し上げ

ているんですが、系列流通の要請というか、必然性がだんだんなくなってきているのではないか。

例えば元売子会社ができたり、業転も出てくるのははっきり言って、もう系列流通ではなくて非

系列流通の方向に入っていると思います。それを前提として新しい流通のあり方をもう一度考え

てみる時期に来ているんじゃないか。 

 ところで、私はこの間「コモディティ化」という言葉を言ったら、ある方が「コモディティ化



35 

 

と言われているけれども石油は重要な商品だ」と言っていましたが、もともと石油製品は必需品

の要素を持っていて、コモディティというのは決して悪い意味ではなく、必需品という意味で使

っています。一般に、コモディティ化しているものについては、ほとんど系列流通はなくなって

いて、もう非系列化してくる。石油はコモディティにもかかわらず系列流通であるためにさまざ

まな問題が起きている。 

 さらに、ガソリンステーションの機能とは何なのか、これをもう一回きちっと考えておくべき

ではないか。場合によっては、これはアメリカの流通業がよくやっているのですが、価格はメー

カーが設定して、流通業者には機能に応じてマージンが払われる、そういうことだって考えられ

るわけで、流通とかガソリンステーションの機能は何なのかということが改めて問われている時

期ではないか。 

 それから、買い物難民が生まれている。これはほかのコモディティ商品でも同じです。なかな

かこれは解決できない。これはやはりある意味では自由競争をやっていますと、どうしても人口

の少ないところには機能を設置できないのが出てくるからです。それに対して解決策というのは、

この間、私は事例で申し上げたのですが、ガソリンステーションが他の業態とうまく共同化して

多品目化することによってチェーンオペレーションを展開すると、一部の過疎地でも、ほかのと

ころとの共同で埋め合わせることができる。 

 もう一つは、ある意味では、こういう買い物難民が出てくるのは市場の失敗です。そこで地域

の行政とかを含めて、その点についてどのような方策があるかということを考えていく必要があ

ると思います。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 それでは佐藤さん、お願いします。 

○佐藤委員 

 ありがとうございます。私も感想といいますか意見になるのですけれども、この件では大きく

分けて２つの視点、すなわち売るほうと事業を運営していくほうの２つの視点があるとすると、

まず、売るほうはすでにご議論になられているとおり、不当廉売の問題等について、「公正公平

に」ということかと思っております。 

 一方、どのように事業を運営していくかというところは、さらに２つの視点に分かれると思う

のですが、まず、流通・販売に対する供給について、石油精製能力の削減だけの話で片づけると

いうことではないのだろうなと思います。 

 もう一つは、事業そのもののほうを考えますと、販売という事業モデルについて、今の上原先
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生のご意見にもありましたけれども、今後どういう形にしていくのかというところが大きなポイ

