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石油精製・流通研究会（第２回）議事録 

 

日時 平成２８年１１月７日（月）１０：００～１１：５８ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

議題 

（１）我が国石油精製・元売産業の立ち位置について 

（２）取引に係る価格指標の整備について 

（３）その他 

 

議事内容 

１．開会 

○橘川座長 

 定刻になりましたので、まだ若干お見えになっていない委員もいらっしゃいますが、ただ今よ

り第２回の石油精製・流通研究会を始め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、どうもありがとうございます。 

 本日は、我が国の石油精製・元売産業の立ち位置、ガソリン取引に係る価格指標の整理等につ

いて議論してまいりたいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に、事務局からメンバーの出席状況及び資料について確認をお願

いいたします。 

○三浦政策課長 

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

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

 構成員の方々の本日の出欠状況ですが、石岡様、新家様は遅れてご参加されます。 

 また、本日は本研究会の構成員のほか、５名の方にお越しいただきましたので、この場でご紹

介いたします。 

 日本政策投資銀行産業調査部ソリューション企画室長、伊藤正敏様。 

 日本政策投資銀行企業金融第５部調査役、罍俊輔様。 

 みずほ銀行産業調査部副部長、山岡研一様。 

 株式会社野村総合研究所上級コンサルタント、原田純一様。 

 株式会社東京商品取引所執行役・市場構造研究所所長、小野里光博様。 

 なお、伊藤様、山岡様、原田様、小野里様には本日プレゼンテーションをお願いしております。 
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 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 配布資料は、議事次第、資料１「石油精製・流通研究会構成員名簿」、資料２「我が国石油精

製・元売産業の立ち位置」日本政策投資銀行様の配布資料、資料３「石油精製・元売産業の収益

環境と目指すべき姿」みずほ銀行様の配布資料、資料４「我が国の石油産業の国際競争力」佐藤

様の配布資料、それから資料５「石油精製価格指標の現状について」、資料６「石油流通業者に

よる先物を活用した顧客ニーズへの対応とそのための環境整備について」野村総合研究所様の配

布資料、資料７「石油製品先物市場の利便性・価格指標性の向上に向けて」東京商品取引所様の

配布資料、参考資料、論点整理総括表、以上でございます。 

 資料の不足、あるいはお手元のｉＰａｄの不調などがございましたら、事務局までおっしゃっ

ていただければと思います。 

 なお、本日、参考資料として配布させていただいております論点整理総括表ですが、各回での

構成員の方々のご意見を集約し、毎回配布いたします。適宜ご参照いただき、議論を進めるに当

たってご活用いただければと思います。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速本日の議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は、１．我が国石油精製・元売産業の立ち位置について、２．取引に係る価格指標

の整備について、３．その他であります。 

 

２．議題 

 （１）我が国石油精製・元売産業の立ち位置について 

○橘川座長 

 それでは、まず議題１の我が国石油精製・元売産業の立ち位置についてに入っていきたいと思

います。 

 まず、伊藤様、山岡様、佐藤様にご説明いただきたいと思います。 

 なお、質疑応答・コメントの時間は３人のプレゼンテーションが終わってからまとめてという

ことにさせていただきます。申し訳ありませんが、議論の時間を確保する意味で、プレゼンテー

ションはお一人１０分を目安にお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○伊藤プレゼンター 

 日本政策投資銀行産業調査部の伊藤と申します。本日は、このような場にお招きいただきまし
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て、弊行を代表して御礼申し上げます。 

 それでは、配布させていただいています資料２に関しましてご説明を進めてまいりたいと思い

ます。 

 まず、３ページをご覧いただければと思いますが、石油製品に関しましては、９９年をピーク

に内需が減少しているということがよく言われるわけでございますけれども、ここでは、他の素

材、セメント、紙パ、鉄鋼、それから石油製品をもう少しロングスパンで２５年前の９１年と比

べてみたものでございます。これをご覧いただきますと、各業界とも非常に内需の減少に苦しん

でいるということが見て取れまして、石油製品も例外ではないということがおわかりいただける

かと思います。 

 ただ、石油製品の内訳で、ガソリン・ナフサ・ジェット燃料、これだけを取り出しますと、９

１年のレベルからは約２８％増加してございます。これを時系列で見たものが４ページ目のスラ

イドの左側の表になります。９１年の内需レベルを１００の指数としまして現在までを指数化し

てございますが、これでおわかりいただけますのは、セメント、紙パ、鉄鋼のいずれも内需の低

下に苦しんでおり、特に２００８年のリーマンショックの後、内需を大きく落ち込ませて、その

後そのレベルを回復できていないということがわかろうかと思います。 

 石油製品全体の、これは紫色の点線でございますが、同じような傾向でございますけれども、

ガソリン・ナフサ・ジェットに関しましては青い点線、リーマン後でありかつ９１年内需水準を

まだ確保できている製品になるということでございます。 

 こちらの背景を考えてみます。これは右側のグラフになりますが、国内の自動車の保有台数が

９１年以降、近年頭打ち傾向にはあるとはいえ、まだ伸びてきておりますので、ガソリン需要が

下支えをしたんだろうなというふうに考えているところでございます。 

 ただ、この研究会でも指摘されているところでございますが、自動車保有台数も頭打ち、それ

から赤い折れ線が平均燃費をあらわしてございますけれども、エコカー等の普及により平均燃費

も加速度的に改善しておりますので、今後これまで内需を下支えしてきたガソリン内需の減少ト

レンドをたどる可能性は高いと、これは皆様がご指摘しているのと同様でございます。 

 したがいまして、この内需縮小が本格的に進行する前に、既存事業以外の分野において成長基

盤を確立することが求められているんだろうなというふうに考えてございます。 

 ５ページ目のスライドでございますが、こちら石油精製セグメントの利益を過去５年分とった

ものでございます。 

 ご注目いただきたいのは、石油セグメントの利益そのものではなくて、利益の前期比を要因分

解したものでございます。 
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 特に①の数量・マージン、これを２０１１年度から２０１５年度まで、一番右側の赤い枠で囲

っているコラムでございますけれども、これは３，３００億ほどの減少となっております。 

 一方、合理化、それから経費削減、これはブルーで囲ったものでございますが、この右端の数

字を見ていただきますと、２，４００億弱ということでございまして、過去５年間、数量減、販

売マージン低下、こういったものによる粗利減少を各社様の合理化努力で打ち返してきたという

ところが読み取れるかと思っております。 

 次に、６ページ目でございますが、大手５社様の財務状況を比較したものでございます。各社

様がどうこうというよりは産業全体で見ていただければと思いますけれども、まず最初にご覧い

ただきたいのは①でブルーのラインで囲っているところでございます。これは、何の数字かと言

いますと、その上にあるNet-Debt、これは借入金から当座資産を引いた文字どおりネットのデッ

ト、借入になりますが、それを在庫の評価損益を調整した後のEBITDAで割ったものでございます。

よく銀行が償還年数的に物を考える指標でございますけれども、これを見ていただきますと、左

から９．１倍、６倍、４．９倍、９倍、９．１倍等々、見かけ上の財務レバレッジはかなり高い

なと、この数字だけを見ると、そういう印象を持つわけでございますけれども、我々金融機関、

Net-Debtから正常運転資金を差し引いて償還年数等を計算するのが通常でございますが、それを

行ったものがオレンジ色の②のコラムでございます。これを見ていただきますと、０．８から２．

１、２．２から２．５、５．１から６．１、バー。右側のバーというのは、これは事実上借入金

がないということになりますけれども、見かけ上の財務レバレッジは高くなるんですが、この産

業の場合、保有原料とか流通在庫を含む在庫資産が物すごい多額、売り上げの合算が大きいです

ので、多額に上りますので、運転資金を除した財務レバレッジというのは低位にとどまって、財

務状態は各社様とも非常に良好だなというふうな印象を持ってございます。 

 実際に緑の③、緑で囲った線でございますが、Net-D/Eを見ましても、０．１から０．５、０．

３から０．９、１．０から２．０、それからバーということでございまして、財務状態は各社と

も良好なのかなというふうに思ってございます。 

 次に７ページ目、それを他の産業と比べたものでございます。石油精製元売様は５社計、それ

からセメント、製紙、鉄鋼、それぞれ大手と比較したものでございます。 

 また、緑の③のところをご覧いただければと思うんですが、石油元売は０．９から１．９とい

うことでございまして、セメントの１．６から１．１、製紙の４．１から３．４、鉄鋼の１．７

から１．６、これと比較しましても全く遜色のない水準を維持していることがわかるかと思いま

す。 

 次に見ていただきたいのは、①のブルーで囲っております調整後のEBITDA、在庫損益を調整し
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た後のEBITDAでございますが、５社計で実額の数字を見ていただきますと、５，６００億、７，

２００億、９，０００億という数字になってございまして、会計上の損益は在庫評価損益によっ

て大きく振れて、会計上の純資産が削れたりということは起こるわけでございますが、基本的に

キャッシュフローは非常に潤沢なキャッシュ創出能力は高い業界だなというふうに思ってござい

ます。 

 相応の借入余力も見込まれるということでございまして、Net-Debt、EBITDAの倍率を製造業様

でございますと、私どもよく４～５倍ぐらいを１つの目安で考えますが、４～５倍を目安といた

しますと、直近期２０１５年９，０００億のキャッシュフローで１．９倍のNet-Debt、EBITDA倍

率でございますので、５社計で２兆円前後の新規の借入余力というのはあるのではないかという

ふうに考えているところでございます。 

 次に、Section.２、成長投資の方向性ということでございますけれども、ポンチ絵の概念図で

恐縮でございますが、石油精製元売産業を見た場合に、川上のほうに上りますと、油田・炭鉱・

鉱山開発及び権益取得等々、バリューチェーン上、非常にボラティリティーは高いんですが、利

益率の高い産業が川上にはあると。 

 それから川下、Ｂ to Ｃの元売のところは除いてございますが、川下を見ますと、新興国の需

要が旺盛な石油化学事業もあるということで、１つはバリューチェーン上の高付加価値事業を取

り組んでいくということが今後の成長事業の一つのあり方なのかなというふうに思っております。 

 それから、左下の矢印でございますけれども、石油の内需の縮小、石油がエネルギー源として

代替されていく、その代替していくガスとか再エネ分野、こちらは需要が伸びるわけでございま

すので、こちらによる収益多角化、それから右側の矢印でございますが、水素や燃料電池等々次

世代を担う新しいエネルギー展開に向けた布石というところでございまして、私どもの印象とし

ましては、当業界を見たときに、周辺にかなりいろいろとビジネスのポテンシャルの高い事業に

囲まれているなというふうな印象を持ってございます。 

 先ほどSection.１のほうでご説明しましたが、非常に良好な財務基盤と潤沢なキャッシュフロ

ーをてこに、今後こういう成長投資、各社様ともこれに従って成長投資が行われているというふ

うに認識してございますが、こういう成長投資をさらに進めることが現行事業以外の収益基盤を

確立して、それがひいては石油の安定供給にもつながるのではないかというふうに考えてござい

ます。 

 以上のことをまとめたのが、最後の１０ページ目のスライドでございます。 

 繰り返しになりますが、４ポツ目からご覧いただければと思うんですけれども、当業界、損益

面では数量減、販売マージン低下、こういったものを合理化メリットで打ち返してきておりまし
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て、財務状態は各社とも良好でございます。他の素材産業と比べても遜色ないレベルを維持して

