第６回

投資促進等ワーキング・グループ
議事録

１．日時：平成27年２月20日（金）13:00〜15:55
２．場所：中央合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室
３．出席者：
（委

員）大崎貞和（座長）、松村敏弘（座長代理）、岡素之（議長）、安念潤 司、
佐久間総一郎、森下竜一

（専門委員）川本明、久保利英明、道垣内正人、圓尾雅則
（事務局）羽深規制改革推進室長、刀禰規制改革推進室次長、市川規 制改革推進 室次長、
佐久間参事官、仁林企画官
（事業者）キュービーネット株式会社、燃料電池実用化推進協議会（FC CJ）
（厚生労働省）健康局

稻川生活衛生課長

（経済産業省）商務流通保安グループ保安課高圧ガス保安室
（公正取引委員会）経済取引局取引部

矢島室長

田辺取引企画課長

４．議題：
（開会）
１．理美容業の在り方に係る規制の見直し
２．次世代自動車に係る規制の見直し
３．「流通・取引慣行ガイドライン」の見直し（重点的フォローアップ）
４．民法（債権法）の見直し
（閉会）
５．議事概要:
○佐久間参事官

それでは、定 刻になりまし たので、ただ いまから規 制改革会議第 ６回投

資促進等ワーキング・グループを開催いたします。
皆様方には御多用中、御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日、当ワーキ ング・グルー プの委員、専 門委員のほか 、岡議長、 佐久間委員に も御参
加いただいており ます。なお、 所用により安 念委員は遅れ ての御出席 、小林専門委 員は御
欠席と承っております。
では、開会に当たりまして大崎座長から御挨拶いただきます。
○大崎座長

どう も皆様、お忙 しいところお 集まりいただ きまして、 ありがとうご ざいま

す。
簡単に一言だけ 申し上げたい と思いますが 、本日は前回 取り上げま した理美容業 の規制
に関しまして、消 費者あるいは 理容師、美容 師の皆様、御 本人たちに とって時代に 合った
望ましい姿になっ た規制になっ ているのかと いう観点から 、制度の在 り方について 議論を
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したいと思ってお ります。また、次世代自動車 の問題も前回 から議論を 始めておりま すが、
セルフスタンドの 実現を含めた さらなる規制 改革について 検討をした いと思ってお ります。
また、重点的フォ ローアップ事 項である流通 ・取引ガイド ラインの見 直しについて 、対応
状況について御説明をいただく。そういった予定になっております。
また、本日も前 回同様に３時 間と長丁場に なりますが、 委員、専門 委員の皆様、 何とぞ
よろしくお願いをいたします。
○佐久間参事官

ありがとうございました。

それでは、報道の皆様、ここで退室をお願いします。
（報道関係者退室）
○佐久間参事官

それでは、議事を進めさせていただきます。

なお、本ワーキ ング・グルー プにおいては 、議事録を公 開すること となっており ますの
で、御了承願いします。
以後の進行は、大崎座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いい たします。
○大崎座長

それ では、早速で ございますが 、議題の１番 目、理美容 業の在り方に 係る規

制の見直しの議論に入りたいと思います。
この問題に関し ましては、事 業者としてキ ュービーネッ ト株式会社 、関係府省と して厚
生労働省からそれぞれ御出席をいただいております。
まず、規制改革 要望をいただ いております キュービーネ ット様から 、資料１−１ につい
て御説明をお願いしたいと思います。
○キュービーネッ ト