ントになってくると思っております。日本でも都市部と地域部では、需要やＳＳに対するニーズ

が全く異なってくるという中では、例えば電力でドイツがシュタットベルケのような形でやって

いるようなものを含めて、新たな事業のやり方を考えるべきタイミングと思います。まさに、今

後は需要が大きく減っていく、ＳＳの設備が古くなる、ＳＳを運営する方々が高齢化していくと

いう中で、新たな事業モデルを考えるべき変曲点にあるんだろうなと思っております。 

○橘川座長 

 森さん、いかがでしょうか。 

○森氏（長谷川委員代理） 

 私も意見というか感想になるんですけれども、切り口としては、やはり事業収益、石油産業と

いう事業収益、そこにおける商品特性の影響という観点で改めてお話をしたいと思います。 

 先ほど上原様のほうから、必需品であり汎用品というお話がありましたけれども、ちょっとこ

れはやはり同じとおっしゃられましたが、僕は考え方が違って、汎用品という要素は何かという

と、ガソリンはどこで買ってもガソリン、軽油はどこで買っても軽油と。これはやはり環境規制

が厳しくなったがゆえに、メーカーさん、あるいは販売店さんが商品で差別化をできないという

意味で汎用品化はしていますし、今後も進んでいきます。 

 一方で、生活必需品でありながら、これは石油産業の事業収益にもかかわるんですけれども、

なぜ厳しくなっているか。特に地方や過疎化している地域ですね。これはやはりマージンが汎用

品化によって下がっている一方で、コストが下がらない。なぜコストが下がらないかというと、

やはりこれは危険物であって、環境への影響が大きいと。極端な話を言えば、ガソリンをペット

ボトルに詰めて自動販売機で売れたら、それほど地域の格差はなくなるはずなんですね。ではそ

れができるかというと、やはり環境への影響がある、危険物である、こういう商品であるがゆえ

にできないと。 

 したがって、汎用品で必需品であるけれども、汎用品であるがゆえにマージンは落ちる。一方

でコストは下がらないというのが、やはり石油全体の事業収益を今後も厳しくしていく要因にな

ります。 

 そこで、河本さんのプレゼンの３ページにあるんですけれども、過疎地域における取組例で和

歌山県すさみ町の話がありますけれども、町が行う地下タンク入れかえを資源エネルギー庁が支

援と。要は、今後もふえるコスト負担を政府が何がしかの形で補助すると。これは結果として石

油産業の効率化にもつながりますし、当然、国ですとか、あるいは消費者のインタレストとも一

致するということで、こういう取組こそ、いろいろ切り口を変えて考えていくことが必要だと私
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は思います。 

 以上です。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 大分時間が近づいてきましたが、小山さんはよろしいですか。 

 河本さん、何か最後に。 

○河本委員 

 神津カンナさんの10ページの、これは数が多いのは高どまりではなくて、単に数が多いだけで

ありまして、あとの酒のほうは、実は議員立法でお酒については余り安売りできないようになっ

ているんですね。したがって、公取に申告しないと。それから家電製品は、関係者がおられたら

申しわけないですけれども、ほとんど死滅状態というかどうか知りませんが、かなりもう弱って

いる。 

 我々は、申告できる数が多いということは、頑張る力を持っているということなのでありまし

て、皆さんがおっしゃるように、注意以外の手はないのか、考えろと、こうおっしゃるんですが、

なかなか今のところ知恵が出てまいりませんけれども、もうちょっと何か考えていかなきゃいけ

ないかなというふうに思うわけでございまして、佐藤さんのマッキンゼーあたり、ドイツ語でい

ろいろな名前が出てきましたので、そういうお知恵もおかりして少しでも生き残れるように、橘

川先生も、私は別にやる気をなくしているわけではありませんが、やってもやってもだめだと言

っているだけでありまして、そういうことで頑張りたいと思っております。 

○橘川座長 

 神津さんが言われた高どまりというのは、高値だという意味ではなくて数値が多いという意味

で高どまりと言われたんだと思います。 

○河本委員 

 そうですね。 

○橘川座長 

 シュタットベルケもコミュニティーに配電線があるというのが重要な条件なので、これは歴史

的な準備がないとあんなものはできないので、もう手を打つとしたら早く手を打たなきゃいけな

いということだと、こういうふうに思います。 

 それから、今日、全体の話なんですけれども、海外展開の話で、最後にＳＳの話をしたんです

けれども、何でＳＳの海外展開とかそういう話が出てこないのか。出光が、株価が上がったとき

で、ニソンをつくるといったときに株価が上がったんじゃなくて、ベトナムでＳＳ網を展開する
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といったときに株価が上がっているんですよね。 

 今、多分ニーズからいくと、アジアの人たちにとって、日本のＳＳの持っているノウハウとい

うのは物すごくアジアの人たちを幸せにすると。これは決して元売だけの話じゃなくて、全石連

の中の小規模な方々も、元売と一緒になって出ていくとチャンスがあると思いますので、今日、

第１番目、第２番目の議題と第３番目の議題は、やはりつなげて考えていくというのが、石油の

未来を考えていく上で大事なんじゃないかなと、勝手に思いました。 

○河本委員 

 今日は全石連も会長、副会長、全部こちらの後ろで話を聞かせていただいておりますので、ま

た十分参考にさせていただきたいと思うわけであります。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

（４）その他 

○橘川座長 

 それでは、その他ということになりますけれども、今後の進め方について政策課長、お願いい

たします。 

○三浦政策課長 

 それでは、次回の研究会ということでございますが、日程が２月27日の10時からを予定してお

ります。場所などは、また改めて、開催１週間前を目途にお知らせをいたします。 

 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、第６回の前、２月９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。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 

３．閉会 

○橘川座長 

 それでは、本日の会合はこれで終わります。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 