おりまして、損益はどうしても在庫評価により大きく振れるという特徴は有するわけでございま

すけれども、基本的にキャッシュフローは潤沢な業界で相応の借入余力も見込まれるという風に

考えてございます。 

 次のポツでございますが、ボラティリティーは高いものの利益率の高い資源開発分野、さらに

は新興国需要が旺盛な石油化学分野、バリューチェーン上の事業ではございませんが、石油代替

の進行に伴い需要が増加するガス・再エネ分野、それから次世代エネルギーの水素・燃料電池

等々、現行の事業周辺に豊富なビジネスチャンスが存在するものですから、良好な財務基盤と借

入余力をてこに、これらの成長投資を加速させることが非常に重要ではないかというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 伊藤様ありがとうございました。 

 それでは、山岡様お願いします。 

○山岡プレゼンター 

 みずほ銀行産業調査部の山岡です。 

 セミマクロの観点で産業別に調査分析をしている金融機関の立場から、石油業界どう見えてい

るのか、についての考察をご説明申し上げます。 

 資料３をご覧いただけますでしょうか。 

３ページご覧ください。 

 まず、他業種と比べた競争環境でありますが、左側のグラフに示す通り、素材産業で見た上位

企業のシェアが、かなり拮抗していることがこの業界の特徴であります。一方、右側のグラフの

とおり、海外売上高比率は非常に低く、内需が減少しているなかで、輸出は少ないということで

あります。つまり競争が厳しいことを示しております。 

 次のページをご覧いただきますと、左側のグラフの示すとおり、精製コストの９割が原油コス

トです。残り１０％がそれ以外のコストでございますけれども、何を意味しているかというと、

差別化が非常に難しい製品であるということであります。 

 競争環境が厳しく、差別化が困難な製品でありますので、右側のグラフのとおり、石油精製マ

ージンは黒い点線でございますが、日本は各国と比べると非常に上下動があって低位になってい

るということでございます。 

 次のページをご覧いただきますと、かかる環境のなか各社様は大変なご努力を積み重ねてきて
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おられるということでありまして、左側のグラフのとおり、大手元売５社さんがこれまで約１５

年間で積み上げてきたコストの削減額は棒グラフでお示ししていますけれども、累計で５，００

０億円以上であります。ただし、折れ線グラフを見ていただきますと、在庫の評価影響を除いた

実質の営業利益はほぼ横ばいになっております。つまり、打ち返してきたという表現もあろうか

と思いますけれども、これほどまでに積み重ねてきたご努力があまり顕現化できていないという

ことであります。 

 理由はということでございますけれども、右側のグラフにある単位当たり石油精製コストの青

い棒グラフが示す自家燃費にあります。原油価格が上がるにしたがって、自家燃費の負担も増え

ますが、通常、これは転嫁をしていくべきですが、それができていないということであり、これ

ほどまでに重ねてきたご努力が消えてしまっているということであります。 

 次のページをご覧いただきますと、今度は販売価格をさらにコスト分解していきますと、左側

のグラフのとおりになります。 

 販売になりますと、原油コストの割合というのが７０％で、精製費と販売管理費を除けばマー

ジンということになります。 

 そのマージンを改善するための施策として右側にまとめてございますけれども、販売価格を適

正な水準に引き上げること、それから販売管理費、あるいは精製費といったコストは引き下げる

ということで、具体的な対応策というのは打っておられると理解をしています。 

 しかしながら、上の文章２つ目で書いておりますとおり、各社様が単独で可能なコスト削減は

非常に難しい、限界が来ていると考えておりまして、現在ご検討されているとおり、各社様の連

携なり再編で、単独ではなし得ないコスト削減の取り組みが必要になってきている段階かと存じ

ます。 

 次の７ページをご覧いただきますと、では今後はどうなるのかということで見通しでございま

す。 

 左側に国内の長期需要の見通しを書いておりますけれども、２０００年あたりをピークに国内

需要は落ちてきている。長期で見た場合と短期で見た場合にはレジームチェンジがありますので、

今後ということを考えると、年率２％弱で下がっていく。年率換算でわずか２％かもしれません

けれども、累積すれば２０３０年までに２５％下がるということであります。 

 右側に長期の利益の見通しを書いてございます。これは私どもの試算でございます。需要は見

通しをベースにしておりまして、ある程度供給能力が絞られたとしても、長期的に利益は落ちて

いく。主な要因は稼働率が下がるということでございます。 

 次のページから、今後の方向性として幾つか考察しております。 
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 考えるべきポイントは２つであります。１つは、再生産、あるいは持続可能な収益を確保する

ということ、それからもう１つは、企業である以上は成長が必要でございますので、成長を取り

込むための投資が必要ということ。この２つを可能とする収益が必要になってくるということで

あります。 

 収益に関しては、国内中心でございますので、国内事業をどう考えるか、成長については、旺

盛な成長をしている海外需要をどう取り込むかという２点でございます。 

 次のページをご覧いただきますと、先んじて色々と施策を打たれた鉄鋼産業を事例としており

ます。 

 鉄鋼産業は、この１５年間で国内シェアは６社で７１％だったものが、今は３社で８０％にな

っております。その他の２０％は電炉でございますので、高炉で３社のみとなっております。 

 右側の国内メタルスプレッドの推移を見ると、メタルスプレッドが厳しくなった段階で、合従

連衡なり再編・淘汰が起きており、その後にメタルスプレッドは改善していることが見て取れる

かと思います。 

 こういった国内事業のキャッシュカウ化ができたことによって、鉄鋼各社さんは１１ページに

お示ししているとおり、海外の成長を取り込むための投資を積極的に実行しておられます。 

 石油産業と似通っているところは、上工程を海外で単独で持つことが難しいということであり

ます。従って、下工程、つまり、川下の販売に至るポジションを持って海外の需要を取り込んで

いるということであります。 

 新日鐵住金さんは生産能力４，０００万トンに対し、販売能力は６，０００万トンあると言わ

れておりまして、後で申し上げるショートポジションという考え方にもつながってくるというこ

とであります。 

 では海外といってもどこを考えるのかということでありますが、１２ページをご覧いただきま

すと、左側のグラフのとおり、まだ旺盛な成長を遂げている市場は幾つかあります。そういうと

ころは供給不足になっている、あるいは需給がバランスしていても、まだ高度化の余地があると

ころが幾つかございます。右側に海外の製油所参画の意義を書いておりますが、需要を取り込む、

あるいは原油調達、もしくは販売で現地企業と連携するという考え方がございます。 

 次のページには、日本企業に求められる、あるいは日本企業が提供できる価値として幾つか考

えられ得ることを記載しております。 

 例えば、産油国の国営企業との良好なパートナーシップであったり、あるいは資金力であった

り、高度な運営ノウハウといったようなものがございます。こういったものをてこに現地企業と

どう組んでいくかを考えて、旺盛なアジアの需要を取り込むということと存じます。 
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 次のページには、出光興産さんのベトナムのニソンプロジェクトの概要を書いておりますが、

特徴としては左側のとおり、これから新しく製油所をつくるという場合は、後で申し上げますが、

精製と化学の一体運営、統合運営が重要だということ、それからもう一つは右側のようにクロス

ボーダーで販売網を構築すると存じます。 

 次のページに精製と化学の連携によるシナジーの発現ということで考え方をお示ししておりま

す。 

 過去、Ｍ＆Ａや統合した場合、おおむね合算売上高の３％から５％のシナジーが見込まれてお

りまして、その中身は左側に書いてございます６点が源泉になると存じます。 

 次のページにコンビナートマップを載せておりますけれども、石油精製産業、あるいは石油化

学産業のおのおのの産業の事情で部分最適を考えると縮小均衡に陥りかねないということであり

ますので、むしろ地域で、血縁ではなくて地縁で全体最適を目指すということが必要かと存じま

す。 

 あとはAppendixで海外の事例を書いておりますが、１８ページをご覧いただきますと、ショー

トポジションの事例でありますが、海外メジャーは設備能力よりも販売能力が大きい。これは事

業戦略がなせるわざ、あるいはクオリティー、コスト、デリバリーをきちんと担保できるブラン

ド力を持っていることが根幹にあると考えております。 

 次のページは、RD Shellが精製設備を吟味して規模を高め、小さなものは売却する戦略を明確

にしている事例であります。 

 その次のページですが、売却がそう簡単に進まないという場合であれば、欧州で行われたジョ

イントベンチャー、合弁化を通して統合していく手法、あるいはイタリアERGのように精製事業

を縮小して再生可能エネルギーにシフトしていく事例、あるいは石油精製と化学のインテグレー

ションはExxon Mobilの事例として書いております。 

 最後に、２５ページでございますけれども、タイのＰＴＴ、国営会社でございますけれども、

マザーマーケットをタイではなくてＡＳＥＡＮ、なかんずくＣＬＭＶをターゲットとして考えて

いる事例でございます。 

 以上であります。 

○橘川座長 

 どうも山岡さん、ありがとうございました。 

 それでは、佐藤さんお願いいたします。 

○佐藤委員 

 マッキンゼーの佐藤でございます。 
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 資料４を使い、我が国石油産業の国際競争力というお題で、主に海外からの視点を以て説明を

させていただきます。 

 まず３ページになります。 

 日本の石油精製は世界的に見れば中小規模で、青く塗ってある原油処理能力で言いますと、１

９位のＪＸさんを筆頭に、このような規模になっています。 

 一方、ネルソンコンプレキシティ指数で見ますと、これは設備装置の残油処理に向けた複雑性

とも言えるものですが、決して悪くはない水準にあります。 

 次の４ページをご覧ください。稼働率が低いことで悩んでいるのは日本だけではございません

で、アジア及びヨーロッパも日本と似たような水準にございます。 

 ただ、それぞれ背景は異なりまして、日本と同じく需要が徐々に減少していくところで苦しん

でいるのが欧州。それに対して、アジアは需要に対して原油処理能力の立ち上げのほうが加速し

ているという背景の違いはございます。 

 収益性について５ページをご覧いただきますと、横軸は投下資本、縦軸はEBITAです。横軸の

投下資本は主に有形固定資産、無形資産、そして運転資本を足した事業用の投下資本です。縦軸

は、利益とご理解いただければと存じます。 

日本企業は、投下資本の規模でも、利益率でも、世界的に見ると比較的小さいところに集中し

ているのが特徴であることを見て取っていただけると存じます。 

 このような石油産業が生きていく石油市場ですけれども、７ページをご覧ください。世界の石

油需要は今後２０３０年にかけてほぼＧＤＰ成長並みの２％程度で伸びていきます。これを主に

牽引していくのは、このアジア太平洋州というところになります。 

 ただ、当然色合いに違いはございまして、次の８ページをご覧ください。これは複雑な図です

が、左上が今後２０３０年にかけての需要の伸び、右下がそれに対するキャパシティの伸びです。

中国、ベトナム、マレーシア、台湾は需要は伸びるんですけれども、キャパシティもそれにつれ

て国内で増加してくる。それに対して、いわゆる需給ギャップがあると見ておりますのが、イン

ド、インドネシア、タイ、フィリピンといった国になります。 

 こうしたところは、当面、輸入というところが解決策としてあるんでしょう。日本企業からし

ても魅力的に見えてくるところです。それに対して、シンガポール、韓国、オーストラリア、日

本というところは、需要の伸びが期待できない中で、オーバーキャパシティといった状況になっ

てくる。 

 １点だけ注意を申し上げますと、シンガポール、韓国の需要が伸びているのは需要内容の変更

でありまして、燃料転換でディーゼルのところが伸びてくるといった背景でございます。 
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 次に９ページをご覧ください。今後需要につきましては、量的な変化と質的な変化が進んでく

