
石油精製・流通研究会 第１回会合 

議事録 

 

１．日時：平成28年10月24日（月）９：59～12：02 

２．場所：経済産業省 本館17階 国際会議室 

３．議題： 

（１）石油精製・流通研究会における検討課題について 

（２）国内外の石油製品需要の動向について 

（３）その他 

４．出席者 

○出席者（敬称略） 

  橘川座長、慶應義塾大学法科大学院 石岡教授、石油連盟 岩井政策委員会副委員長、昭和

女子大学現代ビジネス研究所 上原特命教授、慶應義塾大学商学部 牛島教授、全国石油商業

組合連合会 河本副会長・専務理事、神津作家、マッキンゼー・アンド・カンパニー 佐藤パ

ートナー、みずほ証券株式会社 新家シニアアナリスト、三菱商事株式会社 長谷川石油事業

本部長（森代理）、東京都地域婦人団体連盟 飛田理事、早稲田大学理工学術院 松方教授 

 

○プレゼンター 

（一財）石油エネルギー技術センター 糸井調査情報部長、三菱商事株式会社 森石油製品部

部長代行、株式会社ローランド・ベルガー 貝瀬パートナー 

 

○事務局 

山下 資源・燃料部長、三浦 政策課長、西山 石油精製備蓄課長、小山 石油流通課長 

 

１．開会 

○三浦政策課長 

 それでは、よろしいでしょうか。ほぼ定刻になりました。それでは、ただいまより石油精製・

流通研究会を開催させていただきます。 

 初めに、本研究会の開会に当たりまして、資源エネルギー庁資源・燃料部山下部長よりご挨拶

を申し上げます。 

○山下資源・燃料部長 



 おはようございます。資源・燃料部長山下でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

 ご承知のように、先日の熊本震災などのときからわかりますように、石油はライフラインでご

ざいまして、非常に重要な役割を果たしています。 

 一方で、国内の需要は構造的に小さくなっていく状況にございまして、こういう中でいかに競

争力を高めながら、このライフラインを守っていくかということは非常に大事だと我々は思って

いるところでございます。 

 今回、お集まりいただきましたのは、それぞれ上流から下流に至りますプロセスの中で、それ

ぞれがどのように競争力を高めていくことが大事なのかと。そして、それに対して政府がどうい

う役割を果たすのか、ということをこれまでもいろいろ議論されてきたと思うんですが、改めて

皆様の英知をここの場で発揮していただいて、我々として何らかそれをまた政策に生かしていき

たいというように考えているところでございます。ぜひ忌憚のないご意見を頂戴できればと思う

ところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 ありがとうございました。ここで大変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。 

 次に、本研究会の座長につきまして申し上げさせていただきます。 

 本研究会では、本年７月に取りまとめた資源・燃料分科会の中間論点整理を踏まえ、精製から

流通に至る石油サプライチェーンの生産性向上やガソリンなど石油製品に係る取引環境整備など

について議論を深めていただきたいと考えています。 

 今回の研究会の座長につきましては、資源・燃料分科会でも会長として参加していただきまし

た東京理科大学イノベーション研究科の橘川武郎教授にお願いしたいと思います。 

 それでは、橘川先生からご挨拶を頂戴し、以降の議事進行をお願いしたいと思います。橘川先

生、よろしくお願いいたします。 

○橘川座長 

 ご紹介いただいた橘川と申します。よろしくお願いいたします。 

 一昨年の夏から逆オイルショックとも言われた原油価格の低落が始まりまして、来月末のＯＰ

ＥＣ総会が注目されますけれども、基本的には油価の低落状態が続いている。その中で、やや一

部不透明感はありますけれども、元売のかなり大規模な再編が進むという中で、石油産業をめぐ

っては大変重要な時期に来ていると思います。 



 今年７月に資源・燃料分科会としても中間論点整理を行いまして、上流から下流に至るまで一

気通貫のいろいろな方針を打ち出しました。そのうち上流については別の研究会も動いておりま

すし、また国会のほうでＪＯＧＭＥＣ法の改正という形で事が進んでいますが、中下流に関しま

しても製油所の競争力強化、あるいは取引の適正化等々たくさん問題があると思いますので、こ

の研究会の持つ意味は大きいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 ありがとうございます。 

 では、引き続き。 

○橘川座長 

 それでは、早速会合に入っていきたいと思います。１回目の会合でありますので、まず本研究

会のメンバーについて事務局からご紹介していただきたいと思います。 

○三浦政策課長 

 本研究会の構成員の皆様でございます。配付しております名簿の順にご紹介させていただきま

す。名簿は資料１という形であるかと思います。 

 慶応義塾大学法科大学院教授石岡克俊様。 

 それから、石油連盟政策委員会副委員長岩井清祐様。 

○岩井委員 

 岩井でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○三浦政策課長 

 昭和女子大学現代ビジネス研究所特命教授上原征彦様。 

○上原委員 

 よろしくお願いします。 

○三浦政策課長 

 慶應義塾大学商学部教授牛島辰男様。 

○牛島委員 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 全国石油商業組合連合会副会長・専務理事河本博隆様。 

○河本委員 

 よろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 



 作家・エッセイスト・コメンテーター神津カンナ様。 

○神津委員 

 神津でございます。よろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社パートナー佐藤克宏様。 

○佐藤委員 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 みずほ証券株式会社シニアアナリスト新家法昌様。 

○新家委員 

 新家です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 三菱商事株式会社石油事業本部長長谷川文則様。 

 それから、東京都地域婦人団体連盟理事飛田恵理子様。 

○飛田委員 

 飛田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○三浦政策課長 

 早稲田大学理工学術院教授松方正彦様。 

○松方委員 

 松方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 以上、メンバーのご紹介でございました。本日、長谷川様は所用によりご欠席、石岡様はおく

れてのご参加となってございます。 

 なお、本日長谷川様の代理として、三菱商事株式会社から森弘成様にご出席をいただいており

ます。森様には、後ほどプレゼンテーションもしていただきます。 

○森プレゼンター 

 森です。よろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 さらに、本日外部のプレゼンターとして２名お越しいただいておりますので、この場であわせ

てご紹介を申し上げます。 

 一般財団法人石油エネルギー技術センター調査情報部長糸井正明様。 



○糸井プレゼンター 

 糸井でございます。よろしくお願いします。 

○三浦政策課長 

 株式会社ローランド・ベルガーパートナー貝瀬斉様。 

○貝瀬プレゼンター 

 よろしくお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 それでは、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきたく思います。 

 ペーパーレス化ということでｉＰａｄが皆様に配られていますでしょうか。ｉＰａｄのほう、

操作方法は大丈夫でしょうか。 

 資料なんですが、議事次第は、資料１が構成員の名簿、資料２は会議の公開などについて、資

料３は石油精製・流通研究会の検討課題について、資料４は国内外の石油製品需給と品質規制動

向、ＪＰＥＣ様のご配付資料、それから資料５は国内外の石油製品需要の動向、三菱商事様のご

配付資料、資料６は自動車産業から見た燃料の将来像、これはローランド・ベルガーさんの配付

資料です。資料７が石油精製・流通研究会の今後のスケジュール（案）、それから参考資料１が

資源・燃料分科会「中間論点整理」の抜粋、参考資料２が今後の資源・燃料分科会開催スケジュ

ールということでございます。 

 資料に不足がございましたら、あるいはｉＰａｄの操作がもし何かうまく…… 

○松方委員 

 すみません、うまくファイルが見られない。 

○三浦政策課長 

 じゃ、すみません、事務局から。 

 松方先生以外は、皆様大丈夫ですか。よろしいでしょうか。もし、何か途中でお気づきのこと

があったら、事務局のほうに合図していただければ駆けつけますので。 

 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、早速本日の議事に入らせていただきます。 

 