キュービ ーネット株式 会社代表取締 役の北野で ございます。 本日は

よろしくお願いいたします。
弊社は、キュー ビーハウスと いうヘアカッ ト専門店を営 んでおりま すが、創業者 は理容
師でも美容師でも ありません。 一ユーザーと して、「こう いう理美容 サービスがあ ったら
良い」と18年前に 創業したのが キュービーネ ットという会 社です。今 回、規制緩和 で提言
させていただきた い内容として は、理容師と いう国家資格 と美容師と いう国家資格 が同じ
お店で働けるように規制を緩和してほしいということです。
１ページ目、１ つの課題とし ては、資格制 度が分かれて いることが 原因で雇用就 労機会
が失われていると いうことです 。もう一つは 、我々の場合 、生産性と いう意味でス タイリ
ストをお店に適正 配置して、１ 人当たりのカ ット人数を上 げることで より高い給料 を還元
していくことに重 点をおいてお ります。資格 が異なること で適正配置 や生産性向上 が妨げ
られている部分があります。
あと、最近は、 お客様自体が 女性だから美 容室、男性だ から理容室 という性別に よる選
別ではもはやなく なってきてい る中で、お客 様のニーズと のギャップ が広がってき ていま
す。その辺のこの 制度が抱えて いる課題が改 善されればと いうことで 提言させてい ただき
ました。
お手元の資料の ２ページ目に 我々の提言内 容ですが、短 期的な改善 案につきまし ては、
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現状、理容師が働 く場所を理容 所として届け 、美容師が働 く場所を美 容所として届 けてお
りますが、これを 理容所及び美 容所として重 複届を可能に していただ くことになれ ば、資
格が異なるもの同 士が同じお店 で働くことが できるのでは ないか。ま た、長期的な 改善案
につきましては、 男性をメイン にカットする 理容師と、女 性をメイン にカットする 美容師
が、そういう資格 の差なく働け るように資格 が統合される と、もっと 働く人間にと っても
自由な働き方がで きますし、さ らにお客さん にとっても選 択の幅が広 がるので、ど ちらも
win‑winの関係になるのではないかということで考えて提言させていた だきました。
３ページ目に記 載されていま すのは、具体 的に弊社で取 り組んでい く中で感じて いる部
分なのですけれど も、まずはお 客様の視点か らなのですが 、男性の約 ５割が美容室 に通わ
れている。特に若 年層の10代か ら20代の方々 というのは美 容室に７割 以上が通われ ていま
す。昔はお父さん に連れられて 床屋さんに行 くという流れ だったと思 うのですが、 今はお
母さんに連れられ て美容室に行 くということ で、男性で美 容室を利用 する人が年々 増えて
きています。美容 室が男性を受 け入れ始めて きているとい う中で、お 客さんの好み によっ
て理容室か美容室かを選ぶ時代になってきている。
そこでどういう ことが起こっ ているかと言 いますと、２ 番目の部分 なのですが、 よく聞
く事例として、お 父さんが床屋 をやられてい て、息子さん は美容師の 資格を取って いて、
若いうちは東京に 出てきて働い たけれど、あ る程度歳が行 くと、お父 さんの面倒を 見なけ
ればいけないから 故郷に戻る。 しかし、子供 さんは美容師 の資格でお 父さんは理容 師の資
格なので一緒に働 けず、それが 理由で事業承 継ができない という話で す。そこで、 現行の
制度ですと、こう いう方々が取 れる選択肢と しては、もう 一回子供さ んが２年間学 校に通
って高い授業料を 払って、新た なに理容師の 資格を取り直 すことでし か解決できま せん。
長年、美容師とし て働かれてい るので、もの すごくカット 技術はある のですけれど も、全
く切れない方々と 同じテーブル に乗って昼間 で２年間、通 信ですと３ 年間掛けて資 格を取
らざるを得ない。 こういう事業 承継の問題も あるという現 実を理解し ていただけれ ばと思
います。
もう一つは、子 育てをされて いる美容師さ ん。これは一 番美容師の 資格取得者が 多かっ
たボリュームゾー ンは、今、35 〜40ぐらいの 世代の人たち なのですが 、この人たち が今、
子育てを終えて社 会に戻り始め ています。そ の状況下、一 番自宅から 近くのお店が 、理容
室であれ、美容室 であれ、資格 の種別に関わ らず働くこと ができれば 、一番近いお 店で働
くことが可能になって、より社会に復帰しやすい環境がつくれるのでは ないか。
３つ目になりま すが、グロー バルの視点か ら、我々は今 、海外に95 店舗出店させ ていた
だいていまして、 特にシンガポ ール始めアジ アの国々につ いては、ま だ発展途上の 国もあ
りますけれども、 そういう理容 師、美容師と いう国家資格 自体がござ いません。な ので、
理容所、美容所とい う届けもなく 一般サービ ス業という形 で理髪サービ スを提供して いる。