ると理解しております。量的な変化につきましては、内燃機関型エンジンの自動車で燃費が今後

さらに数十％よくなるということ、それに加えまして電気自動車への転換、さらにはシェアード

エコノミーの中でシェアードカーが増えてくるという状況の中で、石油に対して自動車からの需

要が減少してきます。 

 それとともに、ご案内のとおり、IMOのバンカー規制等もありまして、Ｃ重油が主には取り沙

汰されておりますが、石油需要の質的な変化も進んでいくことになります。 

 さらにバリューチェーンの下流に進みまして、石油化学市場について１１ページをご覧くださ

い。石油化学市場の収益プールをEBITDAで見ていますが、これまで１０年間で２０％ほど改善し

てきております。石油化学市場は儲からない市場ではないのです。 

 １２ページをご覧ください。オレフィン及び芳香族全般で見ましても、２０３０年までに需要

は現行対比ほぼ２倍になっていく見通しです。 

 芳香族の中でも日本企業が比較的頼りにしているパラキシレンについて１３ページにございま

す。これを見ますと、中国需要の伸びがあっても、需給ギャップが今後開いてくる見通しでして、

必ずしも容易ならざるという市場になっていくと見ております。 

 次の１４ページでございます。こちらは横軸に実効生産能力、縦軸にエチレンのトン当たりの

生産コストのグラフです。カラフルな箱１つ１つが世界のエチレンプラントをあらわしておりま

す。世界のエチレンプラントを全部プロットしたものとご理解ください。 

 ご覧のとおり、コスト競争力では大きな差が生じておりまして、左側から、エタンベースの中

東、シェールベースの北米に対して、欧州、アジア、日本など、ナフサベースのところはコスト

的には劣位にあります。その中でも、韓国、台湾、日本は世界の需要水準に対してぎりぎりのと

ころにいるので、マーケット次第ではかなり厳しいことになる立ち位置的にいる状況でございま

す。 

 １５ページは国内のエチレン需要です。生産数量に対する国内需要のギャップが広がってきて

おります。足元ではシンガポールでのシェルのエチレンプラントの稼働停止等を含めて下支え要

因はあったんですけれども、中長期的に見ますと前ページにありましたようなコスト構造の中で、

かつ国内内需が減っていくという中では、国内というところではかじ取りが求められていくとい

うことでございます。 

 そのような中で将来展望ということでありますけれども、１７ページをご覧ください。ご案内

のとおり、アジア全体で見ましても日本の石油消費量は今後相対的にはプレゼンスを減らしてい

きます。 
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 １８ページは今から３年前の総合資源エネルギー調査会での資料をそのまま持ってきておりま

すけれども、２０３０年にかけて石油製品の需要はほぼ３０％減少していきます。 

 １９ページをご覧いただきますと、足元では高度化法の一次告示への対応もありまして、稼働

率的には２０１４年度で８２．４％、２０１５年も８０％程度と見ておりますけれども、足元で

の改善はあります。 

 今後どうしていくのかというところで、２０ページです。調達、精製、流通・販売、そして石

油化学があります。国内は成長のためのキャッシュを生み出すキャッシュカウとしてのキャッシ

ュ創出事業化、つまり国内事業の更なる磨き込みが必要です。そこからのキャッシュを活用して

「海外など」と書いている今後の成長を主導していく成長ドライブ事業の構築がポイントになっ

てくると思っております。 

 国内で言いますと、原油の安定調達に加えて調達力の強化、精製のところでは操業におけるさ

らなる競争力、つまりコストを含めた磨き込みの追求、そして流通・販売のところでは安定供給

に加えて事業構造の最適化が必要です。国内は世界的に見ればまだ非常に大きなマーケットでご

ざいますので、ここのキャッシュカウ化を進めることが重要です。 

 そこからのキャッシュを使って、「例えば海外では、石油精製分野では製油所への投資、精製

技術の供与、人材育成、あるいは石油化学など、流通・販売分野では、これはなかなか入りづら

いところなのですが、例えば潤滑油のようなところをはじめとして、入れるところから広げてい

くことかと思っております。 

 これをイメージで書きますと２１ページです。ご覧のとおり、キャッシュ創出事業は国内がポ

イントになります。ただ１つ注意しておかないといけないのは、市場が縮小傾向にあるので、キ

ャッシュ創出事業についてどれだけ筋肉質化を図るといっても、生み出されるキャッシュの量、

すなわち絶対量は減っていくという傾向になります。キャッシュ創出事業となる国内マーケット

が少しでも大きいうちに成長ドライブ事業をしっかり育てていくことが重要です。成長ドライブ

事業によって再成長の軌道を構築する、縮小均衡だけでは再成長の礎を失ってしまうおそれがあ

るということなのです。このキャッシュ規模の絶対感はしっかり念頭に置いて進める必要がある

と存じます。 

 最後に２２ページになります。例えばアジアを念頭にということでございますけれども、アジ

アの石油精製、流通・販売は、日本がこれまで磨き込んできたところでまだまだ苦労していると

いう状況であります。設備の新設が続く中で稼働率が必ずしも上がり切らない状況ですが、それ

に加えて操業の改善、操業の安定、あるいは環境対応含めてまだまだ悩みは深いようです。日本

では、こういったところで先進的な取り組みがされてきておりますけれども、さらなるキャッシ
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ュ創出の推進という観点で、需要量と石油精製能力のバランスを今後も継続して意識しながら、

製油所の操業効率の一層の改善を図ることが大切です。これによってさらなるキャッシュカウ化

を図るとともに、そうしたノウハウをしっかりとパッケージにして海外に持っていけるようにす

るのです。 

 ２つ目のポツに書いてございますとおり、需要の今後の質的な変化もあります。ＩＭＯ規制等

もございますが、これまで高度化法への対応等を含めて需要の量的なところへの対応は意識が上

がってきていると思います。今後は需要の質的な変化、例えば重油留分の軽油などへの精製の促

進等と書いておりますが、こうした質的な変化への対応が重要になります。量から質への対応を

進めるということがポイントになると思っております。 

 その下の流通・販売というところでございますが、日本ではサプライチェーンをキーとして取

り組んできましたが、これはアジアでも同様でございます。 

 その上で、ここでも、電気自動車等モビリティの多様化が進む、新しいデジタル化等が進んで

お客さんも新しい販売体系を求めるという中で、次なる最適モデルの追求を進めるんですけれど

も、それを日本だけの取り組みに終わらせず、いかにパッケージとして海外にも持っていけるよ

うにしていくかを意識して進めることが重要と存じております。 

 今後、上流につきましては量的な石油需要の変化への対応から質的な変化への対応を念頭に置

きつつ国内事業のキャッシュカウ化を進めていくことがポイントです。下流につきましては、事

業構造全体を含めてしっかりとキャッシュカウ化を進めていくことがポイントです。それらを踏

まえて、海外等を念頭に置いて、国内市場に産業としての絶対規模があるうちに、すなわちキャ

ッシュの絶対量が出るうちに新たな成長ドライブ事業の手を打っておくことが重要になるかと考

えております。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速お三方のプレゼンテーションに対しての質問、ご意見を賜りたいと思います。

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。 

 牛島さん、お願いします。 

○牛島委員 

 どうもありがとうございました。 

 みずほ銀行さんの資料の中で石油精製マージンの時系列の日、米、欧、アジアの比較があった

かと思うんですが、この中で日本の石油精製マージンの変動というか、ボラティリティーが特に

大きい理由です。コスト構造とかは国際間でそう大きく変わるものじゃないんじゃないかなとも
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思うんですけれども、何かここに日本の市場というか、産業の固有の要因があるのかどうかとい

うのを教えていただければと思います。 

○山岡プレゼンター 

 ４ページの右側のグラフのご指摘かと存じますけれども、精製コストの構成のうち、エネルギ

ーコスト、自家燃費をどう考えるかということであり、国が違っても同じかと言われると、ここ

は多少の違いはあります。つまり、日本は原油価格の変動に対してのショックアブソーバーが弱

いという前提があると思います。それが１点。 

 もう１つは、前のページにお示ししましたけれども、競争環境が厳しいということと、これは

万国共通ですが、差別化の要因が小さいということで、価格形成力を誰が持っているかというこ

とであります。サプライヤー側が完全に牛耳るということは大変難しいわけですけれども、日本

の場合はかなり川下サイド、消費者サイドに価格形成力が寄っているというのが仮説としてはあ

ろうかと思います。 

○橘川座長 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 神津さんお願いします。 

○神津委員 

 政投銀さん、みずほさん、マッキンゼーさんのどなたでもお答えは構いません。私の知る限り、

石油産業はかなり以前から海外への進出というのを、特にアジア市場への進出機会というのを随

分模索をしてきたと思うんですけれども、お話を伺っているとこれからの成長戦略の中にますま

すアジアへの進出が謳われています。今急に始まった話ではなくて過去ずっとやってきたことで、

私もベトナムのニソンにも伺いましたし、韓国にも行ってきたんですけれども、もっと違うやり

方をということなのでしょうか。だとしたらそれら過去の検証はしなくてもいいのでしょうか。

ちょっとお考えを聞きたいと思います。 

○橘川座長 

 関連して、私も同じく質問といいますか、コメントみたいですけれども、お三方の議論は非常

に一致していまして、国内をキャッシュカウにして、そのキャッシュで成長は海外へと、こうい

うふうに言われているわけです。この話は大分前から言われている話で、端的に言うと、どこま

で進み、トータルするとなぜ進まないのかって、その辺のところを聞きたいなと、こういうふう

に思います。どなたかいかがでしょうか。 

○山岡プレゼンター 

 では、みずほ銀行でございますけれども、これまでの海外進出は、海外の権益をどうとるかと
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いうことにかなり注力をされていたと理解しています。  