２．議題 

 （１）石油精製・流通研究会における検討課題について 

○橘川座長 

 本日の議事は、議題にもありますように、まず最初に石油精製・流通研究会における検討課題

について、２つ目は国内外の石油製品需要の動向について、３つ目はその他ということになって

います。 

 まず第１の石油精製・流通研究会における検討課題について、事務局より資料の説明をお願い

いたします。西山石油精製備蓄課長及び小山石油流通課長、お願いいたします。 

○西山石油精製備蓄課長 

 おはようございます。石油精製備蓄課長の西山でございます。 

 では、資料３をお開きください。私と小山の両名で説明したいと思います。 

 まずページをめくっていただきまして、表紙からめくっていただきまして、「石油精製・流通

政策のミッション」ということで掲げておりますけれども、これはさきの資源・燃料分科会の中

間論点整理で調達・精製、流通、販売の各レイヤーでどういうことをやっていくか、政策の目標

達成に向けてどんな方向性が必要かということについて議論しようということであります。 

 次のページをお開きください。 

 今日は最初ですので、どんなことを我々が研究会の検討スコープかと考えているかということ

を本日の議論を進めやすくするために掲載させていただきました。 

 それぞれ左が調達・精製段階、右が流通・販売段階と書いておりまして、それぞれに項目があ

って「例」と書いておりますけれども、この「例」というのは議論をしやすくするため、イメー

ジを持ってもらうために書いておりますので、これにとらわれることなくご議論いただければと

いうふうに思っております。 

 次のページをお開きください。 

 まず「調達・精製段階を取り巻く環境」についてでございますが、１ページ開いていただきま

すと、「中下流政策の歴史」を掲載しています。政策自体は、石油需給の状況や国内企業の動向

を踏まえつつ変化してきたところですけれども、まず石油関連規制の変遷について見ますと、真

ん中のほうにあります特定石油製品輸入暫定措置法が96年に切れております。これは、製品輸入

の自由化の影響緩和措置として行われたものです。2002年まで続いておりました、それの１つ上



の石油業法、ここで石油業法が完全に廃止となっております。今大きな規制としては、その上に

あります石油備蓄の義務と、それから特石法、96年の廃止をしたときに作られた揮発油等の品質

の確保に関する法律です。備蓄と品質の大きな規制以外は基本的に自由な競争の中で成長し、各

社毎に収益性の高い企業を目指そうということで来ました。 

 一方で再編ですけれども、過去需給ギャップが開いて、石油企業の収益が悪化したりといった

ことを契機として合従連衡が進展し、今のような形になってきておりますが、今また新聞紙上で

皆さんご承知のとおりですけれども、ＪＸエネルギー、東燃ゼネラルグループが来年の４月１日

の経営統合を目指しています。そして出光興産、昭和シェルも統合を目指すというような動きが

出てきているところでございます。 

 １ページめくってください。 

 他方で冒頭山下からもご説明したように、2002年に石油業法が廃止して以降、特に需要減が進

展していますけれども、今後も需要減は進む見通しです。そうした中でどういった政策をやって

きたかということでございますけれども、まず石油産業の生産性向上のところでは、まず個別事

業所で生産性を上げていこうということで企業も取り組み、国も研究開発や次世代モデル事業を

通じて個別企業の生産性向上を応援してきました。個別企業だけでは限界があるということで、

コンビナート単位で化学との連携であるとか製油所同士の連携を促すＲＩＮＧ事業等を通じて、

コンビナート内での生産性向上を目指してきました。 

 さらには、エネルギー供給構造高度化法によりまして、製油精製設備の最適化の促進、いわゆ

る石油の有効利用というのを、日本国全体での有効利用を目指そうということでやってまいりま

した。次のページをめくってください。 

 こうした政策をとってきた中でどうなってきているかということですが、左側は日本地図でご

ざいますが、赤で書いてあって、それを線で消している室蘭でありますとか、日本海側の製油所

はこの間ずっと製油所は閉じてきておるところでございまして、今は関東、中京、関西の大阪湾

以外では北海道と九州、それから水島、それから太陽石油の四国が残るのみになっています。 

 右のグラフをご覧ください。緑が需要でございますけれども、石油需要はピークに対して、こ

の15年で約30％弱減ってきております。向こう2020年と書いておりますけれども、これをもうち

ょっと10年ぐらい延ばして、あと15年ぐらいでさらに約２割ぐらい減少するというふうに見込ま

れております。 

 需要減少により需給ギャップが開いていくわけですが、供給高度化法の第１次告示以降は若干

締まってきています。折れ線グラフで書いております稼働率については、ボトムで74.2だったん

ですけれども、昨年で見ますと82.7％ぐらいまで上がってきています。ただし、先ほど申し上げ



ましたように、今後15年間でも２割、まだまだ需要が減っていくという状況が続くため、これに

どう向き合うかが大切です。 

 次のページで需要減少環境下の企業動向で円グラフを書いておりますけれども、左側が売上高、

右側が経常利益でセグメント別に示しておりますけれども、売上高を見ていただければ、各企業

の主要な売り上げ主体は石油部門だということでございます。その他化学であるとか上流開発で

あるとか金属、その他、ソーラーパネルであったり、いろいろな取り組みをしておりますけれど

も、本業という意味では圧倒的に石油部門でございます。 

 他方で利益で見ると、石油以外のものも収益性が高く、収益率という意味では他部門のほうが

高かったりするような状況でございますが、本業の石油のところの需要が今後もどんどん減ると

いうことでございます。 

 一転して、海外のほうに目を向けますと、次のページでございますが、左が欧州の例でござい

ますけれども、上の図が欧州の需要動向ということで日本と同じくどんどん需要が下がってきて

おります。 

 他方で下の絵でございますけれども、これは製油所能力を2017年までに閉鎖、または能力削減

する予定があるものということで、各国でも製油所を閉鎖してきているというところでございま

す。 

 右の欄は、オーストラリアです。欧州とは異なって需要が増えてきております。国内消費が丸

の折れ線グラフで右肩上がりで上がってきているところでございますが、オーストラリアは古い

製油所設備は潰し、輸入で賄うということで、輸入のグラフもそれに合わせて右肩上がりに変わ

ってきていると。各国それぞれいろいろなパターンがあるということでございます。 

 １ページめくっていただきまして、今後の状況で国内需要の要素以外のものでございますけれ

ども、左の下のグラフがアジアにおける製品需要の推移ですが、右肩上がりであります。その下

に各国の製油所能力を2020年までにどのぐらい増やすかということが書いてあるんですが、例え

ば中国では200万ＢＤ増加です。今日本が400万ＢＤ弱ですから、あと数年で日本の半分ぐらいさ

らに増加させようというような状況でございます。今後、特に中国が見込みどおりの経済成長を

しない場合には、需要の増加を前提にして製油所を作ってもオーバーキャパになる可能性がある

ということでございます。 

 右側は日本の需要に占める輸入の割合ということを書いておりますけれども、かつてより増え

て、今現在２割程度ということでございます。 

 １ページめくっていただいて、それ以外の油種というか、セグメントでの今後の制約要因にな

りかねないものということでございますけれども、まず火力でございますけれども、石油火力向



けの石油需要見通しということを見ていただくとおり、2016年が561億ｋＷｈが2025年に266にな

るということで、ここでＣ重油、いわゆるボトムのところの需要が急激に減る。もう一つはＩＭ

Ｏ規制というのがありまして、いわゆるバンカーＣ重油ということで大型タンカーとか、そうい

う船舶に使っている重油につきましては、今後2020年、あるいは2025年以降はいわゆるハイサル、

硫黄濃度が高い原油製品については一切使えないということが世界的に取り決めということにな

りますので、この２つ、火力とそれからバンカーＣ重油が規制ないしは需要がなくなると、製品

の売り先を失う製油所があるということでございます。 

 以上でございます。 

○小山石油流通課長 

 11ページから「流通・販売業を取り巻く環境」ということで説明させていただきます。 

 12ページをご覧になってください。 

 「ＳＳ業界を取り巻く環境変化①」ということで、需要の減少については、今西山課長から説

明があったとおりなんですけれども、右下のグラフをご覧になってください。1994年にガソリン

スタンドはピークで６万420ＳＳあったんですけれども、直近、2015年末で３万2,333ということ

で、４割から５割大きく減っているという状況でございます。 

 ＳＳは過疎地においては灯油の配送等の役割も担っておりますけれども、そうしたことにも支

障を来すＳＳ過疎地問題というのが全国的な課題になっております。 

 次のページをご覧ください。13ページです。 

 「環境変化②」ということで、大手の元売企業の統合等の状況変化というのがあります。 

 左下に「日本のＳＳの内訳」ということで書いておりますけれども、アメリカ、イギリスに比

べまして日本の特徴というのは系列が非常に高いということでございます。 

 四角の水色のところをご覧になっていただければと思うんですけれども、系列と非系列それぞ

れ利点あるかと思っています。消費者にとっては、系列というのは一層の安心・安全ということ

だと思いますが、商売をやられている元売にとっての系列、非系列の意味、それとＳＳにとって

の系列、非系列の意味というのがあると思います。元売の統合で環境変化が起こってくるんでは

ないかと思っております。 

 次に14ページをご覧ください。 

 石油の流通ルートでございます。多様なプレーヤーが流通にはかかわっておりまして、１つは

「系列玉」と言われる系列へのガソリン等の製品の供給ということで、右側にあるんですけれど

も、元売さんから直接製品の供給を受ける特約店。この数字は7,000とか１万2,000とか概数です

のでイメージとしてとっていただければと思うんですが、その特約店の下に特約店から製品を仕



入れる販売店というのもございます。それと、「元売社有ＳＳ」と書いてあるんですけれども、

元売さんが直営で販売子会社を運営するという形。 

 それと、その下ですが、ＰＢ、ブランドＳＳ、商社さんであるとか、ＪＡさんであるとか、ホ

ームセンター等の他産業がＳＳを運営すると。 

 そちらの系列外については非系列玉。流通シェア２割弱。こちらの製品が供給されているとい

う状況でございます。 

 次のページをご覧ください。仕切価格と書いてありますが、仕切価格というのは元売から特約

店へのガソリン等の卸価格なんですけれども、その決定方式でございます。元売による系列特約

店向けの仕切というのは大きく分けまして、フォーミュラを取り決めた上で算定式によって価格

を決定するフォーミュラ型。それと仕切価格の総額を示しまして、その後個別交渉によって各特

約店の価格を決める非フォーミュラ型というのがございます。 

 歴史を見ますと、2008年ごろには、それまで市場連動型、あるいは原油コスト、あるいは販売

店の市況を見ているという幾つかのパターンがあったんですけれども、2008年に市場価格重視型

ということでリム情報開発という会社がありまして、そちらが出している価格アセスメント、国

内スポット市場に連動するような方式の仕切価格決定方式というのが採用されましたが、その後

さまざまな要因がございまして、2014年春以降は仕切価格の決定方式を変更されました。 

 基本的には原油コストをより重視するという形に変更されておりまして、下のグラフのほうを

見ていただければと思うんですけれども、こちら事後調整抜きの仕切価格と、それと原油価格で

あるとか、リムという会社が出している価格指標、あるいは小売価格の推移を示しているんです

けれども、一旦示した仕切値がマーケット調整をされると。そのマーケット調整を除いた部分の

価格というのを左のほうのグラフで示しているところでございます。 

 16ページをご覧ください。これは卸価格の推移と、それとスポット価格の推移を示したもので

ございます。全体的に見ますと、卸価格とスポット価格は基本的には並行して進んでいるという

ことではございますが、そこには差がございまして、その差を示したのが緑色のグラフでござい

ます。直近を見ますと、2016年１・２月まで高くて、その後一旦５円程度に縮小していますが、

その後に若干上昇傾向ということでございます。 

 海外と比較しましたものが一番下なんですけれども、アメリカなんかですと、ブランドとアン

ブランドの価格差は、おおむねリッター１円ぐらいということなんですが、それとベースを合わ

せた統計として我々のほうで調査したものでありますと、2015年でリッター３円ぐらいという状

況になっております。 

○西山石油精製備蓄課長 



 続きまして、「研究会で議論いただきたいポイント」についてご説明します。以降は論点とい

うか、課題の抽出を我々事務局サイドでさせていただいておりますけれども、本日はこの論点そ

のものについても忌憚のないご意見をいただきたいというふうに思います。 

 １ページをあけていただきまして18ページですけれども、環境変化を需要サイド、供給サイド

から書いておりますけれども、今もう前段でご説明しましたので、ご覧のとおりでございます。 

 次のページをご覧ください。 

 論点１でございますが、まず内需の減少下の国内サプライチェーンをどうやって今後も維持し

ていくかということを大きな論点とした検討課題と考えております。 

 下の矢印のところの１つ目でございますけれども、国内市場が今後も縮小していくというのは

構造的にもうはっきり見込まれているわけですけれども、今後も今のように企業ベースで統廃合

を、設備の統廃合推進といったことを進めていった場合に、原油の調達力、バーゲニングパワー

や研究開発投資の規模をしっかり確保できるかといったことが課題になるのではないかというふ

うに考えております。 

 それから、３つ目の矢印に書いておりますけれども、ある一定程度の精製能力を維持するんだ

ということが、もしそうだということだった場合に、国内市場は減っていく中で、海外市場をど

ういうふうに捉えるべきかといったことを論点として掲げております。これは論点について政策

として何をするかといったことをご議論いただきたいと思います。 

 次のページをご覧ください。 

 国内需要縮小とあわせて国際競争力をどうやって確保していくかということでございます。先

ほどもグラフで示しましたように、アジアの需要は増えていきますけれども、それにあわせてど

んどん製油所の能力も高まっていっております。いつの段階かで供給過剰に陥らないとも限らな

い。そうしたときに日本の製油所が調達や精製の各レイヤーでどのように生産性の向上を図り、

海外との競争に打ち勝っていくのか、これについてご議論いただきたいと思っています。 

 論点３です。論点３は、「国内精製企業の総合エネルギー企業化」と書いておりますけれども、

論点１、論点２で国内市場縮小と、それから国際競争力の向上といったことを論点で掲げさせて

いただきましたが、その際に本業の石油といったものとそれ以外のものについて、どうバランス

よく成長を促し、国内サプライチェーンを維持するかといったことを議論したいというふうに考

えております。 

 まず短期のところですけれども、売り上げの大半を占めており、また将来何らかの投資をして

いくときのリスクテイクをする基盤でもある石油部門、これを国民の利益とバランスしつつ、ど

うやって再投資可能な構造としていく必要があるかということでございます。 



 それから、中長期のほうは、輸出や、それから海外市場への進出。これは精製部門であれ、卸

の部門であれ、いろいろな進出のあり方があると思いますが、どのようなパターンがあるか。 

 それから、エネルギー以外の分野で進出ということは、今後本気で、ちょっとではなくてポー

トフォリオ変更として企業を支えるに足る方向性としてどんなことがあるか。 

 それらを考える上で、日本企業だけ、独自ではなくて、他の分野の企業との連携、海外の企業

も含めたプレーヤーとの連携をどのように考えていくか、それに対する政策をどうあるべきかと

いうことをご議論いただきたいと思います。 

 以上です。 

○小山石油流通課長 

 論点４をご覧ください。石油サプライチェーンの「「顧客接点」としてのＳＳに求められる価

値」ということでございます。 

 過疎地、災害時の役割ということを維持していくためにＳＳの経営に目指すべき姿は何かと。

そのためのＳＳの自助努力、元売との協力、公的支援はどうあるべきかという論点でございます。 

 次は良質廉価を基本と常に認識した上で取引の一層の適正化、誤認を与えない価格表示という

観点から、望ましい行為をわかりやすく整理していってはどうかというふうに我々としては考え

ております。 

 論点５をご覧ください。「元売とＳＳの共存・共栄に係る環境整備」ということで、両者がビ

ジネスパートナーとして共存・共栄を図るということが重要であるというふうに考えております

が、そのために目標・成果を共有して十分な対話を尽くすべきではないかということで、系列の

ＳＳによる貢献と。 

 元売さんはスタンドの投資であるとか、カードであるとかテレビＣＭ等でブランド力を高めて

いるんですけれども、ＳＳも顧客接点としてブランド価値の形成を担っていると。 

 そうした中で元売による経営支援として、自主的・合理的な経営行動を阻害しない形での経営

支援のあり方というものについてご議論いただければというふうに考えています。 

 それと、業転格差、事後調整。どのような特徴がＳＳの経営に影響を与えているかということ

についても分析してはどうかというふうに考えております。 

 それと、仕切価格の額を可能な範囲で市況の実態に即したものとするということなんですが、

建値とマーケット調整の繰り返しということではなくて、最初から市況の実態に即したものにす

る必要があるのではないかなという論点でございます。 

 24ページは、今年の４月に出ました「ガソリン取引のフォローアップ調査」、公正取引委員会

がまとめたものです。関連する部分を抜粋させていただいております。 



 最後に、25ページをご覧ください。 

 価格指標についてでございます。ＳＳ、消費者、あるいはメーカーにとっても重要なものでは

ないかなということで、価格指標に求められる役割、期待について整理をすると。信頼性が不足

しているという声も聞きますので、その価格指標の向上のために、ここには①、②ということで

我々の事務方としての考え方を書かせていただいているんですけれども、さらにプラスアルファ

なアプローチがないかということについてご議論いただければと思っております。 

 それと、価格が適正に形成されるためには流動性が必要ということで、現物・先物スポット市

場の厚みと、あるいは先物市場の活用ということについてご議論いただければというふうに思っ

ています。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 大分内需が減るという話はたくさん出てきましたけれども、それでも、それを織り込んでも昨