そういう中で、ア メリカとか先 進国はどうな んだというと 、例えば、 米国ではそれ ぞれの
州単位でルールが 規定されてい ます。専門学 校に通わなけ ればいけま せんが、日本 ほど負
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担が重くなく、厳しいルールづけはされていません。
例えば、運転免 許と同じよう に、日本で取 った理美容師 免許や勤続 実績を英文で 証明で
きれば、日本の理美 容師の人たち は米国でス タイリストと して働くこと が可能です。逆に、
日本の場合はそれ が資格上でき ない。海外の 人が日本で働 く場合とい うのは、もう 一回日
本の学校に行って 国家試験に合 格しなければ ならないとい う大変高い ハードルをク リアし
なければいけない ということで 、今、大勢の 人がアジアか ら資格を取 りに来られた り、勉
強しに来られたり しているので すけれども、 日本で働く経 験というも のがなかなか 今の制
度では難しいとい うことで、技 術承継がこの 資格制度の高 いハードル によって大変 困難な
状況となっていま す。我々も海 外のスタイリ ストが日本で 働ければ、 より技術力を 上げて
帰すことができる のですが、今 、日本から海 外に結構な費 用をかけて 現地に行って 技術を
指導しているという現状であります。
主にこういう流 れがある中で 、それ以降に ついては参考 資料で記載 しております が、こ
の理容師法、美容 師法というも のを対比させ ていただいて いますけれ ども、多少の 言い回
しの違いはありま すが、ほぼ同 じような衛生 基準であり、 資格による 違いは見当た らない
と我々は感じてい ます。実際、約 2,000名の理 容師と美容師 がキュービ ーハウスで働 いてい
るのですが、約６ 割が美容師さ んになってお り、どちらの 資格の方々 を雇い入れて も、ヘ
アカットサービス を提供してい る限りにおい ては、ほぼ技 術の差は実 際に感じられ ない、
若しくは、例えば 感じる人がい ても、教育訓 練で全く問題 なくリカバ リーできると いうの
が現状でございます。
キュービーハウ スというビジ ネスモデルは 、お客さんの ニーズにマ ッチしてここ まで伸
びてきた側面もあ りますが、そ れと同様に、 スタイリスト のニーズに マッチしてこ こまで
伸びてこられたと いう側面もあ ります。当た り前のことで すが、スタ イリストから 選ばれ
ない限りは、いく つ店をつくっ ても売上げは 上がらないし 、お客さん にサービスを 提供で
きない。
では、どういうス タイリストか ら選ばれた かと言います と、まずは20 代の若い世代 です。
修業時代は、日中 は洗髪やカラ ーといった先 輩のサポート をこなし、 空いた時間で お店の
販促活動として路 上でビラを配 ったりした上 で、夜の営業 終了後に技 術習得のため の研修
を受けるという、 非常に苛酷な 環境を耐えな ければならな いのが一般 的です。我々 の場合
は、こういう若い 方々にできる 限り短期間で カットのプロ になっても らうため、日 中に研
修を行い、約半年 間で自立でき るように育て ます。そして 、この人た ちは頑張りさ えすれ
ば10年待たずして、年齢に関係なく家族を養えるレベルの給料を稼げる ようになり ます。
また、年配者に ついては、70 歳以上で働い ている人は９ 名ほどおら れます。美容 業界は
指名制を取ってい る店舗がほと んどで、どう しても40歳ぐ らいをピー クに徐々に指 名は減
っていく傾向があ ります。40歳 というと子育 て世代で一番 お金がかか るときに、給 与が下
がっていくという ことになりま す。こういう 方がヘアカッ ト専門店に 来ると指名制 は取っ
ていませんので、 技術があって きっちり10分 でカットする ことができ れば安定的に 食べて
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いけます。我々は そういう色々 な不安を抱い て働いている スタイリス トの方々の受 け皿に
なっているという側面もあります。
12ページは先ほ ど言いました 海外での究極 の店舗なので すが、電話 ボックスみた いに商
業施設の廊下等に 設置させてい ただいたり、 上の写真はチ ャンギ空港 のロビーに置 かせて
いただいた時の写 真ですが、こ の辺も日本の ような規制が ない分、創 意工夫したア イデア
を実現させやすい 環境があり、 より高い生産 性で事業を営 むことがで き、従業員に 対して
も報酬等で高いフ ィードバック ができる環境 がある。規制 が強すぎる とアイデアを 考える
気力も次第に失せ てしまう。ル ールがフリー であったから こそ実現で きたイノベー ション
の一事例です。
私から一旦この辺りまでで御説明を終了させていただきます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、続きまして厚生労働省から御説明をお願いいたします。
○厚生労働省（稻川課長）