製油所への参画であったり、高度化に対するサポートは、権益確保に比べると、少なかったと

いうことであり、特に足元、ここ５年ないし１０年ぐらいの間で海外のナショナルオイルカンパ

ニー、国営企業と日本企業との連携、組み方が具体的に出てきており、ご指摘のとおり、過去か

ら言われている課題をクリアすべく各社さんがご努力をされてきているということだと考えてい

ます。 

 したがって、まだこれから出てくる話ということと、トータルでなぜ進まないのかということ

に関しては、リスクとリターンの見きわめに対して、かなり慎重でいらっしゃったんではないか

と考えています。 

○橘川座長 

 他のお二方。 

○佐藤委員 

 みずほ銀行の山岡さんもおっしゃられたとおり、リスク・リターンというところをかなりしっ

かりと見きわめていらっしゃる。このリスク・リターンのハードルを越えていくプロジェクトが

なかなか出てきづらいということがあるのかなと思います。 

 一方、プロジェクト実施元である海外当事者のほうの視点からすると、日本企業は、中東の産

油国がパートナーとなった場合のように原油を持ってきてくれるわけでは必ずしもないですし、

大きなプロジェクトをやっていくというときに彼らが求めるプロジェクトマネジメント力が強い

わけでもない。日本企業は国内でやってきていて、海外に何かをすぐに持っていけるといったよ

うな形にはなっていないこともあります。さらに、当然、英語といったハンデもある中では、容

易ではないということだと思います。 

 そして、現地のオペレーターの方々を含めて、現地を使う力です。操業のところは、確かに日

本のものは優れているんだけれども、それを海外の現地の人々を使いながら本当にやっていける

のかというところはどうでしょうか。まだ示しきれていないところがあるんではないかと思って

おります。 

○橘川座長 

 伊藤さん、いかがですか。 

○伊藤プレゼンター 

 私から付け加えることとしましては、今お話しになられたことのとおりだと思うんですが、セ

グメント別の利益を各社ごとに見てみますと、石油開発の利益、これは近年油価がすごく下落し

ているものですから利益率は落ちているんですが、相応の利益水準にはなってきていると思いま
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す。ですので、ご指摘のとおり、過去を検証するということではないんですけれども、各社さん

ともそれなりに海外の上流も含めて投資はされてきたと。重要なのは、今後それをいかに加速さ

せて、これまでのご議論にもありましたが、国内のキャッシュカウ化事業、内需の縮小するもの

に加えて成長キャッシュを手に入れていくかということかと認識しております。 

○橘川座長 

 岩井さんお願いします。 

○岩井委員 

 今海外の話が出たので少しお話ししますと、各社さん、海外にも商機を求めていろいろやって

おられて、今ご指摘のあったとおりだというところもあるんですが、一方、潤滑油とか化学品の

売買とか、あるいは石油製品のトレーディング、こういうものは基本的にはできることだと思っ

ておりまして、特に潤滑油は非常に商売的には小さいんですけれども、色々な国に入って行ける。

ところが、一方、このように製油所をつくるということになりますと、当然その国はどれだけ伸

びるのか、将来的に需給は大丈夫なのか、あるいは政情不安の問題はないのかと、この辺も考え

なくてはならないということであります。それから、それなりの製油所をつくろうと思えば１兆

円レベルの投資になるわけでして、これは当然１社でできないことでございますので、そういう

資金をどうやって持ってくるのか、いろいろなハードルがあるということをご理解願いたい。 

 それから、一方で入っていくほうの相手国です。相手国にも参入障壁というのがありまして、

この辺の状況緩和というのを我々としてはお願いしたいなということでございます。 

 外資に対するいろいろな参入制限が存在する国もあるということだと思います。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 長谷川さん、お願いします。 

○長谷川委員 

 三菱商事の長谷川でございます。 

 三社様、プレゼンテーションありがとうございました。質問、あるいはコメントになる可能性

もありますけれども、２点ほど申し上げさせていただきたいと思います。 

 １つは海外投資、国内をキャッシュカウ化して海外の成長事業に振り向けるということであり

ますけれども、その中でみずほ銀行さんのプレゼンテーションの中に日本の鉄鋼産業の海外展開

というのが出てまいりました。鉄鋼産業においては、日本企業というのは一般的な製品から非常

に高度に専門化された製品、例えば自動車鋼板であったり、あるいはクランクシャフトであった

り、亜鉛めっきであったりと、そういう商品として差別化できる、技術的な差別力があるという



17 

 

ところで勝負をされて海外での事業を成功させられたというふうに了解をしております。一方、

先ほど日本の精製業もずっと海外展開に挑戦していて、なかなか成功しないのはなぜかというご

質問にもありましたとおり、石油精製というのは、こういった商品、技術力で差別化できるもの

ではなくて、基本的に技術力にそんなに大きな差がない、商品にも差がないというものですから、

それ以外のところに機能とか、あるいは強みというのを見つけなければ日本企業は海外では勝っ

ていけないと思います。 

 したがいまして、過去の歴史において、日本の精製業の機能と強みは一体何なのかと。これか

らどのようなところを伸ばしていけるのかというような分析をした上で、どこの事業領域に出る

かということを決めるというのが非常に有効ではないかというふうに思いますので、この点につ

いてご意見をいただきたいというのが１つです。 

 それから国内については、みずほ銀行さんあるいはマッキンゼーさんのプレゼンテーションの

中に、これから２０３０年に向かって、石油製品の消費量、需要は２５％から３０％減っていく

という点がありました。現在、大体年間の消費量が２億キロリットルぐらいでしょうから、４，

０００万キロとか５，０００万キロ、あるいは６，０００万キロぐらい減るということになると

思います。これに対して、石油会社さんの精製マージンがいかほどかといいますと、私は詳しい

数字は持っておりませんけれども、仮の数字としてリットル当たり１０円だとすると、４，００

０億の利益がここで消えてしまうということになるわけです、しかも年間です。 

 例えば、先ほどのプレゼンテーションにもありましたとおり、単独のコスト削減にはこれから

限界がある、今まで５，０００億もの削減をしてきたから、これ以上は難しい、したがって、業

界再編によってさらなるシナジー効果を通じてコスト削減をする必要があるというご指摘です。 

 新聞発表によりますと、ＪＸさんと東燃さんのコスト削減効果は１，０００億円、昭和シェル

さんと出光さんのコスト削減効果は５００億円。両方足して１，５００億ですから、４，０００

億、５，０００億の利益の創出に比べると足りない部分というのが当然あるわけです。この部分

を国内でキャッシュ化するといっても、どういう手法でやるのだろうかと。どういう領域が考え

られるんだろうか、あるいはどういう政策的な支援が考えられるのだろうという点が重要です。

今は多分答えがないと思いますけれども、そこのところをこの研究会で検討していくということ

が国内の事業における効率化、合理化、あるいは再編といったところに１つの解をもたらすので

はないかと思っております。 

○橘川座長 

 三方というよりも、この研究会全体に対する問題提起だと受けとめます。 

 まず松方さんと飛田さんのご意見を聞いてから、お三方にお答え願いたいと思います。 
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 松方さんお願いします。 

○松方委員 

 もう今皆さんがご質問になっていることとほとんど関連するんですけれども、理由はわかりそ

うな気もするんですけれども、みずほ銀行さんからのプレゼンテーションで５，０００億円以上

のコスト削減効果があったんだけれども、それが現在までに消えてしまっていると。これのもう

一度理由は何でしょうかということ。 

 それから、その対策として、例えば川上、川下の石化との垂直連携等が先ほど３から５％のメ

リットが出るという話がありましたけれども、既に国としてはＲＩＮＧ、あるいはポストのＲＩ

ＮＧ事業であるとかで石油精製の合弁、それから石油、石化の統合事業というのは既に相当に進

んでしまっているわけです。 

 これから先にこれらをさらにその上を乗り越えていくような、そういう連携のあり方があるの

で、もしあるということであれば何かご紹介いただければというふうに思います。 

 それから、これはどちらへということではないんですが、国内の今の事業に対して、ちょっと

早過ぎるのかもしれませんけれども、今のような予測での事業の縮小以外にＣＯＰ２１等のＣＯ

２削減のプレッシャーがかかったときに、これらの予測がどのようにぶれる可能性があるのかと

いうことについて少し教えていただければと思います。 

○橘川座長 

 飛田さんお願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。お三方、ご説明ありがとうございました。 

 １つお伺いしたいのは、みずほ銀行の山岡様のお話の中で、鉄鋼産業で主要プレーヤーの集約

化が進むというお話がございました。これに関連しまして、石油業界全体についても随分進んで

きているとは思いますけれども、これをこの業界に当てはめますと、どのようにお考えなのか、

ちょっとお聞かせいただければと思っております。 

○橘川座長 

 それでは、お三方、それぞれお答えできる範囲でお願いいたしたいと思います。 

 それでは、佐藤さんから。 

○佐藤委員 

 まず、国内事業のキャッシュカウ化を今後どんなやり方で進めていけるのか、それから石油は

鉄鋼なんかと比べてもコモディティ度が高い中でいかに海外に出ていけるのか、という２点につ

きましてです。国内事業のキャッシュカウ化につきましては、石油精製能力や石油化学の生産能
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力のさらなる最適化はあると思いますが、やはり実際のオペレーションのところがポイントにな

ります。例えば、操業オペレーションのところ、メンテナンス品等を含めた購買・調達のところ

があります。これまでのやり方の延長で改善を図っていることが多いかと思います。さらにもう

一段踏み込んで、さらにバレル当たり数ドルの改善を意欲的に狙うといったような、そのような

大胆な改善がまだまだ可能なのではないかと見ております。 

 次に、コモディティ化が進む中でどのように海外への進出を差別化しながら実現していくかと

いうところです。１つの視点は、日本の産業としての強みを生かしていくことです。例えば、こ

れまでの潤滑油の例が一番いい例だと思います。日本の自動車産業の強みを生かして、その海外

進出をうまく使いながら事業を広げてきた。こういった取り組みを相似形でできるというところ

を考えていくということがあるかと思います。もう一つの視点は、東南アジア等での石油精製等

であれば、例えばエネルギー効率みたいな操業の改善のようなところで、日本がこれまでオペレ

ーションで強みとしてきたところを生かしていくというやり方があるでしょう。ただ、そのため

には、「強み」というのが一体何なのかというところを明らかにしておくことが大切です。日本

という国はなかなか自信を持ち切れないんですけれども、強みといったものを改めて考えていく

というがまだまだあるのではないかと思っております。 

 それから、そういった取り組みを進める背景に、ご案内のとおりのパリ協定等の影響も今後は

あるのでしょうが、石油需要の減速のさらなる加速化の可能性を念頭に置いておくことが必要で

す。 

 世界的に見ますと、例えばドイツでは内燃機関型エンジンだけの自動車を２０３０年をもって

販売禁止していこうじゃないかといったような動き等もございますけれども、石油製品として主

要な需要品目であるガソリン・ディーゼルといったようなものでの需要減少が世界的にも加速し

ていく可能性があるのですその中で、先ほどの量から質への変革の推進というところでは、量の

ところの減少がより加速する中で、では、質的には何を変えていくのか、その質的なものへの変

革をどのように日本の強みとして仕立てていくんだということが重要になってくるんじゃないか

と思っております。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 山岡さん、お願いします。 

○山岡プレゼンター 

 まず個別にご質問いただいた中から先にご説明いたします。 

 １つはコスト削減を積み上げてきたけれども消えてしまった理由は、５ページをもう一度ご覧
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いただければと存じますが、１つは原油価格の上昇に伴う自家燃のコスト、これが一番大きいわ