年閣議決定しましたエネルギーミックス2030年の数字によれば、石油だけが30％台に乗る最大の

一次エネルギー供給源です。よって、日本のエネルギーセキュリティにとって石油は極めて重要

なエネルギーということになります。 

 また、そのためには国際競争力をどう維持するかということが不可欠な条件になると思います。 

 ということで、今の資料３の19ページから25ページにかけて、中流３つ、そして下流３つの合

わせて６つの論点が事務局から提起されましたが、１回目ですので、これにつけ加えるべき論点

がないか、あるいは既に提起された論点についてご質問、ご意見等々を賜りたいと思います。 

 メンバーの皆さん、名札を立てていただければ順次ご指名させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 飛田さん、お願いいたします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。ただいまご説明をお伺いいたしまして、このサプライチェーン、論点

１からの大きなテーマとして、これは重要だと思っておりますけれども、それの前提となります

社会の変化、国内状況の変化ということを考えた場合に、高齢化の問題とか人口の一極集中とか

我が国が抱えている大きな社会的な背景の問題を加味していく必要があるんではないか。また、

災害が非常に多発している国でもありますので、そういうあたり、人間のサイドから見ていった

場合にどう考えるべきかというふうなことは中に入れていかなくてよろしいんでしょうか、お尋

ねいたします。 



○橘川座長 

 まとめてご質問、ご意見を賜って、後ほど事務局からお答えいただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。神津さん。 

○神津委員 

 すみません、神津です。 

 13ページのところの系列、非系列の割合の図なんですけれども、質問させていただきたいのは、

日本に比べて、米国とか、ここには英国の例が出ていますけれども、プライベートブランドのも

のが多い理由というのは、どこか明確なものがあるんでしょうか。それは質問でございます。 

○橘川座長 

 かなり具体的なので、もしお答えできればお願いいたします。 

○小山石油流通課長 

 すぐお答えできないです。また、これから第２回以降もありますので、しっかり分析してお答

えしたいと思います。 

○橘川座長 

 岩井さん、お願いいたします。 

○岩井委員 

 エネルギー基本計画の中で石油火力の必要性というのがあったと思うんですけれども、Ｃ重油

の需要が高硫黄のものも低硫黄のものも減ってきますという、この環境の中で、石油火力をどう

やって保つのかという議論をやっておく必要があるのかなという気はします。 

○橘川座長 

 ほかはいかがでしょうか。 

 河本さん、お願いします。 

○河本委員 

 ここの中に入っていると言えば入っているのかもしれませんけれども、先般も秋田県と岩手県

のちょうど県境に消防法の規制が40年とか50年たちますと、相当の自己負担をしなくちゃいけな

いということで、ＳＳの話です。やめようと思うんですけれども、灯油の供給だけで近所に200

軒の老人を中心とした人がおられると。どうしたもんかなと、こういうふうな悩みがあるという

ことを連絡いただきまして、直ちに現地にも行ってみたんですけれども、とにかくいわゆる人間

の過疎地─人間の過疎地というのは変ですけれども、飛田さんもおっしゃっていましたけれ

ども、そういった問題を一体どういうふうに考えるのか。特に冬になると豪雪地帯になるという

ことらしいんです。今まではサービスで雪かきもしてきたけれども、自分たちがやめたら、とに



かく後継者がいないと。娘さんも音楽学校に行っちゃうんだというふうな話が具体的にございま

した。 

 そういったことをここの委員会で検討する必要があるのかないのか。それはしようがないから

宿命として諦めてくれと、こういうことなのか。ちょっとそこらは私も非常に悩ましいところで

ございまして、ほかにもいろいろな問題があるだろうということになると、それだけ焦点を当て

て、じゃあということになるのかどうか、ちょっと悩ましいなと思っておるのが１つございます。 

 以上です。 

○橘川座長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

 松方さん、お願いします。 

○松方委員 

 入っていると言えば、これも入っているんですけれども、特に2030年以降の中長期を見据えと

いうと、先ほどからご紹介がありましたように、全体としてはとにかく縮小していくことは間違

いないし、ここでご紹介された以上に今後ほかの分野の技術開発のあり方によっては、もっと減

るということは十分に考えられると思うんですけれども、同時に今これもご紹介ありましたよう

に、2030年以降も石油が一次エネルギー供給源のトップを走っているということは変わらないと。

そこを支えるとなると、しかも業界自身がお仕事が小さくなっていくと、人の問題というのがす

ごくある。ここにも技術開発が論点の１つとしてありますけれども、それは誰がやるのかと、ど

うやってやるのかというところは、しかも、これからそういった企業さんに入ってくる若い人た

ちがやる。企業の中だけではなくて、それを支える周辺の人たちも必要なわけで、こういった分

野にかかわる人材育成というのは技術開発の中にあわせてということで結構かと思いますけれど

も、やはり人材確保、人材育成というのは、これだけ急激に業界が縮小してくるとどう考えるか

というのは、１つ大事な論点にしていただければいいかというふうに思います。 

○橘川座長 

 ありがとうございます。 

 佐藤さん、お願いします。 

○佐藤委員 

 論点２に関連して2点あります。1点目は、国際競争力の強化というところで製油所の生産性に

ついて、特に保安ですとか人材などの基盤になるところをどうやって確保していくのかというも

のです。 

 ２点目は、その上で何が成長の伸びしろになるかというものです。最近のＩｏＴですとかデジ



タルというところでありますけれども、こういった先進的な取り組みが日本の製油所に一体どれ

だけ当てはまり、かつ競争力になっていくのかというところは、ぜひご議論いただければと思っ

ております。 

○橘川座長 

 ありがとうございます。 

 新家さん、お願いします。 

○新家委員 

 みずほ証券の新家です。よろしくお願いいたします。 

 私、株式市場に接点を持っている立場から見て、石油業界というのは株式市場の中では、ここ

近年とりわけ厳しい評価を受けている状況です。その中の背景の一つとしては、いわゆる主力で

あるダウンストリームの事業の収益性が非常に不安定化しているという点が挙げられるかと思っ

ています。 

 先ほどのご説明資料の中で、例えば６ページ等でも製油所の設備削減とともに稼働率は改善し

ているという局面がありながらも、精製マージンという観点で言えば、恐らくその期間の間に下

がっているトレンドだったと思います。とりわけ2013年度なんかは非常に厳しい状況だったかと

思っています。 

 こういった不安定な事業環境というのは、金融の立場から見ても、投資するには非常に不安が

多いセクターというふうになってしまいますので、今後の論点の特に１・２を検証するに当たっ

て、過去のファクトファインディングという意味で精製マージンがなぜこれだけ不安定化し、な

いしは2009年や2013年に特に低迷したのかというところの原因がはっきりとは特定できないまで

も、ある程度の問題点の共有ができた上で今後の処方箋というのを考えていくというのは１つの

アプローチではないかなというふうに考えています。 

 以上です。 

○橘川座長 

 ありがとうございます。 

 牛島さん、お願いします。 

○牛島委員 

 今の新家様のコメントともちょっと関係するんですけれども、サプライチェーンが維持される

ためには、それを担う企業が経済的に維持できないと、これは話にならないわけで、そうすると、

精製元売各社さんが過去どうだったかということもあるんですが、将来自分たちでどういう方向

性というのは描いていらっしゃるのか。それをこの場でもう少し知ることができると、議論の参



考になるのかなと思います。 

○橘川座長 

 石岡様お願いします。 

○石岡委員 

 これは新しい論点に加えるというよりも、論点分析のための視点として。特に論点４・５なん

ですけれども、系列取引の適正さの評価であるとか、あるいはここの市場でしばしば起こる差別

対価、あるいは廉売の問題等を分析する前提として、公正取引委員会の調査の報告というのは事

実の問題と、あと競争の部分に着目しているんですが、もう少しどういう契約関係なのかと言う

点が明らかにならないだろうか。そこにおける取引関係、取引慣行というものは、なぜこういう

ふうな状況になっているのか、あるいはマーケットの特性を分析する上で、論点４・５に関係し

て素材というか、事務局のほうでもその辺の資料を用意していただければと思うのです。 

○橘川座長 

 ありがとうございます。 

 私のほうからも精製備蓄課と流通課に１つずつ質問させていただきます。 

 まず精製備蓄課ですが、論点１のところで注目すべき表現がありまして、「国内に一定規模の

精製能力を維持するためには」と書かれています。まあ、そうなるかどうかわからないと西山さ

んは言われましたけれども、ということは、先ほど１次告示、２次告示を評価されたわけですけ

れども、間もなく期限的には３次告示ということになるわけですけれども、この３次告示の問題

をどうお考えなのかという点を質問させていただきたいと思います。 

 それから、流通課には、先ほどの産業組織の図は非常にわかりやすくていいと思うんですが、

業転玉を主に出してきたという会社を含めた、を対象にした統合が今進もうとしているわけであ

りまして、この元売再編がどういうふうに流通のあり方を変えるというふうにお考えなのかとい

う点をお伺いしたいと思います。 

 上原先生は、いかがでしょうか。 

○上原委員 

 私は、皆様の論点は、大体出尽くしたと思っています。ただ、できれば海外との比較をきちん

とやってもらいたい。海外と日本を比べるときに向こうが進んでいる場合もあります。特にアメ

リカについては比較をしていただきたい。そこから日本の特徴を出してもらえれば問題解決の糸

口も多少は見つかるのではないか。 

 よろしくお願いします。 

○橘川座長 



 メンバーの方々からいろいろ意見出ましたけれども、この時点でお答えできることがありまし

たら、西山課長と小山課長、お願いいたします。 

○西山石油精製備蓄課長 

 どうもありがとうございます。 

 まず飛田さんと、それから河本さんからそれぞれ社会の変化、特に高齢化、人口一極集中、そ

れから災害対応ということについてどう考えるかということでございましたけれども、まさにこ

れは企業で徹底的に効率化を進めて、もうかるところだけで収益を上げるということになれば、

見てもらえない部分という社会のところが出てくるんです。 

 ただ、石油会社、エネルギー会社というのは最後の最後まで離島であろうと、過疎のところで

あろうと必ず灯油を届ける、ガソリンの必要な人には届ける体制をやるという意気込みでやって

いるのは確かなんですけれども、需要が減っていく中で、じゃ、精製所も今までどおり縮小均衡

ということになってきたときに、確かに面倒を見切れない部分というのは経済合理性だけ追求す

るとあるかもしれない。そこは政策と企業の行動の乖離のところを少し埋めていくというのは

我々の役割だというふうに思っています。 

 そういう意味では、じゃ、過疎地に灯油をどうやって届けていくかとか、高齢化で車社会も大

分変わってくる中で今までのガソリン供給とは全然違うレイヤーのものが出てくる、分野が出て

くるかもしれない。これは、後ほどローランド・ベルガーさんからもプレゼンいただきますけれ

ども、そういった中でも最後の最後まで再投資をぎりぎり経済効率性を維持してやれるような体

制にするためには、今の需要減少と国際競争の中でどうするかというのは、論点の射程の前提と

してちゃんと議論していきたいというふうに思います。 

 それから、岩井さんからＣ重油の件につきましては、これは中間論点整理のときから議論して

きておりますし、今回もボトムのところはバンカーと並んで大きな論点になろうかと思います。

特に直近、向こう何年かという課題になってくると思いますので、きちんと議論したいというふ

うに思います。 

 それから、松方さんのほうからも基盤となる人材育成だとか確保といったこと、それから佐藤

さんからも保安とか人材というようなことをおっしゃられましたけれども、確かにこれは特に人

材というのは企業として魅力がある企業であれば集まるだろうけれども、そうじゃないよねとな

ると、就職者、大学の卒業生もどんどん減っていく中でより魅力があるもの、僕はＩＴがいいと

か、ベンチャーがいいとかという人がたくさんいるように、企業として魅力がある企業であり続

ける、そういう成長路線を歩める企業であるということが中長期的にはエネルギーセキュリティ

にもつながってくるんではないかと私は思っています。 



 それから、ＩｏＴ等につきましても昨今話題になっております。この議論の取り扱いについて

は、また相談させてください。 

 新家さんの2009年、13年についてのご指摘について、私もわかっていないので、しっかり分析

したいというふうに思います。 

 牛島先生の各社については、石連等ともよく相談して、この場で─やっぱり十分に各社の

方向性、まだ統合作業されているような企業は来年の中長期計画というのは来年にしか出てこな

いんですけれども、方向性としてこんなものもあり得るよねという議論は石連のほうからプレゼ

ンしていただければというふうには思いますが、ちょっと石連さんと相談したいと思います。 

 それから、橘川座長のほうから３次告示についてどうするかということでございますが、まさ

に３次告示のテクニカルにどんなふうにしたらいいかというのは、この場の議論にはなかなかそ

ぐわない部分があるかもしれませんけれども、諸情勢の変化の中で、需要は今までどおり減ると

いうことでありますけれども、産業の再編も起こって、なおかつ、中東の製油所がどんどんでき

て、アジアでも製油所はどんどんできてと、非在来の石油由来のものも国際マーケットにどんど

ん入っていくという大きな変化が、来年の４月というのはエポックとして今議論するに非常に重

要なタイミングだと思っていますので、需要構造は今までどおり減るんですけれども、このまま

でいいのかという観点で、ここでよくご議論いただき、３次告示の議論にもつなげていきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○橘川座長 