厚生労働省の生活衛生課長の稻川でございます。

それでは、私か ら資料に従い まして、今、 キュービーネ ットさんか ら御提案があ った件
につきましての厚労省の考え方を御説明させていただきたいと思います 。
まず１ページ目 をめくってい ただきまして 、混在勤務と いうことでご ざいますけれ ども、
今、理容師法、美 容師法でそも そもどのよう に定義をされ ているか。 先ほどキュー ビーネ
ットさんの資料に もございまし たが、まず理 容師につきま しては理容 ということで 定義が
ありまして、これ については頭 髪の刈り込み 、顔そり等の 方法により 容姿を整える ことを
言う。あとは法律 の中で、理容 師の免許を受 けた者でなけ れば理容業 としてはなら ないと
しております。
片や美容師の方 は、美容という ことの定義 といたしまし てパーマメン トウェーブ、結髪、
化粧等の方法によ り、容姿を美 しくすること となっており まして、同 じく美容師で なけれ
ば美容を業としてはならないということになっております。
こういう法律で ございますし 、業務独占の 資格でござい ますので、 理容師さんが 美容の
業を行うこと、あ るいは美容師 さんが理容の 業を行うこと は違法行為 であり、禁止 されて
いるというのが法律の考え方でございます。
２ページ目でご ざいます。そ ういう状況で はございます けれども、 理容美容の行 為の中
には理容師法、美 容師法に明示 する行為の他 に準ずる行為 、若しくは これらに付随 する行
為が一定の範囲内 で含まれると いう運用をさ せていただい ておりまし て、例えば、 理容に
含まれる行為とい たしましては 、理容は原則 、頭髪の刈り 込みとなる のですけれど も、そ
れに付随したメン ズのパーマネ ントウェーブ みたいなもの は理容の範 囲に含まれる という
運用にしておりま すし、美容につ きましては 化粧等に付随 した襟足等の 軽いシェービ ング、
パーマ等に付随し て行うカット あるいは女性 に対するカッ トにつきま しては、美容 に含ま
れる行為となっております。
いわゆる白髪染 めにつきまし ては、理容師 、美容師の明 示する行為 に準ずる行為 であり
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ますので、理容師 又は美容師で なければ業と して行っては いけないと いうことにな ってお
りまして、実際に はこういうよ うな役割分担 の下で、個々 の利用者さ んが自分のニ ーズに
応じてお店を選ん でいただいて いるというこ とですし、そ ういう形で 利用者の皆さ んの多
様なニーズには十分対応できていると考えております。
３ページ目は場 所の議論でご ざいます。場 所につきまし ては、法律 上、理容所と いうの
が理容の業を行う ための場所と いうことで、理容を行う場 所として定義 をされており ます。
それから、６条の ところで理容 師は理容所以 外においてそ の業をして はならないと いうこ
とになってござい ます。美容師 につきまして も、若干文言 は違います けれども、同 様の規
定がございまして 、美容所、理 容所というの はそれぞれ法 律上、別体 系の施設とし て位置
付けられておりま すし、我々と しては理容所 と美容所は別 個の施設と して設けなけ ればい
けないということ で、法律上は 業者が同一の 場所で営業す ることは想 定されていな いとい