けですけれども、原油価格が上がったことによって増えてしまう、やむを得ない外部環境の変化

に伴うコスト上昇分を価格に転嫁できていないということがあろうかと思います。 

 今ご説明あったとおり、エネルギー効率の向上によって、これを吸収していくという考え方も

当然あろうかとは思いますけれども、更に設備投資をすることはなかなか難しいということもあ

ってコストは吸収できない、一方で価格は転嫁できないというのが最大の要因であったというこ

とかと存じます。 

 それから、石油化学と石油精製の連携についてのご質問でございますけれども、１５ページと

１６ページをご覧いただきますと、確かにＲＩＮＧ事業で幾つか取り組みがなされていて、一体

運営をしておられるＪＸさんや出光さん、あるいは部分統合している出光さんと三井化学さんと

いった事例はございますけれども、いまだなされていないのは１５ページでお示しをしている経

営レベルのインテグレーションであります。 

 エンティティを別にして、企業体を別にした状態でのＲＩＮＧ事業における省エネ努力や、設

備投資は大変重要な施策であったと理解しておりますけれども、海外に目を転じれば、石油精製

と化学の間が完全に分断されている企業はあまり見受けられなく、ここで書いている６つのポイ

ントは、石油化学と石油精製が別々の会社であると、その実現は難しいと理解しています。 

 先ほど申し上げた従来の血縁、つまり資本関係ではなくて地縁、地域において、より踏み込ん

だ企業同士の統合をしていかなければ、こういったシナジー効果は発揮できないということであ

りまして、既に進展している部分はございます。けれども、まだ足りないところが海外対比でも

あるという理解をしております。 

 それから、ＣＯＰの話については、私は佐藤委員と全く同じでありまして、これから需要が下

がるのは加速することはあるだろうと思います。特に中国とアメリカが参加しているということ

は、車の考え方が大きく変わる。あるいはかなり先と思われていたＥＶとか水素・ＦＣＶの普及

が手前に来るということかと思います。 

 それで、長谷川委員のおっしゃっていた鉄との違いでありますけれども、先ほど岩井委員から

もありましたとおり、既に差別化が可能な潤滑油や化学品の一部は海外に出ておられます。亜鉛

めっき鋼板等の高付加価値品は鉄鋼需要全体の１０％ですので、残り９０％の建材等でも海外進

出し稼いでいるわけです。その考え方は石油精製にとっても参考になるのではないかなと思いま

す。 

 以上でございます。 

○橘川座長 
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 飛田さんご質問の鉄鋼業界の部分はどうですか。 

○山岡プレゼンター 

 大変失礼しました。 

 ３ページでございます。他業界と比べた上位シェアをお示ししています。どれぐらいが寡占な

のかを一概に申し上げるのは大変難しいわけでありますけれども、言えるのは、プレーヤーの数

が今よりは半分ぐらい、今いろいろご検討を進められていらっしゃる２グループプラスアルファ

は１つの考え方なんだと思います。 

 それであれば、粗鋼とほぼ同じようなイメージになるのかなということであります。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 伊藤さんいかがでしょうか。 

○伊藤プレゼンター 

 個別の質問に対する回答というわけではないんですけれども、今後国内の内需が減っていく、

２０３０年にかけて２５～３０％。これは統合があったとしても、４，０００億から１，５００

億引くということは２，５００億のキャッシュが消えると。私どもの資料で足元９，０００億の

EBITDAを生み出しているという数字を出させていただきましたが、今後２０３０年にかけて、こ

の２、３割が消えていく中で、何を成長産業にしていくかというところは、まさしくこの研究会

の一番の課題なんだろうというふうに思います。 

 当業界に限らず、いろいろな業界を見ていますと、ご案内のとおりグローバル化が進んで、昔

は政策サイドが総供給をコントロールできていたところが、今や総供給は誰もコントロールして

いない状況で、各会社様が消耗戦みたいなものを強いられるのは非常によくないなというふうに

感じているところでございまして、岩井委員からも仮に海外に製油所をつくるとなると１兆円規

模、それからその国々の参入障壁もあるというようなお話もございましたが、事業会社様の目か

ら見て、今後新しい成長投資をしていく上で何がネックになっているのかとか、何が障害になっ

ているのかといったものも取り上げて、この研究会の中で整理していくと、それに対する解決策

というのを考えられるようになるんじゃないかなというふうに思っております。 

 ちょっと感想めいたことで恐縮ですが、以上です。 

○橘川座長 

 どうもありがとうございました。 

 

（２）取引に係る価格指標の整備について 
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○橘川座長 

 それでは、時間の関係もありますので、議題の２番目に移っていきたいと思います。取引に係

る価格指標の整備についてです。 

 まず、小山石油流通課長のご説明の後、原田様、小野里様にプレゼンテーションをお願いした

いと思います。 

 申し訳ありませんが、またプレゼンテーションは１０分程度でお願いいたします。 

 小山課長、お願いします。 

○小山石油流通課長 

 資料５をご覧ください。１ページ目です。スライドでいいますと、９分の２のところです。 

 価格指標・スポット取引に求められる役割ということで、下に書いてありますように、価格の

発見・参照ニーズ、あるいは販売・仕入れのルートであるとかヘッジというニーズがあります。

この価格指標の信頼性を向上させるためには市場の厚みというのは重要だと考えておりまして、

ニーズを踏まえた使いやすさの向上というのが求められているというふうに思っております。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 価格アセスメントの多様化の進展ということで、詳細は６ページにありますが、今年に入りま

して、複数の価格アセスメント会社が日本で価格調査を行うというのが始まっております。現在

検討されているものを含めまして、主にやり方としては、相対取引から入手した情報をまとめて

公表する形、あるいは市場型の取引をベースにする形など、多様化が進んでおります。 

 ３ページの表の左側を見ていただければと思いますが、リム情報開発という会社につきまして

は、例のところにありますように、流通事業者間の個別取引というのを主に参照してやっている

と。部分的にはJOX市場、TT市場という市場型の取引も取り入れているようです。 

 右側をご覧になっていただきますと、先物の公設市場であるTOCOMにつきましては当然先物の

価格を出しているということと、あと、OPISはアメリカの会社ですけれども、これは上にありま

すJCRMEという会社のOIL SPOT Market Transfer to TOCOMでのコンピュータ取引の成約取引を参

照する、あるいはJ-oil exchangeという、主に海上取引で大手さんがやられている取引を参照す

るという形でやっていると。また、Plattsは自らが運営するPlatts Windowというのの成約価格

をリファーするという形での取り組みが進んでおります。 

 ４ページをご覧ください。 

 リム社の価格アセスメントの特徴ということでありますが、先ほど申しましたように、各油種

のスポット市場に焦点を当て、需給状況や取引の詳細を発信しておりまして、購読企業数は２，

０００社程度です。やり方としましては、独自の取材に基づいて得た情報を編集方針に沿って精
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査して発表するというもので、４ページ左側が陸上スポット価格のアセスメントとコメントとい

うものの例になっております。右側は、リム社はウェブ上でリアルタイムの取引情報というのを

公表しておりまして、売り唱え、買い唱え、成約情報を掲載しているということでございます。 

 ５ページをご覧ください。 

 Platts社の価格アセスメントの特徴ですが、Platts社は、世界の１９カ国に展開する世界的な

価格アセスメント会社でありまして、グローバルスタンダード、Platts Windowという中で決め

られた時間、マーケットのクローズに成立した実名の取引をベースにアセスメントを行うという

ことで信頼性を確保しております。現在、３カ所の受け渡しを前提としたマッチングを国内でも

提供しております。このPlatts Windowというのは、欧州のICEのeWindowシステムを導入するこ

とによって、短時間で大量の処理をするということも提供しております。 

 ６ページをご覧ください。 

 JCRME社のTT市場とOPIS社の価格アセスメントの特徴ということで、TT市場は、Plattsと違い

まして匿名というところに特徴があります。標準化された製品を売買するコンピュータマッチン

グシステムでございまして、それをアメリカで主にやっているOPISという会社が、日本でもそれ

を参照して価格を公表するということでございます。このTT市場の特徴は、TOCOMのクリアリン

グのシステムを使うことによって、カウンターパーティリスクを遮断しているということです。 

 なお、アメリカでは、OPISという会社は、主にラック、陸上のスポット価格の調査を実施して

おりまして、アメリカでは重要なベンチマークになっているということでございます。 

 ７ページをご覧ください。 

 まとめでございますが、今年に入りまして、様々な海外の価格アセスメント会社が入ってくる

という動きがあり、また、先ほど申しましたリム社も証券監督者国際機構（IOSCO）がまとめて

おります価格レポーティング機構が遵守すべきガイドライン(PRA)というのに沿ってアセスメン

トを行うようになってきています。 

 また後ほど説明があると思いますが、TOCOMさんも新たな商品市場の開設の方向性を打ち出さ

れているということで、いろいろな動きが加速化している中で、さらなる信頼性向上のために何

が求められるかということをご議論いただければと思います。 

 以上です。 

○橘川座長 

 それでは、原田様お願いいたします。 

○原田プレゼンター 

 野村総研の原田と申します。よろしくお願いします。 
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 資料６に沿ってご説明いたします。 

 石油流通業者による先物を活用した顧客ニーズへの対応とそのための環境整備ということでお

話をしたいと思います。 

 まず先物市場を活用するメリットということで、スライドの２ページをご覧ください。 

 先物を使ってできることということで、一応４つに分類しております。 

 １つ目が、将来の売値を固定する、例えば、灯油の夏季の在庫を冬に販売するというようなケ

ースでございます。 

 ２つ目が、将来の買値を固定する、例えば、入札で販売価格が先に決まってしまい、後から仕

入れをするというようなケースでございます。 

 この辺は石油販売業者様に適用可能なリスクヘッジの手法かなというふうに考えています。 

 ３つ目が、これは販売業者ではなくて精製会社に適用されるものでございますが、利幅、精製

マージンを固定するということです。クラックスプレッドの固定ということでございます。 

 ４つ目として、在庫評価損。これは石油元売さんが期末にいつもいろいろ変動して、収益はぶ

れますけれども、こういったものも固定していくというようなところに活用できていくというふ

うに考えています。 

 １つ目と２つ目について、もうちょっと細かくお話を書いています。 

次のページでございます。ここに、将来の仕入コストを固定するケースを書いております。例

えば、１０月に販売価格が決定した石油製品を１２月に仕入れ販売する、仕入れて納入するよう

なケースを考えています。こうしますと、１０月に売値が確定して、１２月の仕入れ値というの

を確定していません。そうしますと、利益に対するリスクが発生します。これを１２月の先物取

引を先物の買い取引を行うことによって、現時点で利益を固定することができるという取引がで

きますというものを書いたものでございます。 

 同様に、逆のケースも次のページですけれども、今度は、仕入れ価格が先に決まっていて、後

で納入するケースですが、これは、逆の、今度期先において売りヘッジ、売りの先物の取引を行

うということで利益を固定していくということができます。 

 こういった先物を使った利益リスクの固定というところで、いろいろな新たなビジネスポテン

シャルなんかも出てくるかなというふうに考えています。 

 ５ページに文章でつらつら書いてございますけれども、一番下のほうをご覧いただければと思

います。 

 ビジネスの可能性の例として、トラック業界さんですとか漁協ですとか、いろいろなユーザー

さんが例えば一括で購入して、例えば価格をヘッジしていくというようなことができるのではな
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いかですとか、あるいは官公需なんかで、これは先に売値が決まってしまうケースでございます