 小山さん。 

○小山石油流通課長 

 飛田委員と河本さんからいただきました過疎の件なんですけれども、実は過疎地域でＳＳを担

っているのは流通の７割を占めておりますワンディーラーワンＳＳ。持っていても２つぐらいで、

非常に中小企業の事業者さんが担われているということでございます。 

 全国的な需要減少というのもあるんですけれども、過疎においては局地的な需要減少というの

もありまして、これはＳＳをコミュニティ、あるいは地域の自治体がどう捉えていくかというこ

とが１つあると思います。 

 それを前提とした上で公的支援、我々の資エ庁、予算制度の中でご支援していくと、支えてい

くという部分もあるかと思います。 

 この研究会との観点では、特に適正取引の確保という部分で、遠いところにあることによって

不利益を受けるようなことになれば、その分その地域でやっていけなくなる可能性が高まるとい



うことがありますので、そういった観点からのアプローチというのを中心的にご検討いただけれ

ばというふうに考えております。 

 それと、石岡委員と上原委員のご指摘につきましては、ご指摘を踏まえましてしっかり分析

─まあ、どこまでできるかと言われると思うんですが、できる限りやってまいりたいと思っ

ております。 

 橘川座長のお話なんですけれども、１つ業界再編で大きく変わるのは、元売さんがより規模が

大きくなっていくということでございます。先ほど申しましたように、ＳＳというのは中小企業

性の高い業種ですので、その規模格差というのが大きく変わってくるんですけれども、それに対

応して特約店なりＳＳの場で対応すべきことも出てくるでしょうし、我々のほうで少し考えてい

る取引適正化ということの必要性もその辺から出てくるかと思っております。 

 業転市場については、最後の論点でありますように、スポット市場といいますか、価格です。

価格を発見するというためには、ある程度流動性、いろいろな取引の中で出てくる製品というの

が必要ですので、そういったことは引き続き、原油のアナロジーで考えても、そういった業転市

場というのは引き続き残っていくんだと思います。 

 ただ、需要が減少するのに対して、どう供給を調整していくのかというのは、これはまさに論

点の１から３の部分のテーマの一つでもないかな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。これから議論していくということでありますので、皆さんのご意見

を反映した議論にしていきたいと思います。 

 

 （２）国内外の石油製品需要の動向について 

○橘川座長 

 それでは、大きな議題の２つ目に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。議題の２つ目

は、国内外の石油製品需要の動向であります。 

 ということで、専門家の方、お三方から、まずプレゼンテーションをお願いしたいと思います。 

 プレゼンテーションをお願いするのは、ＪＰＥＣの糸井様、それから三菱商事の森様、そして

ローランド・ベルガーの貝瀬様ということになります。その順番でこれからプレゼンテーション

をお願いしたいと思います。 

 それでは、糸井様お願いいたします。 

○糸井プレゼンター 



 それでは、石油エネルギー技術センターの糸井と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、国内外の石油製品需給と品質規制動向についてご説明したいと思います。 

 資料４でございます。 

 まず、２ページ目でございますが、「世界及びアジア・太平洋の石油製品の需要の動向」でご

ざいます。 

 ３ページ目でございますが、世界の石油製品の需要は、現在9,000万バレル・パー・デーとい

うことで、さらに増加を続けております。その中でも、約３割ぐらいの位置を占めるのがアジ

ア・太平洋の地域でございまして、伸び率も非常に大きいということが見て取れます。 

 北米、欧州は、先ほどもご案内にありましたように需要が減少する傾向にございます。 

 ４ページ目でございます。 

 各地域の需給のバランスというのを見てみました。左の図が、上のほうに出ているほうが輸出

基調、下のほうに出ているのが輸入基調でございます。 

 その中で見ますと、イースタンヨーロッパと呼ばれるロシアを中心としたエリアからは、かな

りの輸出基調、それからご案内の中東からも輸出基調でございます。アジアは大需要地域でござ

いますので、輸入基調となっております。 

 右側の図は、マクロで見た場合、どう流入しているかという図でございます。2014年の図でご

ざいますが、特に中東地域からはＬＰＧ、それからナフサが流入しております。また、船舶燃料

も足りないということで、ロシア地域から流入しているということがわかります。このように、

アジアの中には他地域からの流入が盛んであるということがわかります。 

 それでは、５ページ目でございますが、各油種別にどういうふうに推移しているかというのを

見てみたいと思います。 

 2020年までに年率2.2％という成長率で伸びていくというふうに予想されますけれども、その

中でも軽油の留分、オンロードと呼ばれる車用のディーゼルが伸びると思われます。それから、

中国を中心としたガソリンエンジンの車も伸びておりますので、ガソリンも伸びるということに

なります。 

 それでは、各国の中で需給バランスがどのようになっているかというのをちょっと見てみたい

と思います。ページ６でございます。 

 需給バランスは、需要量と生産量の差により求めております。まずは、ガソリンの需給バラン

スです。この表の中で、赤字で示しておりますのが輸入基調、それから黒字で示してございます

のが輸出基調ということになります。上から見てまいりますと、皆様もよくご存じのようにイン

ドネシア、それからマレーシア、オーストラリア、ベトナムが輸入基調となっております。 



 一方、競合といたしましては韓国、シンガポール、インドというところが競合ということにな

っております。域内でも非常にガソリンの競争が激しいということが見て取れると思います。 

 それでは、目を転じて域外ということで、アジアからほかを見てみますと、７ページ目でござ

います。左が輸入で右側が輸出の図でございますが、輸出と輸入の差し引きをしますと、現在、

27万バレル程度が域内に入っているということでございます。今後とも域外から流入するような

ガソリンというのは増えるものと考えられます。 

 それでは、軽油はどうなるのかというふうなところを見てみたいと思います。８ページ目でご

ざいます。 

 同じく赤字が輸入、黒字が輸出でございます。トップを見ていただきますと、中国は赤字にな

っておりますが、状況は変わっておりまして、これにつきましては、後で言及させていただきま

す。 

 輸入基調といたしましては、オーストラリア、インドネシア、ベトナムを初め、そこに示しま

したような国が足りないということになっております。 

 競合先は、下にございますようにシンガポール、台湾、それから大きな輸出競争力を持ってお

りますインド、タイ、韓国などがございます。ということで、軽油も域内で非常に激しい競合が

行われているということがわかります。 

 それでは、域外との関係はどうかというのが９ページ目でございます。 

 軽油につきましては、輸入、輸出を見ていただいても、差し引きすると５万バレルほど域内か

ら域外に輸出されているというふうになっておりますけれども、バランスをしているような状態

でございますが、今後これもバランスが崩れて、アジア域内のほうに流入してくるのではないか

というふうに思われます。 

 このようにガソリンと軽油を中心にお話をさせていただきましたけれども、品質という面では

どのように変化していくかというようなところを10ページ目から説明させていただきたいと思い

ます。 

 もう一つ悩ましい問題であり、重質油の大きな需要でございます船舶燃料につきましても品質

が厳しくなりますので、それについてもご説明させていただきたいと思います。 

 11ページ目でございます。 

 アジア域内の地図が書いてございますが、左から2015年、それから右に行くに従って2030年ま

での図が示してございます。特に濃いえんじ色で示してある部分が10ppm以下の規制国でござい

ます。現在、日本、台湾、韓国が10ppmの規制国で高品質のガソリンを出しております。これが

2016年以降は、中国、インド、ベトナムというところが規制を強化していくということが言える



と思います。 

 供給が少ない地域におきましては、日本の輸出の機会もございますが、逆に申し上げますと、

品質が同じになるということで、日本に対しては輸入脅威になる可能性も十分ございます。 

 軽油についても同様に見てみたいと思います。12ページ目でございます。 

 現在、10ppm規制国は、日本、台湾を初め、そこに記載いたしましたような国が10ppmで製造さ

れております。これも2016年以降、中国、インド、マレーシア、ベトナムを初めといたしまして

規制が強化されるということで、軽油も輸出国、可能性国がふえるとともに日本への輸入脅威に

もなるというふうに考えられます。 

 13ページ目は船舶燃料のお話でございます。先ほども少しお話がございましたが、現在、国際

海事機関、ＩＭＯで船舶燃料の硫黄分規制の審議をされております。 

 ２つございまして、１つは、ＥＣＡと呼ばれるエミッション・コントロール・エリアと呼ばれ

る地図の中で色がつけてある部分です。この部分は先行して現在0.１wt％まで船舶燃料の硫黄分

を減らすということになっております。 

 さて、ほかの一般海域はどうなのかというのが、今議論されておりまして、ちょうど10月の会

議で、その方向性が決まるのではないかというふうに言われております。 

 右の棒グラフでございますが、2020年、または2025年に0.5wt％まで削減する必要がございま

す。現在、Ｂ・Ｃ重油でございますと3.5wt％ぐらいございますので、硫黄分を減らさなければ

いけないというようなことが起こってまいります。 

 それでは、その規制に対してどういうふうに対応していくかというのが14ページ目でございま

す。 

 １番目は、当たり前ですけれども、船舶燃料の供給側からの対応でございます。 

 船舶燃料は、フローにも書いてございますように、軽い留分を用いました船舶留出油と呼ばれ

るような製品と重い重質油を用いましたは船舶の残油というのがございます。特にこの残油の硫

黄を取り除くというのはなかなか難しゅうございまして、供給業者としましては非常に苦しい立

場に追い込まれるということになります。 

 一方、船舶側でも今までの3.5wt％の重油を用いて脱硫装置を付ける、すなわちスクラバーと

呼ばれる装置をつけて硫黄分を除去するという方法もとることができます。 

 それから、燃転と呼ばれます代替燃料のＬＮＧ等を使った船舶というのも昨今見られますので、

そういうふうなものに切りかえていくということができると思います。 

 ただ、こういう装置を付けたり、船の燃料を切りかえるというのは、今もニュースで流れてお

りますけれども、なかなか難しいということで、時間がかかるのではないかというふうに思って



おります。 

 それでは、このような状況の中で、アジア・太平洋地域では、どのように石油の設備が変化し

ていっているかというのをご説明したいと思います。 

 16ページ目でございます。 

 先ほどもお話がございましたように、足元2016年から2020年にかけましては、400万バレル・

パー・デーぐらい伸びるのではないかというふうに言われております。計画では671万BPDぐらい、

ニュース等では流れておりますけれども、実際は350から400万BPDぐらい増設されるのではない

かというふうに言われております。 

 これは常圧蒸留装置と呼ばれる、原油が入ってきて最初に蒸留するところの能力でございます。 

 次の17ページでございますが、ガソリンと軽油のお話をしましたが、製油所の中ではガソリン、

軽油の得率を上げるために二次装置というものを使っております。アジア太平洋がどういうふう

に二次装置を装備していくかというのが左の棒グラフでございます。 

 左側の青いところと、それからえんじ色のところがコーカー及び水素化分解装置と呼ばれる、

どちらかというと分解軽油をつくる装置でございます。緑色の部分が触媒分解装置、ＦＣＣとか

ＲＦＣＣと呼ばれる装置で、ガソリンを量産する装置でございます。これも常圧蒸留装置の最初

の蒸留装置が増設されるに従って装備がふえていくということになります。 

 それでは、各国でどういう装置の割合になっているのかという、ちょっと細かい話ですけれど

も、それを見ていきたいと思います。 

 右側の図でございます。 

 この図は、紫色で折れ線グラフで示してございますのがガソリンの生産を軽油の生産で割った

ものでございます。すなわち、図の左側に行くほどガソリンをたくさん作っている、右側に行く

ほど軽油をたくさん作っているという図でございます。 

 日本は、右側のガソリンを割合つくっているというところに位置しておりまして、ＦＣＣ装置、

ＲＦＣＣ装置の装備率が高いというのがわかります。 

 一方、コーカーと水素化分解装置の装備率は、右側の国に比べて低いということが見えます。

この装備率は、最初の常圧蒸留装置の能力でそれぞれの装置の能力を割っている値でございます。

右側に行くほど軽油を増産する国でございますので、コーカー及び水素化分解装置の装備率が高

くなっていくという傾向にございます。 

 すなわち、各国の比較をする場合、このような二次装置の装備率というものを着目して、日本

としてはどういうふうな対策をとっていくのか、その他の国を見ながら政策を考える必要がある

というふうに考えます。 



 次に、少し様子が変わってまいりました中国についてご説明申し上げます。 

 中国の近年の変化でございますが、18ページ目でございます。 

 中国は非常に大きな需要がございまして、これの供給をするために設備の増強をやってまいり

ました。紫の三角印にて折れ線グラフで示してあるのが石油の消費量でございますが、設備過剰

の状態であり、丸のブルーの部分が設備でございますが、今300万バレルぐらい乖離がございま

す。稼働率としては70％内外を推移しているというところでございます。 

 というところで、中国は設備過剰というところでございますが、昨今、中国の政策によりまし

て、中小の製油所をとにかく閉めていこうということで、小さい製油所に原油の輸入権、それか

ら精製権を与えるかわりに小さいところは閉めなさいという命令を出しました。ところが、逆に

非国営の製油所が活発化して、約20％ぐらいシェアがございますけれども、そこが供給過剰とい

うような状態が起こっておりまして、ガソリン及び軽油の需給が緩んでいるというところでござ

います。 

 それでは、中国の輸出がどうなっているかというのが19ページ目でございます。 

 2015年の図が左側からずっと並んでおりまして、2016年にかけての輸出の図でございます。推

移でございます。中国は日本の1.5倍ぐらいを輸出しておりましたが、昨今、先ほどの非国営製

油所の活発化もございまして輸出がふえております。特に中国はガソリン車の需要が非常に大き

いのですけれども、ガソリンの輸出の増加もふえておりまして、これが１つ懸念材料でございま

して、こういうものが市況に流れますと、後でもお話があると思うのですけれども、市況が乱れ

て日本の輸出に悪影響を及ぼすのではないかというふうに考えられます。 

 それでは、20ページ目に日本の燃料油コストの位置づけというのを見てみたいと思います。 

 21ページ目でございます。 

 これはソロモンアソシエイツというところが行いました2012年の調査結果でございます。左の

図がコストでございまして、2008年から2012年の図が載ってございます。もちろん、原油価格に

よりましてコストが変動いたしますので、コストが上下しておりますけれども、順列といたしま

して、第１四分位というところから第４四分位、この順番に並べて、どのグループに属している

かというのを仕分けしたところでございます。 

 赤い大きな丸は日本平均でございまして、第３四分位から2012年にかけて第４四分位のほうに

下がっているということがわかります。コスト高になっているということでございます。 

 そのアジアの部分を切り抜いたものが右でございまして、日本平均と日本上位トップ５の製油

所の間にも開きがございますけれども、アジアの輸出型の製油所、それから韓国の平均などと比

べまして、やはりコスト高になっているということがわかります。 



 彼らの分析によりますと、エネルギーコストが高いとか、稼働信頼性が劣後であるというふう

なことが挙げられておりまして、今後この研究会でもご議論されていくと思います。 

 以上、まとめます。 

 アジア・太平洋の石油製品の需給は、ガソリン、軽油を中心に今後とも伸長すると思われます。 

 それから、地域内諸国だけでなく、中東などの諸外国、諸国を含めた競争が今後とも激化する

というふうに思われます。 

 それから、中国の新状態、高度経済成長から中高度へというふうに言われておりますが、経済

的には失速しているのではないかと思われますが、この影響がどのぐらいアジアの需給バランス

に影響を及ぼすかというのが今後予断を許さないところだと思います。 

 それから、アジア各国も環境規制を強化していきます。硫黄分規制でございます。品質の垣根

というのが取り払われまして、硫黄分10ppm以下というふうになりますと、日本への輸入脅威と

なる場面も出てくるのではないかというふうに思っております。 

 それから、二次装置の特徴でございます。私どもの国はガソリン増産を目指しておりまして、

触媒分解装置、ＦＣＣ、ＲＦＣＣの装備率が高いですが、重質油の分解装置が低いというような

特徴を持っております。このような各国との比較というのも今後詳細にしていかなければいけな

いというふうに考えております。 

 それともう一つは、船舶燃料の硫黄分規制が厳しくなりまして、高硫黄含量の重質油の処理と

いうようなものでも問題が生じる可能性がございます。 

 私の発表は、以上でございます。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 お三方のプレゼンテーションを聞いてから質疑応答に入りたいと思います。 