けれども、それは後で納入、仕入れ価格のヘッジをするといったようなこともできるかなという

ふうに考えております。 

 次に進みまして、現金決済のメリットというところについてお話ししたいと思います。 

 先物市場といいますと、例えばTOCOMさんでガソリンですとか灯油の先物の玉を取引しますと、

最後基本的には現物決済、現物のデリバリーが行われるというケースもございますが、それをし

ないケースの取引というのもできます。これをすることによって、このページに書いていますよ

うに、系列販売の商標権との関係を気にせずに価格のリスクヘッジが可能になるということでご

ざいます。 

 基本的には最終決済月、決済日に現物の受け渡しをしないで、基本的には持っているポジショ

ンの反対のポジションの売買をするということで、先物のポジション自体は解消していって、差

額だけの決済を行っていくというやり方でございます。 

 そういったことがいろいろできていくんですけれども、幾つか問題になっていることもござい

ます。９ページでございますけれども、もう一つ現金決済の利点の２番目でございますけれども、

価格指標の参照ニーズに応えるというところもあるかなと思っております。これ先物の機能をも

う一つのメリットとして価格発見機能というのがよく言われますけれども、現物の値段が最終的

に幾らになるであろうかということが将来の価格の情報が今わかるということでございます。先

物市場自体が流動性が高まっていきますと、それの最終決済価格が最終的にはスポット価格にな

っていくということでございますが、ここにちょっと書いていますのは、価格指標、元売さんの

石油製品の価格指標がその他の石油製品のスポット価格とどんな動きをしたかというものを書い

たものでございます。 

 ９ページ左側のグラフをご覧いただきますと、これ２０１３年１月１日からの価格の変動幅を

書いたものでございます。赤いラインが元売さんの価格の加重平均をとったものでございます。

その他陸上RIM、海上RIM、それから原油価格、小売価格といったところの推移も書いてございま

すけれども、2015年ぐらいからその動きがずっと乖離していっているというのがご覧いただける

かと思います。つまり、原油価格ですとか小売価格ですとか、あとスポット価格というのは比較

的同じ変動をしているんですが、仕切りだけがちょっと高いほうにずれていったかなということ

が過去起こったかなということでございます。 

 右側のグラフは各社さん別に書いたものでございまして、各社ごとの差も、特に２０１５年に

入ってから広がっていっているかなということがおわかりいただけるかと思います。 

 １つは、こういう価格指標を何にしたらいいかという問題に対しても先物市場というのは応え
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ていく機能があるというふうにお考えいただければと思います。 

 １０ページは、これはご参考でございますが、石油元売さんが卸価格を何で決定していったか

という歴史をざっと振り返ったものでございます。 

 湾岸戦争以降、コストベースの月決め方式というのがずっと２０年近く継続してきたかと思い

ますけれども、２００８年から市場連動型ということで、RIMの価格ですとかTOCOMの最終決済価

格を参照した仕切り値の決定が行われてきたと。２０１０年ぐらいから市場の価格だけではなく

て、ここに原油価格ですとか、あとコストを入れた値決めというのがだんだん始まってきたと。

２０１４年以降は、市場価格の部分が基本的には参照されなくなって、原油価格、あるいは海外

のスポット市場を若干参照していますが、結果的に湾岸戦争以降のコストベースに最近は戻った

という認識をしていますので、値決めの指標をどうするかというのも１つの大きな課題かなと思

っております。 

 先ほどお話にございましたけれども、RIMとPlattsとOPISという市場価格情報がございます。

これは、我々の認識では一長一短あると思っていまして、RIMというのは最終的な成約された価

格だけではなくて、唱え値と気配値。唱えというのはファームビッド、ファームオファーといい

まして、その値段なら買う、売るという値段です。気配というのは、その値段ぐらいかなという

値段です。そういったものもアセスメントの対象にしていると。 

 一方、Plattsは成約価格のみです。ですから、必ずその値段で成約されましたという事実だけ

をベースにしています。これはトレードオフがあるのは、Plattsのほうが正確なんですけれども、

ただサンプルが少ないです。その下に匿名性とございますけれども、取引の名前ですとか全部公

開されてしまいますので、なかなかそこで取引がたくさん行われていないということがございま

すので、正確で少ないサンプルでやるか、若干いろいろな含みを持った数字だけどたくさんのサ

ンプルでやるかというところのトレードオフがあるかなというふうに考えています。 

 その後、NYMEXの話が参考で書いていますが、この辺は飛ばしまして、スライドの16ページか

らお話を続けたいと思います。 

 先物市場には現物のスポット市場の流動性が必要であるということを書いたものでございます。

理論的には先物の最終決済価格と現物価格って一致するわけなんですけれども、最後現物のスポ

ットに流動性がないと、そこでいろいろな現物スクイズされたり、受け渡す場所がない等々の問

題で値段ずれます。ですから、現物の市場が非常に大事であるということを書いたものでござい

ます。 

 次のページでございますけれども、国内の石油製品市場をざっと外観したものでございます。

国内供給のおよそ８割が系列玉、系列を通じて売られているもので、２割ぐらいがマーケットを



27 

 

通じているというふうに言われておりますけれども、この中で海上マーケットと呼ばれるものに

流れている数量を大体国内供給の４％ぐらいというふうに見ています。参加者数で３０社程度と

いうことになります。 

 一方、陸上になりますと数量で５％ぐらいの規模になっています。こちらは、もうちょっと参

加者数多いですけれども、七、八十社ございますけれども、大体数量も、これは統計ないんです

けれども、業界でいろいろ言われている数字としてこれぐらいの規模なのかなということでござ

います。 

 この特徴なんですが、次のページでございますが、海上と陸上で若干特徴に違いがございまし

て、海上のほうがシンプルです。元売さん何社かが売りポジション、トータルでは売りポジショ

ン、それ以外の元売さんが買いポジションにいって、間に商社さんが入っているという構造にな

っています。 

 元売さんの市中買い、買いの数量が増えると海上マーケットも上がるというような関係性が見

られるというマーケットでございます。 

 陸上のほうは、非常にプレーヤーが多くて、商社さんですとか販売業者さんの間でかなり活発

に取引がされているということで、１日の成約数も数百件はあるであろうというふうに見ており

ます。比較的流動性が高い市場になっているかなという見方をしております。 

 最後にもう一点、タンクの話でございますが、タンクも石油製品の市場の流動性と非常に大き

な関わりを持っているという認識をしております。世界的に有名な現物の取引市場、ロッテルダ

ムですとかニューヨークですとかシンガポールといったところには非常に巨大なタンクキャパシ

ティがございまして、これは第三者で賃借をすることが非常に可能になっています。 

 例えば、ロッテルダムですと、タンクの貯蔵能力が大体日本の全国の貯油能力とほぼ同じぐら

いというものでございます。このうちの３分の１ぐらいがVopakですとか、いわゆるタンク業者、

タンク貸し業だけをやっている人、石油会社でない人が持っているという状況がございます。 

 もう一枚飛ばしていただいて２１ページですが、日本でもタンクはたくさんございますけれど

も、これから新たに取引をして入っていくとなると、新たなタンクスペースを確保するというと

ころがなかなか難しいような状況ではないかなという認識をしております。 

 最後にもう一点、２２ページですけれども、先物市場の流動性向上ということに関して、たく

さんの参加者が必要であるというふうに考えております。これはいわゆる当業者、石油の実需に

関係した参加者だけではなくて、その逆側のポジションのリスクをとる人も参加が必要かなとい

うふうに思っております。 

 そういった格好で、例えばNYMEXの玉の数の推移を見ていきますと、これは当業者に限らず、
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スワップディーラーですとかファンドですとか、そういった金融筋の人もたくさん入っていると

いう形でマーケットが形成されているという状況になってございます。 

 すみません、ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 小野里さんお願いいたします。 

○小野里プレゼンター 

 東京商品取引所の小野里でございます。資料７に基づいてご説明させていただきます。 

 順番として大きく３つに分けておりまして、現在私どもが開設しております石油製品先物市場

の概要、それから現在現物のスポット市場についていろいろ指摘されている問題点、それに対し

て今我々が考えている試みと、この３段階でご説明したいと思います。小山様、原田様のお話と

若干ダブるかもしれませんけれども、ご容赦ください。 

 まずスライドの３ページをおあけください。 

 現在、我々が上場しておりますガソリン・灯油・軽油、これらの三品の先物でございます。こ

れは東京湾渡しのガソリン・灯油・軽油、これについては全て海上物でございます。それから中

京、名古屋の９号埋立地ですか、ここで受け渡しを行う、これはいわゆる陸上物です。これはガ

ソリンと灯油、この２種類を上場しております。 

 そこの表にありますとおり、取引単位は海上物、バージは５０キロリットル、ローリーは１０

キロリットルと。これは受け渡しの方法によって変わっております。 

 それから、受け渡し単位ですけれども、これは実際にはバージについては２枚で受け渡しがで

きるということで１００キロリットルが最低の単位となっております。 

 今上場されていますのは、今話もございましたけれども、毎月２５日の納会まで決済されなか

ったポジションは全て現物の受け渡しが行われます。いわゆる現物決済型の商品設計となってお

ります。これはわかりづらいんですけれども、１１ページをご覧になっていただけますでしょう

か。 

 １１ページにタイムスケジュールの表が書いてございます。現行商品と下に新規上場とありま

すけれども、上のほうの現行商品のところのTOCOMというところです。上のブロックの一番下の

ところです。そこの絵をご覧になっていただきたいと思います。ここに１１月限とか１０月限と

ありますけれども、１１月限というのは１１月に受け渡しを行う先物のシリーズでございます。

実は今現在上場されています我々の石油製品は、１１月限の取引、つまり１１月、今月に受け渡

しを行うものは、これは前の月、１０月２５日まで先物として取引されております。ちょうど紫
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のところです。１１月限の取引期間というのは半年前から取引をしてきて、１０月２５日まで先

物取引を行うと。ここで残ったポジション、差金決済されなかったものを現物の受け渡しを行う

と。２５日から１０月末までいろいろ調整をして、１１月の間に現物の受け渡しをすると。こう

いった先物の制度設計になっております。これが大きい特徴でございます。 

 それでは、もう一度４ページ目にお戻りください。 

 現在、こうした私どものマーケット、どういう人たちがプレーヤーで取引しているのかという

ことですけれども、市場参加の方法には大きく２つございます。１つは、いわゆる取引所、昔は

会員組織でしたので、直接取引所の会員になって、直接取引所に注文を出す。そういう資格。そ

れから、取引所のメンバーにはならないんですけれども、受託資格を持った、ブローカーの資格

を持った商品先物業者ないしは金融機関を使って仲介して、いわゆる委託注文という形で取引す

る、この２種類がございます。 

 現在、私どもの石油市場で取引を行っていますメンバーとして直接行っている社は大体５０社

でございますけれども、いわゆる委託という形で間接的に取引を行っている社はより多くの業者

が行っているということでございます。 

 その左下に丸の図がございますけれども、私どものマーケットで石油販売業者とかエネルギー

商社、総合商社、元売等々ございますけれども、これは直接メンバーとなって取引しているのが

それぞれ数字が書いてございます。それ以外、間接的というのは右下の丸のところです。商品先

物業者・証券業者、これがいわゆるブローカー資格を持っている会社でございます。これは１８

社ございますので、こういったブローカーを介して、それ以外のＳＳであるとか資源商社である

とか、それからもちろんいわゆるスペキュレーター、投資家といった方々も取引されています。 

 現在、どういうプレーヤーがということですけれども、右側をご覧になっていただきますと、

これは私どもの京浜のガソリンと灯油の期近と言って、もうすぐデリバリー、受け渡しが行われ

る、そういう一番近い限月の商品でございますけれども、ご覧のとおり、これは未決済建玉の様

子でございますけれども、ガソリンも灯油も石油関係の方がほとんどの玉を持っていると、こう

いうことでございます。 

 もちろん、その前の段階では投資家も入っていますけれども、実際に納会が近づいてきますと、

ほとんど石油関係者が取引をすると、そういったマーケットになっております。 

 次のページをご覧になっていただきたいと思います。 

 実際、石油の業者が先物市場を利用するメリットでございます。これは先ほど原田様からお話

ありましたとおり、大きく３つあると思っています。１つは、まず現物の調達です。これは先物

ポジションを途中で手仕舞わなければ必ず渡すことができる、必ず受けることができるというこ
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とでございます。取引所では必ず品質まできちんと確定しておりますので、そういう意味では一

定の品質基準を満たしたものが必ず受け取れると、こういったメリットがございます。 

 それから、１つ飛んで（３）番のほうです。これが比較的現物調達以外でも価格変動リスク、

いわゆる差金決済を使って、いわゆる在庫とか、それからフローの損益を確定するために価格変

動リスクを回避すると、こういった取引、これも非常に積極的に行われております。 

 先ほどお話ありましたけれども、取引所取引ですから、必ず約定したものは１００％清算会社、

クリアリングハウスというものがありまして、決済を保証します。ですから、違約というものが

原則ないということで、信用リスクを遮断した、そういう安心した取引ができるということでご

ざいます。 

 それから、価格指標との関係で（２）番のところでございますけれども、当然今私どもの先物

の場合は受け渡しを、差金決済しなければ必ず現物のほうでデリバリーを行いますので、そうい

う意味では現物スポット取引の先行指標です。先行的な価格指標、これを提供していただけると、

こういうメリットがあると思っております。しかも、取引所の場合は全部コンピューターで取引

しますので、注文に付せられた条件、あとはタイミングです。そういったものがアルゴリズミッ

クに決まりますので、非常に公正性が高いと。しかも、実際約定したものはほぼリアルタイムで

配信されますので、そういう意味では透明性も非常に高いというように考えております。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして６ページです。実際私どもの石油市場でどれぐらい石

油製品が受け渡しをされているのかということの推移でございます。 

 ご覧のとおり、これ季節によって大分違うんですけれども、灯油なんかはどうしても冬場の受

け渡しが多いとか、それからガソリンはどうしても行楽シーズンに増えると、こういった特徴が

ございますけれども、一番下に書いてございますけれども、２０１５年の全国販売量のうち、ガ

ソリンが大体１％、灯油が２．５％、この現物が商品、我々の市場の受け渡しで行われると。受

け渡しは実際の差金決済のごく一部でございますけれども、受け渡しの部分も相当数量このマー

ケットで行われているということが言えると思います。 

 それでは、現在のスポット市場の問題点ということで８ページをご覧ください。 

 これは、先ほどのお話にもありましたけれども、現在、国内の石油製品取引において、価格情

報機関の今一番よく使われています参照されるRIMです。それからOTC取引であるJOX、それから

我々のと。こういった３つの価格が１つ現物取引の指標として一応利用はされていますけれども、

それぞれいろいろ問題があって、現時点で絶対的な指標性の高いという、そういう指標価格がな

いというのが現状でございます。 

 RIMにつきましては、これは先ほど原田様からお話がありましたとおり、いろいろな価格をい
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ろいろなところから情報をとっているので、人によっては透明性、信憑性に欠けるんじゃないか

と、こういうことをおっしゃる方もいらっしゃる。 

 それから、JOX、JAPAN OTC EXCHANGEという、これはいわゆる店頭市場ですけれども、これは

どうしてもOTCのマーケットでございますので、ここのマーケットで取引できるのはごく一部の

大きい企業だけということです。比較的小さい販売業者は参加できないと。それから、正式な意

味での公的な取引所ではございませんので、いわゆるクリアリング機能が整っていませんために、

いわゆる信用リスクが残ると。そのために、どうしても相手が誰になるかわからない。相手によ

ってはちょっと取引したくないということで、なかなか取引が成立しにくいと、こういった問題

もございます。 

 それから、約定した後も実際受け渡しするときに、いろいろ船の手配なんかで受け渡しの遅延

トラブルといったものがしばしば起こると、こういった問題点が指摘されております。 

 それから、私どものTOCOMのマーケットですけれども、こちらも幾つか問題点がございまして、

イのところに書いてございます。先ほど１１ページの図でちょっとご説明しましたけれども、１

１月の１１月限というのは実際に先物では１０月までしか取引されていませんので、足元の値段

が出ていないんです。そのために、どうしても１カ月先の先行指標としては使われますけれども、

足元の現物の指標とは必ずしも十分ではないと、こういった指摘を受けております。 

 それから、ロでございますけれども、今系列でよく採用されています月間平均での取引のヘッ

ジ、こういったものが対応できないということがございます。 

 それから、軽油についても、軽油は上場していますけれども、実は軽油引取税等の問題がござ

いますので、現在ほとんど商いは成立していないという状況でございます。 

 あと京浜地区に陸上物がございませんと。こういった問題点がございます。 

 そういった問題を解決するために、１０ページ以降に私どもの対応を今考えてございます。 

 １０ページの上でございますけれども、現在の商品設計。これはどちらかというと非系列の取

引、これについては先行指標を提供するという意味では一定の役割を果たしていると思っており

ます。ただ、８割を占める、いわゆる系列取引の月間平均の価格、こういったものをヘッジとい

ったもの、これを提供するのに新たに京浜地区の海上とローリー双方をベースにする、いわゆる

月間平均価格の差金決済だけのそういった先物市場の上場というのも現在検討してございます。 

 これは価格報告機関が発表する値段を使って、その月間平均価格、これをもって全て、これは

現物のデリバリーを行わずに差金決済で終了すると、こういったものを考えてございます。 

 これによって差金決済で受け渡しございませんので、軽油の軽油引取税の問題なんかをクリア

できると、こういった利点があるというふうに考えております。 
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 それでは、あと１２ページです。 

 今申し上げたのは先物市場で新たに差金決済型のスワップ形式のものを上場するという話でし

たけれども、新たにJOXが若干問題があるというお話をしましたけれども、それはそれなりに一

定の役割を果たしています。その問題点としては、先ほど話し合ったカウンターパーティリスク

の遮断ができないとか、そういった問題がございますので、これはまだ検討の段階ですけれども、

取引所、TOCOM自身がクリアリングハウスを提供した形でのOTC市場の開設といったものを現在検

討しているところでございます。 

 それでは最後１３ページでございますけれども、新しく上場しようと思っています先物は、い

わゆる現金決済型でございますので、これは先ほど原田様からお話がありました価格報告機関の 

たものでございます。 

 ですから、価格報告機関が日々発表しているスポット価格、これの月間平均価格、これを採用

しようと思っていますけれども、その価格は価格報告機関が発表するスポット価格に信頼性がな

いと困るということで、現在RIMであるとかPlatts、OPIS、Argusといった、こういった価格報告

機関がスポット価格を発表してございますけれども、私ども、これは来年の５月ぐらいを目途に

考えてございますけれども、どの価格報告機関を使うかは最も指標性の高いものを使いたいとい

うふうに現時点では考えてございます。 

 最後１４ページは、今申し上げた話を表にしたところでございます。 

 簡単ですが、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。 

 残された時間は２０分弱ですが、またご質問、ご意見を賜りたいと思います。 

 河本さんお願いします。 

○河本委員 

 内容が大変難しくて、これを一発でわかる人は、まずいないんじゃないかと思うんですが、私

も正直なところ、なかなか理解できないところもあるんでございますが、とにかく８割を占める

１ＳＳ１ディーラーの人は、こういったところに取り組んでいくというのは非常に敷居が高いわ

けでありまして、これは、しかし、そうはいっても、敷居が高い、敷居が高いといって、ああ、

難しいから関係ないわということではいけないんじゃないかということで、先般もTOCOMの人に

来ていただいて勉強会を開いたり、いろいろしてはおるわけでございます。 

 ここにありますように、特に流通課長さんが説明されたように、信頼できる価格指標の形成と

いうことは、これは大変大事なことだなというふうに思っておりまして、流通課の資料５、最後
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の８ページにありますように、適正な卸価格指標というものは業界、消費者双方の便益に資する