 それでは、森さんお願いいたします。 

○森プレゼンター 

 三菱商事の森と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料５を使ってご説明させていただきます。 

 資料の題名は「国内外の石油製品需要の動向」となっておりますが、私、今三菱商事で石油製

品部というところに属しまして、主に海外の石油製品の取引にかかわっております。そこで２つ

ありまして、１つは日本からの輸出も含めた海外市場での石油製品の売買、いわゆるトレーディ

ングというものにかかわっております。 

 もう一つは、海外の市場です。アメリカですとかオーストラリアで実際に石油事業を行うとい



うことを事業投資を通じてかかわっているという担当をしております。 

 その立場を踏まえて、世界的な石油製品の環境変化については、今、糸井様のほうからご説明

いただいたんですけれども、より実際に取引に責任とリスクを持ってかかわっているという立場

から今何が起こっているか、今後それが日本にどう影響するかということをご説明させていただ

きます。 

 資料の２ページ目、世界的な石油製品需要のリバランスの発生というところから説明をしたい

と思います。 

 私がこれから説明するのは、世界市場の変化を踏まえて、じゃ、それが日本という市場にとっ

て輸出、あるいは輸入にどう影響するのかということを説明したいと思います。 

 この世界的な石油製品需要のリバランスの発生のところに書いてあるのは、まさに今糸井様の

ご説明いただいたような内容なんですけれども、先進国と開発国でかなりリバランスが発生して

いると。さらには規格のグローバルスタンダード化です。これは環境対応なんですけれども、こ

れが世界的に進んで、従来は先進国が進んでいたんですけれども、開発国は今需要が伸びると同

時に環境対応も進めていると。まさに、中国は来年から日本と同じ、軽油は10ppmサルファーと

いうのを導入するんですけれども、同時に進んでいることから、石油製品のいわゆる汎用品、コ

モディティ化というのが世界的に物すごい勢いで進んでいるというのが今起こっていることでご

ざいます。 

 さらに、リバランスにおいてアジア域内で見るとどうなんだということで、これも糸井様のほ

うから説明ありましたけれども、中国の輸出増加、あるいはインドといった新設の供給力、また

一部需要国です。内需が伸びている国では内需依存型の製油所の新設も進んでいるということが

起こっております。 

 こういった環境の変化で、これが日本の市場にどう影響するかということで、下の四角に書い

ておりますとおり、１つはアジア市場における石油産業の相対的な輸出競争力が低下ということ

が今足元でも起こり始めているし、今後もさらにこの傾向は強まるというふうに見ております。 

 一方で、石油製品の輸入調達先。これはコモディティ化も伴って非常に多様化するということ

が起こると見ております。 

 それで、輸入の件については、後ほど違う切り口からまた説明いたしますので、輸出競争力の

低下がどうなっているかということを具体的な数字も含めて説明したいと思います。 

 資料３ページをお願いします。 

 添付資料１－１、豪州の国別主要石油製品輸入元推移ということで、すみません、最初に訂正

なんですけれども、この表の右上に「（千Ｂ／Ｄ）」と書いてあって、これは単位をあらわして



いるんですけれども、すみません、これ1,000バレル・パー・デーという日量の単位になっちゃ

っているんですけれども、ここの数字、比率じゃなくて数字のほうです。これ正しくは年間の累

計1,000バレルになりますので、この後ついている３枚の資料も含めて、申しわけありません、

訂正をお願いいたします。 

 この表が何かというと、まず白油三品。これはガソリン、軽油、それからジェット燃料の三品。

先ほど説明ありましたように、豪州は今製油所の撤廃が進んで純輸入国になっているんですけれ

ども、この白油三品の豪州が輸入した輸入元です。どの国から製品を輸入したかということを

2013年から、足元データが出ております2016年８月までの年間平均の数字を比べております。 

 日本からも豪州に相当製品流れておりまして、実際我々も相当に深くかかわっているんですけ

れども、ここトレンドとして見ると、日本や韓国、従来から強かったところに対して、先ほどか

ら話が出ているとおり、中国、それからインド、ここが比率で見ると日本よりはまだ低いんです

けれども、2015年以降急速に伸びてきているというのが現実になります。 

 その先です。４ページ、５ページ、６ページは、それぞれを軽油、ガソリン、ジェットという

三品別に出したものです。 

 ここで起きているのは、政策的に動くというよりは、経済性でかなり動いていると。実際我々

も南オーストラリアに軽油のタンクを建設しまして、そこに軽油を輸入して豪州国内で販売する

という事業を今年の春先から始めておるんですけれども、最初にそこに輸出するカーゴというの

は、これは日本から持ってきました。ただ、今足元販売が進んで、２つ目のカーゴを今輸入しよ

うとしているんですけれども、これは多分中国から取ります。なぜかというと安いからです。安

いと一言で言うと誤解があるんですけれども、輸送コスト等も含めて非常に経済合理性があると。

そういう経済合理性を持っていないと、今度豪州の国内で販売競争に勝てないということもあっ

て、この傾向は多分今後強まる。多分この2016年も12月まで締めたら、中国やインドの数字とい

うのは増えることはあっても減ることはないというのが足元の実態になります。 

 もう一つ、７ページ目に行っていただいて、添付資料２というのをつけております。これは何

かというと、米国の今度は国別の主要石油製品の輸出先、アメリカからどこに輸出したかという

数字になっております。こちらは単位「千Ｂ／Ｄ」で間違っていないです。これを1995年、2005

年、2015年という10年間ごとの時間軸でそれぞれ製品で言うと、ガソリン、軽油、ジェット、重

油という製品がどの地域に輸出されたかというのをあらわした表になります。 

 まず一番右の「合計数量」というところを見ていただきたいんですけれども、1995年が約45万

バレル・パー・デー、それが2005年は60万バレル・パー・デー。これが今足元2015年230万バレ

ル・パー・デーということで、先ほどからこの辺も説明ありますけれども、アメリカも日本と構



造は違っても、先進国がゆえに石油製品の需要は落ちるということで、これからは輸出に依存し

ていかなければならない、石油産業は厳しい状況にあります。 

 ただ、この数字を出したのは日本とどういう違いがあるんだと。当然内需の伸び方の違いです

とか、流通網の違いとかいろいろあるんですけれども、決定的な違いは、この表でこのピンク色

でハイライトしております輸出先の中米、南米、あと北米も含めた米州合計。数量増えても、む

しろ、この比率は高まっていると。 

 これは何かというと、太平洋と大西洋に隔絶された米州という地域でこれから需要が伸びる新

興国が非常に地理的に近いところにある。そういったところでは、まだ石油精製装置を立ち上げ

るとかという、そういうところまで行っていない。つまり、輸入ポジションにある国が地理的に

近いところにあって、かつ太平洋、大西洋に隔絶されていますので、ほかの地域との競争におい

ても優位にあるという、この構造は当面短期的には大きく変わらない。よって、アメリカは当然

今後も輸出に頼らなきゃならないんですけれども、輸出先としては非常に競争力のあるマーケッ

トを持っているということを表しております。 

 それとの比較においては、日本はどうかというと、先ほどから日本も輸出を強化して、競争力

と言っていますけれども、当然石油産業としてどうしていくかと。競争力を高める取り組みは必

要であるものの、やはりこれは市場構造です。特に地理的要因。まず近くに、こういったアメリ

カのように需要国というのが少ない。実際豪州とかあるんですけれども、一方で競争相手が多い

と。新興のインドですとか中国もそうですし、従来から輸出対応しているシンガポール。こうい

ったところは地理的にも近いといった要因も含めて非常に有利にあるということで、これをまと

めると、日本からの輸出、これは当然効率化を高めるべく努力しなければならないんですけれど

も、非常に市場構造として厳しいところにあるということは、これは短期的には変わらないとい

う風にご理解いただければと思います。 

 ２つ目です。石油製品の輸入ということで、輸入をどう捉えるかって、これはいろいろな切り

口がありますし、需給バランスともかかわりますので。ここでは、じゃ、この市場構造変化、あ

るいは製品の汎用化、これが輸入にどういう影響を与えるだろうかということで、１つの切り口

として具体例を伴って説明したいんですけれども、やはり物が増えてくる。各国の輸出対応力が

増える、かつ汎用品化が進むという、これは必ず悪いことではなくて、日本にとっても輸入選択

肢が増えると。特にこれが有効に働くであろうという例として、緊急時です。冒頭のお話でも日

本は自然災害が多い国というのがありましたし、実際東日本大震災という例もありましたけれど

も、実際緊急時、局地的な緊急対応で石油製品が必要になった場合に、輸入がより効果的に働く

時代に来ているんじゃないか、そういう環境になっているんじゃないかということを具体例とと



もに説明したいと思います。 

 具体例として挙げるのが、もう10年以上前になるんですけれども、2005年にアメリカの湾岸部

です。テキサスとかルイジアナを超大型ハリケーンが襲来しまして、実際にカトリーナというハ

リケーンが８月末に上陸。その後、９月末にはリタというハリケーンが上陸して、これ相当な人

的被害も伴ったと。たしか死者の数はもう200名を上回ったと思いまして、実際ニューオリンズ

が水没される様子とかテレビでやっていましたので、10年前とはいってもご記憶に新しいと思う

んですけれども。 

 アメリカの石油産業は、湾岸地域に原油やガスを生産する油田、ガス田並びに石油精製装置が

ここに集中しているんです。アメリカの石油精製能力の約半分はこの湾岸地域に集中しています。

そこに超巨大ハリケーンが襲ったときに、市場で何が起こったかということをご説明したいと思

います。実際、私このとき担当者で、アメリカ向けの製品取引やっていまして、実際に市場に入

っておりましたので、非常に生々しい記憶として覚えております。 

 まず９ページ目、添付資料３、「米国の地域別・国別精油製品」……すみません、「石油製

品」です。「輸入数量（ハリケーンカトリーナの影響）」ということで、アメリカの２つの地域、

１つは東海岸、もう一つは今説明した湾岸です。重油・ガスという単位で2004年、５年、６年と

いう３年間を切り取って輸入量がどうだったかというのを出した表がこちらになります。 

 先ほど湾岸の話をしたんですけれども、東海岸なぜ出しているかというと、アメリカの石油精

製能力、半分は湾岸に集まっていると言いましたけれども、需要が全部湾岸地域にあるわけでは

ないんです。需要は全米でいろいろあると。という中で何が起きているかというと、アメリカの

東海岸というのは環境対応もあって石油精製所をどんどん潰している。一方で、石油製品が必要

な大都市、ニューヨーク、ニュージャージーありますので、湾岸地域で精製した石油製品をパイ

プラインや船で東海岸に運んで、東海岸の需要を賄っていると。よって、この湾岸地域の石油精

製設備がとまると東海岸も物がなくなるという構造にあることから、東海岸と湾岸で何が起こっ

たかということを石油製品の輸入量であらわしました。 

 ピンク色でハイライトしてあるのが10月なんですけれども、実際ハリケーンが来たのは８月末、

９月末なんですけれども、それを受けて市場が反応しまして、実際石油製品というのは海上タン

カーで輸送しますので、到着し始めたのが10月ということで、10月の輸入量を取り出させていた

だきました。 

 そうすると、実際に2004年と６年比べてみると、東海岸では約60万Ｂ／Ｄ弱、湾岸においても

100万Ｂ／Ｄ弱という石油製品が、しかも下に原産地域を出しておりますけれども、世界中から

集まってきたと。 



 これ実際に私もマーケットにおりましたけれども、もの凄い動きでした。本当に世界中の石油

製品の船が一斉にアメリカを目指して向かったと言っても過言ではないぐらい。供給物流が途絶

えたということがないぐらいに一気にアメリカに押し寄せるという事象が起こりました。 

 なぜそうなったかということを次の10ページ目で添付資料４、米国にハリケーンが上陸した際

の市場動向ということであらわしております。 

 この表は何かというと、青と赤の実線です。これがいわゆる原油・石油製品の先物市場。ＮＹ

ＭＥＸというものがあるんですけれども、の値動きをあらわしております。2005年７月から12月

末までどう動いたかと。青と赤、ピンクの点線があるんですけれども、これは湾岸地域の、青が

原油の生産量、ピンクが製品の生産量、要は石油精製装置を通して出された製品の生産です。赤

が製品の輸入量ということで推移をあらわしております。 

 ２系列で説明しますと、８月末に先ほど言ったようにカトリーナが上陸ということで、どうも

大型台風が来るだろうということで、ＮＹＭＥＸはそれに反応して、８月の中旬、20日過ぎぐら

いから、どうも上陸が本当になりそうだということで、これは非常に急上昇しました。原油や軽

油もです。製品もです。 

 実際に上陸して、このとき原油並びに石油製品にも相当な被害というか、当然油井なんかは避

難しなきゃなりませんし、製油所もとめなければならないということで、原油生産装置、石油生

産装置両方ともシャットダウンしたんです。それによって、市場は石油製品、原油、両方とも供

給不安が起こりまして、ＮＹＭＥＸがここで一気に非常に高値に上がったというのが９月過ぎの

状況になります。 

 このとき何が起こったかというと、市場では先ほど言ったように、これはアメリカに持ってい

ったら高く売れるだろうということで石油製品が一斉にアメリカに向かい始めたんですけれども、

同時に特筆すべきはアメリカ政府の対応です。このとき迅速に、まず戦略備蓄を放出しますと。

あとＳＰＲ─これがＳＰＲというものなんですけれども、「等」と書いてあるんですけれど

も、石油製品に関して起こったのは、１つは品質規制の一時的な緩和です。例えば、軽油で言う

と、アメリカって暖房用というのは、これは高硫黄でよくて、一方で輸送用というのは、もうこ

の時点で既に低硫黄化は進んでいたんですけれども、石油製品をより幅広く輸入するために一時

的に品質規制を撤廃するということを政府が迅速に発表いたしました。 

 それともう一つは、アメリカでジョーンズ・アクトという法律がありまして、これは何かとい

うと、アメリカ国内で輸送する船。これはアメリカ船籍でなければならないんですけれども、こ

れも一時的に撤廃するということを、これはたしかハリケーンが上陸したのが土日だったんです

けれども、二、三日のうちにこの備蓄の放出とあわせて発表いたしました。それを受けて急速に



ＮＹＭＥＸ、原油製品ともに下落していると。 

 その後、また２つ目のハリケーンであるリタが上陸したことにより、また上がっているんです

けれども、結局このグラフで何が見えるかというと、実際に原油の生産回復して、あるいは石油

製品の生産回復して、あと製品の輸入が到着して、市場の需給が安定したのが11月以降なんです

けれども、それに先駆けて市場というのは落ちつきを急速に取り戻しているというところがあり

ます。 

 今ここで時間進んでいますので。 

 したがって、緊急時には輸入というものをいかに有効に使うかということを考えることによっ

て製品の供給の安定性、あるいは市場の安定にもつながるということを説明させていただきまし

た。 

 以上になります。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございます。 

 全体の会議は12時までに終わらせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、貝瀬さんお願いいたします。 