と。需給を反映した卸価格指標のさらなる信頼性向上が必要ではないか。こういう論点があるわ

けでございまして、私どもとしても、こういった信頼性向上に向けた、もっと言うと、元売とＳ

Ｓサイドがしっかりと価格を交渉する目安になるようなものをエネ庁も積極的に関与していただ

いて、コスト転嫁ができやすいような、そういった指標の作成をぜひお願いしたいと思ったわけ

でございます。 

 以上です。 

○橘川座長 

 他にはいかがでしょうか。 

 飛田さん、お願いします。 

○飛田委員 

 ありがとうございます。 

 お三方のご説明の中で、まず小山様のご説明の中では、今市場価格、内々価格差、あるいは店

による価格差もありまして、そういうことを考えますと、価格指標の信頼性向上が必要ではない

かということをおっしゃっておられましたが、前近代的な取引のあり方を改めて、市場として活

性化されたフレキシブルなものにしていかなければいけないんではないかと思いながらお話をお

伺いいたしました。 

 それで、１つお尋ねしたいのは、価格市場の運営の中に、公正性を相対取引、それから市場型

取引、いずれについても第三者のあり方が適切であるかどうか、消費者など第三者が加わってい

るものがあるのかどうかということがまず１点お尋ねしたいことでございます。 

 それから、次にお尋ねしたいこととしては、海上マーケットと陸上マーケットの差のお話があ

りました。元売さんが多く関わられる海上マーケットで価格が非常に高いんではないか。これは

以前いただいた資料でも、たしか国内と海外と比べた場合、我が国においては海上物が非常に高

いということが指摘されているものがあったように思いますが、これについて今後改善を図って

いくためには、お三方の説明の中にあったようなマーケットをもっと活性化していく、また今成

熟しつつある過程にあるので非常に難しい点もあるかと思いますけれども、公正取引委員会から

指摘を受けるような差別対価の問題とか、いろいろな不公正な取引に結びつくような内容を改め

ていきませんと、前段でお話をいただいていたような我が国の産業の活性化にもつながらないん

じゃないかと思うんです。何か大変古いものを引きずり、不公正な灰色部分を残したままで進む

ということは、これから先我が国のことを考えた場合、ちょっと難しいんじゃないかと思います

が、質問とコメントと含めてしまったようでわかりにくいかと思いますけれども、お答えいただ
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けたらと思っております。 

 以上です。 

○橘川座長 

 新家さんお願いします。 

○新家委員 

 新家でございます。後半のパートだけの参加になりまして申しわけございませんでした。 

 私は、まず全体の方向性として、取引市場の信頼性の向上や流通─まあ、いわゆる市場の

流動性を高めるというのはプレーヤーの選択肢を用意するという意味では、大きな方向性として

はいいんではないかなというふうに考えております。 

 ですが、先ほどちょうど原田様のプレゼンの中でございましたが、指標の選択肢をふやすとい

う整備とともに、過去の、ちょうど原田様のプレゼンで言うと１０ページにございますけれども、

卸価格の決定の変遷を見ると、その時々の市況局面で試行錯誤があったのかなというふうに感じ

ています。 

 ですから、なかなか簡単に正解が見つかるものじゃないですが、指標の選択肢を用意した上で

使い方に過去はどういう問題があって、今後については使い方の面で、少し先ほどのご意見の中

でも取引関係の中でちょっと見えにくい部分があるというご指摘がありましたが、その使い方の

部分はどういうふうに我々としてコメントすることが可能なのか。民民同士の契約なので、なか

なかこういう立場でコメントというのはしにくいのかもしれませんけれども、指標の整備、イン

フラの整備とともに、いわゆる価格形成を健全にするための使い方の問題という点についても言

及が必要なんじゃないかなというふうに感じています。 

 以上です。 

○橘川座長 

 岩井さん、お願いします。 

○岩井委員 

 いろいろご指摘のあったとおりなんですけれども、一方で、私ども石油業界については、元売

会社と流通業界で価格を決める、商売するということは、基本的には企業間の自律的、みずから

律した事業活動に委ねることが基本じゃないかと思っています。 

 ところが、一方でそこで決められた価格というのは市場に合っているのか、マーケットで通用

するのかどうかという『物差し』を持つというのは非常に重要なことだと思っておりまして、そ

ういう意味から、このような公正・透明な市場の形成、あるいは取引環境の整備というのは非常

に重要なことだと考えております。 
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 ところが、先ほどご指摘もありましたとおり、現在の価格指標につきましては、必ずしも成約

取引によらないメソドロジーになっておりまして、この辺についてはきちんと信頼性、あるいは

信憑性が保てることが必要かなと考えております。 

 業界といたしましても、引き続き取引慣行の透明化、あるいは適正化に取り組みたいと思って

いるところですが、一方で価格のアセスメントの会社につきましては、IOSCOの定めるPRA原則遵

守に向けて働きかけを我々としても行っておるところでありますし、政府におかれましても、そ

のPRA原則の遵守につきましても働きかけを再度お願いしたいなということです。 

 また加えて、複数の価格評価機関が切磋琢磨して、かつ量的な厚みを持つということが非常に

重要だと考えていまして、このことによって価格指標の信頼性を高めていくことが非常に必要で

あると考えております。 

 繰り返しになりますけれども、このような市場の信頼性の向上、あるいは取り組み、取引環境

の整備というのは非常に重要でありますが、一方で仕切り価格の決定など、取引のあり方につい

ては、元売会社と流通等の自律的、あるいは自主的な判断に委ねられるべきものだと思っており、

この点を十分に配慮いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○橘川座長 

 石岡さん、お願いします。 

○石岡委員 

 ２つほど質問というか、こういう読み方でいいのかという点をちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 まず、小山課長は飛ばされた部分で、原田プレゼンターのペーパーにおける陸上・海上マーケ

ットの価格差、また、先ほど飛田委員からも出てきましたけれども、その価格差の問題です。小

山課長の資料では、逆転現象の事実というものについて議論が出ていました。また、原田プレゼ

ンターの１７ページですか、現物スポット市場の現状のところですが、この関連で読んだときに、

この逆転現象含めた現状というのは市場構造とどういうふうに結びついているのか。市場構造に

由来しているというふうに見ていいのかという点が１点です。 

 もう一つは、これは原田委員プレゼンテーターの資料のほうで、９ページと１０ページになり

ますか。この辺もどういうふうに読んでいいかということであります。先ほどのプレゼンテーシ

ョンでは、元売価格、元売卸価格のこの赤い線で書かれた部分に関する変動幅の推移が乖離して

いるというお話を伺いました。この２０１５年１月あたりから乖離している原因というか、その

辺が分析されているのであればちょっとお聞きしたいと思います。どういう理由でこういうふう
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な変動幅の乖離というものが生じているのか。それが下の１０ページのほうですけれども、決定

方法の変遷というものと必ずしも連動しているものではないのでしょうが、はたして連動してい

るのかどうか。その辺についても値決めの手法をどうするかという議論がありましたけれども、

この卸売価格の決定方法の変化と、前のページにある変動幅の推移の関係というのをどういうふ

うに理解すればいいのか。関係ないものなのか。そして、それらが後で小売価格や小売流通の関

係を議論する上で事実としてどういうふうな関係にあるのかというのをちょっと伺いたいという

ことで２点質問させていただきます。 

○橘川座長 

 後の点は、元売価格全体が乖離しているだけじゃなくて、元売各社間の格差も大きいという点

もできればお聞きしたいと思います。 

 では、佐藤さんお願いします。 

○佐藤委員 

 感想めいているんですけれども、この議論をするとき、次の３点が重要なんだなと思っており

ます。１点目は市場の透明性、２点目は価格の信頼性、そして３点目が価格の即時性です。これ

ら３つがあって初めて流動性にもつながると思っています。 そして、その精神となるところな

のですけれども、国内事業のキャッシュカウ化を進めるための公正な競争の場を作って行くとす

ると、そのためのプラットフォームはどうあるべきかという視点を持ち続けるべきだと思ってお

ります。 

○橘川座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、お三方に可能な限りお答えを願いたいと思いますが、小山さんからお願いします。 

○小山石油流通課長 

 まず飛田さんの、第三者が関与しているかということについてですが、消費者ということでは

ないんですけれども、先ほど最後に言いましたIOSCOのPRA原則というのは、これは監督機関の国

際機関がルール化したものですので、これを皆さん遵守してやられているということではないか

と思っています。 

 それと、海上マーケットと陸上マーケットの差についてなんですが、これはむしろ時間があれ

ば当事者の方にお答えいただいたほうがいいのかなと思っているんですが、私のプレゼンの中で

は、特に価格アセスメント機関が若干価格の低いほうを拾うことによって逆転現象が起こってい

る可能性もあるということを示唆しているんですが、ずっと恒常的に続いていますので、私は基

本的には市場構造も大きく影響しているというふうに思っております。 
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 それと、河本さんとか岩井さんからいろいろご意見いただきましたけれども、系列の話は、今

回あったスポットと違って長期的な取引関係の中で決まるものですので、一方で決めてそれで終

わりではなくて、交渉というか、調整というのは必要でして、そこに大きな差があるようであれ

ば、しかも、それが企業の規模の格差に起因するものであれば、何らかの仲裁は必要であるかと

いうふうに考えています。 

 以上です。 

○橘川座長 

 原田さん、お願いします。 

○原田プレゼンター 

 まず９ページと１０ページのところでございますけれども、これは一応元売各社さんの仕切り

値の決定方法とある意味で関係があると考えています。２０１３年から２０１４年にかけて、比

較的マーケットプライスですとか原油価格と連動性が高いというのは、これは市場連動仕切りを

採用されていたからなのかなと考えています。その後、だんだん仕切り値を考える要素にコスト

が入ってきていまして、考え方が少しそこで変わってきています。そのフェーズでこの乖離が見

られているということですから、これは関係性があるのではないかなというふうに見ています。 

 先ほど小山課長からもありましたように、海上・陸上の逆転の話なんですが、これは１６ぺー

ジと１７ページに書いてございますけれども、これはあくまで我々の見方なんですけれども、海

上のマーケットはもう一つ流動性が足りないんじゃないかなというふうに思います。参加者数で

元売さん、商社さん合わせて３０社ぐらい。１日の成約数で五、六十件というのが我々推定です

けれども。これに対して陸上というのは物すごい流動性があって何百件もありますので、これ比

較論になりますけれども、海上のほうがそういう面では現物の流動性というのはちょっと低いの

かなと。そこが、その市場構造がプライスにあらわれているのかなという認識をしています。 

 よろしいですか。 

○橘川座長 

 小野里さん、お願いします。 

○小野里プレゼンター 

 最後の佐藤様のコメントですけれども、まさに市場の透明性・信頼性・即時性が重要だと考え

ます。我々は公設の先物市場ですけれども、先物市場だけが意味があるというわけじゃございま

せんけれども、先物市場の場合、法律に基づいたルールに則り、コンピューター・マッチングで

アルゴリズミックに値段がつき、値段もリアルタイムに発表すると。しかも契約に基づいてクリ

アリングハウスが契約の約定を保証すると。こういった先物価格を現物取引の価格にうまく組み
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込むことによって市場の整備というものが進むんじゃ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 

 まだご意見、ご質問あるかと思いますが、会議の後ででも事務局に寄せていただければという

ことは後ほど課長からご紹介あるかと思いますので。 

 どうもありがとうございました。 

 

（３）その他 

○橘川座長 

 議題３は、次回の研究会の日時及び今後の進め方ということになります。 

 三浦政策課長、お願いいたします。 

○三浦政策課長 

 次回の研究会は１１月２１日９時３０分から、場所は本日と同じこの会議室を予定しておりま

す。正式な開催案内は、開催１週間前を目途にお知らせいたします。 

 なお、今回の説明・ご議論についてご意見がございます場合には、ぜひ第３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、１１月１４日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、第２回目の研究会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

－了－ 

 

 

 

お問合せ先 

資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課 

電話 ：03-3501-1320 

ＦＡＸ：03-3501-1837 