○貝瀬プレゼンター 

 そういたしましたら、お手元の資料６、「自動車産業から見た燃料の将来像」というところを

ご参照いただければと思います。 

 本日は、自動車という観点です。燃料供給という、燃料の需要家という観点から非常に大きな

存在かと思いますけれども、こういったものが技術進化、そして消費者の生活様式の進化、こう

いったものによってどう変わっていき得るのか、こういったところを2030年というような目線感

も少し捉まえながらお話をさせていただければというふうに思います。 

 まず１ページ目でございますけれども、こちらは各国の排出ガス規制のところでございます。

2021年の欧州95グラムというところを筆頭に、それ以降もかなり厳しい規制強化が引き続き続い

ていくという状況でございます。 

 続きまして２ページ目でございますけれども、こういったところに対してパワトレ、パワート

レインです。つまり、エンジンもそうですし、また電動のモーター等々も含めた、こういった駆

動装置というふうに捉えていただければと思いますけれども、こういったパワートレインもさま

ざまなバリエーションという部分が今後一層広がっていくというふうに考えております。 

 当然のことながらハイブリッドですとか、あとＥＶ、電気自動車といったような電動化だけで

はなく、またこの内燃エンジンの進化、こういったところも今後さらにバリエーションが広がっ



てくるというふうに考えております。 

 続きまして３ページ目でございますけれども、既存のガソリンエンジンに対してのＣＯ２の削

減効果をさまざまなエンジンバリエーションごとにWell-to-Wheelで見た場合の削減効果はどれ

ぐらいあるのかといったところをまとめているのが３ページでございます。 

 内燃機関の進化という部分は今後さらに続くわけでございますけれども、じゃ、これが20％、

30％さらに続くかというと、そういうわけではないだろうなというふうに思います。 

 ただ一方で、今ある内燃機関だけではなくて、例えばＨＣＣＩエンジンというふうに呼ばれる

ようなディーゼルエンジンの特性をガソリンを使って出していこうというような新しい内燃機関

のエンジン等々も研究が進んでいるような状況でございますので、こういったものが2020年以降

打ち出されていくというようなお話というのも各メーカーさんのほうからは聞こえてきておりま

す。 

 ４ページ目でございますけれども、こういったところを含めてパワートレインのミックスがど

ういうふうに変わっていくのかといったところ、非常に需要予測は難しいところではございます

けれども、直近の状況も捉まえながら見たときの状況でございます。 

 これは欧州の乗用車の販売台数ベースというところが前提になってございます。特に欧州の場

合は、ディーゼルという部分が今足元、非常に多い状況でございますけれども、これは昨今のフ

ォルクスワーゲンの不正問題に端を発するような電動化へのシフトというような話もございまし

て減っていくというような方向感かと思います。 

 ただ、逆にそういう方向感の中でも、じゃ、一足飛びに電動化だけに広がっていくのかという

と、そういうわけではないだろうなというような考え方でございまして、やはりその中には例え

ば脱原子力というような方向に進んでいくと、どうしても発電コストの上昇といったところから

必ずしも電動化だけが経済合理性にメリットがある方向ではないというところもございますので、

やはり内燃機関が重宝されるというところもあるでしょうし、あとはそもそも車の乗り方自体が

高速での長距離移動を中心としたようなドイツのような場合ですと、ピュアＥＶというようなも

のだけではなかなかパフォーマンスが出にくいというような前提の部分でそもそも内燃機関のほ

うは有利な観点というところもございますので、変化としてはそこまで大きくないのではないか

なというような見立てでございます。 

 もう一つ大きな変化といたしましては５ページ目でございますけれども、昨今盛んに言われて

いる自動化、自動走行という話です。自動運転というものでシェアリングというような話、ここ

はかけ合わされて2030年ぐらいを目線に、いわゆる自分で呼ぶと無人の車が自分のところに迎え

に来てくれて、それに乗って目的地まで行くと。そこで、そのまま車でおりて次の需要地のとこ



ろに車が向かっていくと。このような使い方という部分が少しずつ広がっていくのではないかな

というふうに考えております。 

 フォードさんあたりは、今年の９月に入ってから、こういったサービス向けの車両という部分

を2021年から投入していくというようなことを言い始めているという状況でございますので、普

及するまでにはさまざまな法的な要因ですとか、安全、保険関係の整備という部分が必要ですの

で、すぐすぐというわけではないかもしれませんけれども、こういった展開に備えた各メーカー

の取り組みという部分が着実に進んでいるというところも一つの側面かと思います。 

 ６ページ目でございますけれども、じゃ、そういったような状況になった場合に、世の中に走

っている車両という部分がどういった車両が多くなっていくのかというところでございます。 

 乗りおり、いわゆる移動という部分に特化したような車両というところになりますので、一番

左にあるような小型Podと呼ばれるような、本当にハンドルもアクセルもブレーキもついていな

いような移動に特化したミニマムな乗り物、またはもう少し長い時間移動する中で車内で会議を

するであるとか、エンタテインメントを楽しむであるとか、またはゆっくり睡眠をとるであると

か、こういったさまざまな用途に特化した装備が充実したようなコミュータというもの、こうい

ったようなものも出てくるのではないかなというふうに思っております。 

 逆に言うと、車両自体の価値という部分がこういったシェアードモビリティの中でどのような

時間を過ごすことができるのか、そういったものによって車両が選ばれていくような時代という

部分がこの状況の中では進んでいくのではないかなというふうに考えております。 

 ７ページ目がそういった活用シーンの事例というところでございますけれども、１つ都市部と

いう部分をとった場合には、こういった住宅街からビジネスエリアであり、駅への送迎、または

ショッピングエリアであったりとか病院への送迎、こういったところに先ほどのようなコミュー

タであったりとか、小型Podといったような乗り物が活躍していくということかと思います。 

 当然先ほど検討の論点のところにも出ましたけれども、過疎地の移動弱者を救済していくとい

う観点の中にも、こういった無人自動車、無人運転の自動車という部分は十分に寄与していくの

かなというふうに思います。ただ、都市部のように需要が非常にたくさんあるわけではない中で

は、より少ない台数を需要家の方々を複数乗り合いのような形にすることで何とか事業性を担保

していく、このような形でビジネスモデルとしては全く違うような形態になっていくのではない

かなというふうに想定をしております。 

 ８ページ目でございますけれども、そういう中で車内での過ごし方がこのような乗り物の中で

は非常に重要になっていく。そうすると、装備がかなり充実していくような方向になるわけでご

ざいますけれども、それはすなわち、中での電力を要するようなデバイスがふえていくと、こう



いったような状況も同時に生まれてくるのではないかなというふうに考えております。 

 ９ページ目がこういった車を使っていった場合に一定量普及した段階、今明確に何年というふ

うには申し上げにくいところもございますけれども、目安2030年ないしはそれ以降ぐらいのタイ

ミングを見ていただければというふうに思います。 

 それが現状とそういった時代を比べたときに、保有台数なり年間の販売台数という、市場にど

のような影響を及ぼしていくのかといったところが９ページ目でございます。 

 これは試算の対象は米国になってございますけれども、保有台数、右下のところをご覧いただ

ければと思いますが、これが大体２割ぐらい減るという形になってございます。つまり、世の中

で移動の需要に対して非常に稼働率高く動き回って移動のサービスを提供するようなPodなりコ

ミュータという部分が活躍することによって、世の中に走り回っている車の数はより少ない数で

移動を賄うことができる、そういった形に変化するであろうというような考え方でございます。 

 ただ、一方で当然こういった車になりますと、じゃ、年間10万キロ、15万キロ走るのが当たり

前という形になっておりますので、今までのように、では、車を15年サイクルで廃車していきま

しょうというところから、もっと短い時間軸で車を買いかえるようなサイクルになっていくと。

そういたしますと、販売台数という観点ではそこまでは減らない。これが左下のほうのグラフの

意味するところではないかなというふうに考えております。 

 このような世界観になっていった場合に、エネルギー需要の変化というところでございますけ

れども、次の10ページをご覧いただきまして、先ほどのように電動パワトレにシフトしていくと

いうようなところ、またまた内燃機関もさらに進化するのではないかというようなところも含め

て、駆動に係るパワートレイン、ここの燃料需要がどうなるんだというところは当然のことなが

ら大きな影響力としてはあろうかと思います。 

 ただ、それだけではなくて、車内で過ごす時間の装備の充実、こういったものもさまざまに多

様化していく中での電力需要というものは増してくる。またまた自動運転というような形になっ

ていきますと、今いろいろ議論されているように、車両とインフラとの協調制御をしていくであ

るですとか、あるいは360度歩行者も含めてさまざまな状況判断を緻密に行って、統合制御をし

ていくと、こういったような技術進化という部分も大前提として求められていくような状況でご

ざいます。 

 このあたりは、かなりの計算量を要するというところでございますので、半導体等々も含めた

電力を相当食うというような形になっています。そういたしますと、必ずしもパワートレイン以

外のところでも電力を非常に食うようなデバイスがふえてくるというようなところにもなってい

きますので、そういった電力需要プラスパワートレインの燃料需要をトータルで含めた場合のエ



ネルギー需要がどうなっていくのかという観点、そして、それをどういうエネルギーミックスに

よって賄っていくのかと、こういったところが観点としては重要になっていくのではないかなと

いうところが車観点からの見方となってございます。 

 そのあたりに少し関係する動きでございますけれども、11ページをご覧いただきまして、電池

自体も今非常に進化してきているというところはございます。ただ、まだまだ当初想定されてい

たようなロードマップに比べますと順調にコストの面、そしてまたエネルギー密度の観点含めて

進み切れているわけではございません。または、今のリチウムイオン電池の次の世代となるよう

な新しい電池の開発という部分も議論はされておりますけれども、少しずつラボレベルでの進化

という部分は見られている一方で、実用化という観点ではまだもう少し時間がかかるものではな

いかなというふうに捉えております。 

 あと先ほど申し上げたような自動運転等々も含めて計算量が非常にふえていくというような中

におきましては、人工知能等々を使って計算量をより抑制していこうというような技術進化とい

うものもふえております。 

 こういったところで電力の消費を減らすことができれば、その分のエネルギーをどこから取っ

てくるんだというようなアロケーションのところにももう少し影響が出てくるのではないかなと

いうふうに考えております。 

 ただ、車の観点で言いますと、次の12ページでございますけれども、今今時点で、既にかなり

電装品がふえてきている中で電力を賄うのが今今時点でもかなり逼迫しているという状況でござ

います。これに加えて自動運転等々で非常に大きな電力消費デバイスが新たに追加されていくと

いう形になっていきますと、じゃ、こういったものを電動パワトレも全部ひっくるめて電力一辺

倒で賄い切れるんですかと、このような話が出てくるのではないかなというふうに思いますので、

この自動運転等々の利便性という部分に重きを置いてくると、そうすると、ある意味代替手段の

あるパワートレインについては、必ずしも電動化ではなく内燃機関を用いたような形で全体の電

力ミックスという部分を担保しながら環境規制にも対応していこうと、このようなアプローチも

十分考えられるシナリオではないかなというふうに捉えております。 

 ですので、13ページ目、まとめでございますけれども、今申し上げてきたように、多様なパワ

ートレインが広がっていく中で必ずしも電力一辺倒というわけではないだろうということ。その

中で、さらに新たに電力を消費するようなデバイスも今後さらにふえてくる中で、電力全体だけ

ではなくて燃料全体も含めたエネルギー全体としてどのような需要があるのか。そして、それを

電力デバイス、または燃料デバイス、こういったものでどういうふうに全体をうまく賄っていく

ことができるのか、こういったところが今後の自動車会社等々の技術革新の中でウオッチされて



いく必要があるのではないかなというふうに思いますし、またそれらのシナリオに対して、どの

ような供給体制を整えていくことができるのかといったところが自動車観点から見たときのエネ

ルギーに対する考え方なのではないかなというふうに捉えております。 

 私のほうからは、以上になります。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 お三方のプレゼンテーションとも非常にインフォマティブなものだったと思います。 

 残された時間は20分弱になりましたけれども、メンバーの方々いかがでしょうか。質問、ご意

見を効率よく発言していただけると助かります。 

 岩井さん、お願いいたします。 

○岩井委員 

 先ほど森さんから、「輸出する能力というのは、例えば中国、それから韓国、あるいはインド

とか、その辺が強いですよ」という話があったんですが、それはどういう理由で輸出能力がある

のか。例えば、海外では製油所の処理する能力が大きく原単位が非常に安いという要因がある。

日本だと例えば、10万バレルの小さな製油所であり、能力は小さい。一方で、設備の費用負担と

しては減価償却が終わっていて補修費だけという利点もあるわけです。その辺の比較はちょっと

必要なのかなと。なぜ彼らが強くて、日本が弱いのか。 

 それからもう一つは、関税障壁というのが少しございまして、例えばベトナムにガソリンを日

本から持っていくと関税は20％。ところが、韓国から持っていくと10％で、半分で済みますとか、

軽油であれば日本からだと７％、韓国からだと５％、こういう関税障壁のところがあるんです。

これと戦うためには、山下部長に頑張っていただかなければならない部分もあるんですけれども、

そういう部分は各国であるんではないかと思うんです。その辺の分析というのも必要じゃないか

なと思うので、よろしくお願いしたいと思います。 

○橘川座長 

 後でまとめてお答え願うことにして、ほかにいかがでしょうか。 

 飛田さん、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。糸井様のお話の中で、いろいろ状況が船舶の燃料の規制の問題など、

これから次第に厳しくなってくるということで、日本の現在の状況から考えると、重質油分解装

置の装備率をもっと上げていく必要があるのではないかというサジェスチョンであったのではな

いかと思うのですが、このような今後への対応について、例えば現状の我が国の施設がかなり高



経年化しているものもあって、新たなものを装備するということが果たして容易にできるのかと

いう、ちょっと素人なものですからよくわからない点がございました。 

 それから、森様のお話では、ハリケーンが上陸した後のアメリカの状況の説明の中で、湾岸か

ら東のほうに、湾岸に石油精製施設が集中していたために移動させていく、影響を受けたために

大きな問題が起こったというように伺いましたけれども、そういうようなことが起こった後、湾

岸の施設にどのような変化があったのか。具体的にこれから大型台風が来たときに前のことを教

訓として、またそれは我が国にとっても教訓になるのではないかと思うのですが、どのような対

応がとられていったのかということがわからなかったので、その点お教えいただけたらありがた

いと思っております。 

 以上です。 

○橘川座長 

 佐藤さんお願いします。 

○佐藤委員 

 質問というよりは今までのプレゼンテーションを伺った上での意見になるのですが、エネルギ

ーセキュリティ、あるいは消費者にとっての利便性、こういったところは当然の前提ではありま

すけれども、石油業界で縮小均衡を超えた次なる競争力強化が一体どこからもたらされるのだろ

うかというところを真剣に考えていかないといけないタイミングなんじゃないかということが、

これまでの需給の動向や、電気自動車やモビリティの変化といった国内でもこれから来る構造変

化からの意味合いではないかと思っております。 

 例えば、誤解を恐れずに言いますと、２次告示までのところで、精製設備の最適化というもの

がそれなりに進んできたとすると、３次告示のテーマが一体どのようなものになっていくのかと

考えれば、まさに縮小均衡を超えた競争力強化というものになってくるのではないのかなと考え

ております。 

 具体的には２点ありまして、１点目は、例えば海外を含めた新たな成長ですけれども、お話を

伺っていますと、やはり輸出というところはなかなか容易ではないと思えます。ただし、そうし

たときに、では例えば丸腰では容易ではないとすると、どんなものを備えておくと、輸出ルート

などを日本なりに確保していけるというところまで考えておく必要があると思います。さらには

産油国のようなところとどのようにうまくつき合っていくのか、南米やアフリカを含めた次なる

成長の地域に対してどのように今から仕込みをしていくのか、まで考えておく必要があると思い

ます。いわゆる正面だけではない、日本ならではの観点からの海外を含めた成長策についてもし

っかり議論していくべきではないかと思っております。 



 ２点目ですけれども、やはりそうしますと、国内がマーケットとしては大きいですから、ここ

でいかに成長のための資金を捻出していくのか、国内市場をどのようにキャッシュカウ化をして

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。 

 この点では、製油所について、二次装置を含めてどのように考えていくのか、あるいは生産性

のさらなる向上をどう図っていくのかというところはしっかり議論していくべきだと思っており

ます。流通、販売につきましても値決めの透明性、そしてネットワークの効率的かつ効果的な維

持などの観点でしっかり議論していくべきだと思います。この研究会の論点整理表では一見する

とばらばら、調達から精製、そして流通、販売についてばらばらの論点が並んでいるように見え

るんですが、縮小均衡を超えた次なる競争力強化という筋の通った目線で、今まさに議論してお

かないと、この後取り返しのつかないことになってしまう。そんな変曲点にいるんだなというと

ころが改めて見えたのではないかと思っております。 

○橘川座長 

 松方さんお願いします。 

○松方委員 

 今のご意見に全面的に賛成なんですけれども、それと加えて、先ほど森様からご紹介いただい

たビジネスとしての石油の流れ、それから本日のいろいろご説明資料にもあったように、アジア

圏での規制強化が進んでいって、日本ととにかくＳ分の量が余り変わらなくなるものがどんどん

出てくるというと、これもご紹介ありました国内精製主義といいましょうか、そういったものが

本当に維持するのか、されるのかというのは、エネルギーセキュリティの観点と、すなわち30％

のエネルギーをビジネスに任せて、流れだけに任せてよいのかということと、それから本当のビ

ジネスの話だったり。じゃ、エネルギーセキュリティがあるからって我慢していて成長の可能性

があるかというところは、いわゆるアジア圏の国々の成長とか、あるいは環境政策の流れの中で

すごく大事で、私個人的には国内の製油所を守るべきだと思っていますが、国内の30％のエネル

ギーをビジネスの場で他国に委ねることをしたくないという視点から国内で精製、製油所を守る

べきだと思っていますが、でも、それはむしろ例えば森様の視点からどういうバランスにしてい

ったらよいというふうにお考えなのか。 

 それからもう一つは、先ほどの大きなアクシデントに対してというカトリーナの事象をご紹介

いただきましたけれども、この話というのは、直近ですぐに、アクシデントがあった翌日、東日

本大震災のときの教訓からも翌日どうするかという話と、それからあと若干中長期的にどうする

かという話の２つの議論があるんだと思いますが、この話はこれまでも議論されてきたとは思い

ますが、製品備蓄の問題と、それから海外との連携です。何かあったときにすぐに送ってくれる



ところはどこかと。海外備蓄みたいな考え方もあるかもしれません。そういったところの全体の

整合性を特に日本は─アメリカは自分でも原油持っていますけれども日本はないのでどうす

るかというところが大きいのではないかなというふうに、これは質問というか、意見ですけれど

も、十分にバランスを考えていく必要があるなというふうに思いました。 

 それからもう一つ、糸井様に関しては、日本は特にボトムレス化のところが弱いということな

んだろうというふうに思いましたけれども、そのあたりはＪＰＥＣの糸井様としてはどういうふ

うに考え─まあ、ＦＣＣやＲＦＣＣは十分にあるわけですけれども、その下が弱いというの

はおっしゃるとおりだと思うので、全体としてどういうふうにお考えになるかというのを。 

○橘川座長 

 牛島さん、お願いします。 

○牛島委員 

 ちょっとよくわからないので教えていただきたいんですけれども、日本企業にとっての輸出機

会、あるいは海外からの輸入、潜在的に輸入というのを考えたときに、一体アジア・太平洋とい

う広い領域の中で、どれくらいが実質的な貿易圏というか、つまり輸送コストというのは当然、

さまざまなコストというのがあるわけで、一体、例えばインドみたいなところとか、そういった

ところまで含めて日本企業のこの産業における国際競争力というのを考えたときに考える必要が

あるのかどうなのか。それはどういうパラメータで決まっていて、今後そのコストは上がってい

くのか、あるいは下がっていくのかというようなところがちょっと見えにくかった。 

 それから、貝瀬様のところでシェアードモビリティというお話があったんですが、これはお話

としてストックが少なくなって、より効率的に回せるという話だと思うんですけれども、これは

例えばどうなんでしょう。リテールといいますか、燃料というか、動力源の補給というのは必ず

必要になるわけです。それは今のように分散的な形でされるという世界が描かれるのか、あるい

はもうちょっと集約されたイメージになるのか。それは一体どういう世界になるのかなというの

は単純に疑問として思いました。 

○橘川座長 

 私もそれぞれの方にご質問があります。 

 まず糸井さんですけれども、中国が小規模製油所を畳む。それが逆に非国営の増産につながる

という、そこのロジックがちょっとよくわからなかったので説明していただきたいのが１点。 

 ２つ目は非常に印象的だったんですけれども、コーカー、水素設備が弱くて、ＦＣＣ、ＲＦＣ

Ｃが強いと、こういうふうに言われましたけれども、１次告示、２次告示とともに今の設備は全

部分子において全部重要だというようなやり方だったわけです。ということは、そのお話の延長



上というのは、１次告示、２次告示とは分子を変えていくという話に３次告示以降つながるのか

どうか、そこのところをお聞きしたいと思います。 

 森さんには、お話を聞くと、もう端的に答えは明確で、輸出よりは、ここで余り話題になって

いないけれども、直接投資こそが解決策だということなんじゃないかと思うんです。アジア・太

平洋でいくんならば、ロシアか東南アジアか中東あたりの直接投資ですし、米州で攻めるんだと

したら、アメリカのテキサス湾岸への直接投資というのが正しいというような解も聞こえるんで

すけれども、そういうふうに理解していいのかどうかということです。 

 それから、貝瀬さんは、端的に言うと、ここは石油の審議会ですけれども、自動車業界につい

てこういうことをやらなくていいのかなと心配になりました。台数が減る話もそうなんですけれ

ども、ＥＶになるということはモジュール化しますから、インテグラルなつくり方じゃなくて、

モジュール的に自動車がなるということは、自動車自体がコモディティ化して、中国に負けてい

くという世界にもなるわけで、今のお話は石油業界の将来というよりも自動車業界の将来を語ら

れたような気がしますので、そういうふうに理解していいのか。その辺のことをお伺いしたいと

思います。 

 残された時間は短いんですけれども、お三方のお答えできる範囲で構いませんので、簡単にご

回答をお願いします。 

 糸井さんからお願いします。 

○糸井プレゼンター 

 まず最初に、ＩＭＯのご質問を飛田様からいただきました。これも答えるのは非常に難しゅう

ございまして、今各石油会社がこの問題を解決していく方策を練ると思うんですけれども、個人

的な見解としましては、新しい装置を建設して脱硫していくという体力が石油業界としてもない

と思いますので、装置の最適化を図って、10万バレル・パー・デーぐらいの重質油を何とかしな

ければいけないので、その辺は各製油所連携しながら何とかひねり出していくと思います。 

 ただし、重たい部分がどうしても余ってくるので、これのはけ先というのは多分苦慮されると

いうふうに思っています。どうするかというのは、また業界のほうでお話しされると思います。 

 それから、松方先生からいただきましたボトムに対する考え方ということですが、これも制約

条件でないのかもわかりませんけれども、投資が非常に難しい状況で、新しい装置をどんどん建

設するというのは難しい状況と思われますので、１つ技術開発として、例えば分解得率を上げて、

例えばその措置に対してサイドフィードでほかの製油所から留分を持ってきて分解の量を上げる

とか、そういう方策を立てて、統合も行われますので、将来的に日本としてベストな形に持って

いくというようなのが１つ考えられる点だと思います。余力が出てくれば、新しい装置をどんど



ん建てていくということはできると思いますけれども、そういう方法がとれるんではないかとい

うふうに個人的には思います。 

 それから、３番目の３次告示にそういう二次装置の特徴を入れたらどうかというお話があった。

これは私が申し上げるべき問題ではないんですけれども、相手が海外で、特に軽油の増産、先ほ

どもご質問ございましたが、日本の２倍、３倍、50万バレルぐらいの製油所がどんどん建ってお

りますので、ここに対抗していかなければいけませんので、じゃ、軽油を増産するような装置を

どんどん建てていくのか、あるいはＦＣＣは今装備率がいいので、それをもっと活用していくの

かというのはまたご議論して、そういうところに生かせていただければと思いますし、それと多

分各社の方針があると思いますので、そこをよく聞いていただいて、戦略がございますので、そ

ういうところをまた勘案していただいて、そういう告示に反映していただければというふうに個

人的には考えております。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 森さんいかがでしょうか。 

○森プレゼンター 

 時間もありますので全てお答えできませんが、まず岩井様、輸出対応力です。日本は当然地理

的に不利な立地もあるんですけれども、対応力を簡単に言うと物流対応力です。もっと端的に言

えば、タンクと桟橋、これが輸出専門でつくられる韓国ですとか、輸出もにらんでいるインド、

中国に比べて明らかに劣っている。精製技術でスペックで何か豪州向けつくれないというもので

はなくて、日本向け製品と輸出を同時に貯蔵して出荷するようなタンク能力、あるいは桟橋能力

が日本は劣っているというのが現実だと思います。 

 ２つ目、飛田様の質問でハリケーン上陸後どう変わったかと。これはいろいろ変化はあったん

ですけれども、現状から言うと風化していると思います。むしろ、アメリカの精製業は環境リス

ク含めて高まっている事業リスクに対してどうするかという問題に今直面している状況になって

いますので、誤解を恐れずに言ったら風化しています。 

 ３つ目、牛島様です。貿易圏をどう捉えるかというのは、これは世界的な市場の中での位置づ

けになりますので、日本から見たらインドよりも東、逆にインドより西にはインドも含めて中東

もございますので、やはりアジアか、もしくはアメリカとの間にある太平、大洋州が貿易圏に当

たると思います。 

 最後、橘川様の直接投資が正しいんではないかと。これは誤解を恐れずに言うと、ある意味正

しいと思います。現実に石油会社さんも今海外投資進められていますし、我々も海外ふやしてい



るんですけれども、これ決して日本がだめだから海外というんではなくて、日本で石油事業を続

けるために、ただ本部、会社としては収益性を上げなきゃならないということで海外シフトをふ

やしているのが実態ですので、ある意味では直接投資で効率化、あるいは採算を向上させるとい

うのが正しいと思います。 

 以上です。 

○橘川座長 

 貝瀬さんいかがでしょうか。 

○貝瀬プレゼンター 

 まず１点目、牛島先生からのご質問でございますけれども、エネルギーの補給のステーション

の持ち方というところかと思いますが、こちらのほうは都市部で非常に密度の濃いモビリティを

供給するに当たっても、そこまでエネルギーステーションの密度は必要ないかというふうに思っ

ております。一番のポイントは、こういった車の所有者が誰なのかということを考えたときに、

これはサービスを提供している事業者であり、またその事業者が持っている車全体がそれぞれ今

どこにどれだけ走っていて、どれぐらいのバッテリーが残っているのかということ全体感を全て

マネージすることができていますので、そういった中で計画的に従前の入庫という部分を車の需

要の時間帯に合わせてマネージしていくことができると。このような形で考えますと、余り遠く

のところまで充電しに行くというのは、なかなか追加コストがかかってしまうかもしれませんけ

れども、土地代の高いところにたくさんの拠点を持つ必要はないかなというふうな考え方でござ

います。 

 もう一点、橘川座長のほうからありましたＥＶというような話、コモディティ化になっていく

のではないかというようなお話でございますけれども、これは１つ、鉄道のようなものとして考

えていただけてもいいのかなというふうに思っておりまして、つまり、こういったＥＶの車両単

体ということではなくて、こういった移動のモビリティのサービスを社会インフラとして位置づ

けた場合には、じゃ、サイバーセキュリティどうするんであるかとか、あとはどういった特性の

地域にどれぐらいの車両を投じて、どのような安全運転の運行システムを構築していくのか、こ

ういったところのノウハウになっていきますと、やはり日本等々も非常に競争力の源泉を持ち得

る世界かと思いますので、そういったものを例えばパッケージ化して海外に打って出ていくと、

このような形での新しい産業競争力のあるビジネスというものをつくっていく余地もあるのでは

ないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○橘川座長 



 どうもありがとうございます。 

 いずれにしましても、今日は１回目でありまして、今日は基礎知識を教えていただいたという

ことで、これから議論していきたいと思います。 

 

 （３）その他 

○橘川座長 

 それでは、最後に議題３のその他になります。次回の研究会の日時、その他の進め方等につき

まして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○三浦政策課長 

 次回の研究会は11月７日の10時から開催を予定しております。場所はこの会議室です。正式な

開催案内は、開催１週間前を目途にお知らせします。 

 なお、今回の説明・議論についてご意見などがございます場合は、ぜひ第２回目までに伺えれ

ばと存じます。 

 ご意見がございます場合は、10月31日の月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。どうも長時間にわたりあ

りがとうございました。 

以上 