うことで整理をしております。
次に、先ほど理 容と美容の話 がございまし た。私どもと しましては 、理容師が持 ってい
る知識と美容師の 持っている知 識あるいは技 術というのは 異なるもの だということ で基本
的に考えておりま す。例えば、 次のページを 見ていただき たいのです けれども、道 具なん
かにつきましても 理容というの はどちらかと いうと男性の 短髪という か、刈り込み を中心
に技術を習得した ものでござい ますので、そ れに適した形 の長いはさ みを使うとい うこと
をやっております し、はさみの ほか、バリカ ンというもの も使用する ということで ありま
す。
あと、技術的に は次のページ になりますけ れども、基本 的に頭の形 に沿って、く しを使
いながら水平には さみを持って 切っていくよ うな刈り込み 型のカット を中心に学ん でござ
います。
美容師はどちら かというと自 由なデザイン カットと言い ますか、そ の人それぞれ に応じ
たカットができる ようにという ことで、はさ みにつきまし ても歯が非 常に短いよう なもの
を使っております し、実技試験で はバリカン とかいわゆる すきばさみみ たいなものの 使用、
あるいは養成課程においてもその技術は学習していないということでご ざいます。
技術的には、次 のページにご ざいますけれ ども、髪の毛 を引っ張っ て要するに縦 に切っ
ていくという形の 切り方をして 、それをデザ インカットと いう形で行 うためにやっ ており
まして、どちらか と言うと、髪 の長い方を中 心に技術を習 得している ということで ござい
ます。そういうこ とではさみの 切り方とかバ リカンの使用 の有無とい うところで、 学んで
いる知識も違うということでございます。
６ページ、今 の話をさら に申し上げま すと、美 容師と理容師 の免許につき ましては 、今、
基本的にはそれぞ れ厚生労働大 臣の指定する 養成施設にお いて昼間及 び夜間の場合 は２年、
通信の場合は３年 間以上、必要 な知識、技能 を習得してい ただくとい うことをした 上で、
理容師国家試験、 美容師国家試 験に合格して 、免許の交付 申請を行っ て免許の交付 を受け
ることが必要になっているということでございます。
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養成施設につき ましては、先 ほど切り方の 違いも申し上 げましたけ れども、理容 美容そ
れぞれの業務内容 に応じた形で 、ここにあり ます関係法規 であります とか衛生管理 、これ
は感染症の防止と か、廃棄物の 適切な処理を 含めた公衆衛 生関係の話 。保健という のは皮
膚とか髪の構造、 機能とか疾患 みたいなもの の習得。物理 ・化学とご ざいますけれ ども、
これはいろいろな 機器あるいは 化学薬品、い わゆるパーマ 液とか染め るものとか使 います
ので、そういうも のの科学的な 性質とか使用 上の注意。文 化論という のは、どちら かと言
うとファッション の変遷とかデ ザイン。技術 理論というの は、それぞ れのいわゆる 想定し
ているものに対し て必要な技術 でございます 。７番目の運 営管理とい うのは、美容 所の経
営とか労務管理の 話です。一番 多いのが８番 目の実習でご ざいます。 ９番目に選択 科目と
いうことで、幾つ かの発展形の 学問を学んで いただくとい うことを設 けることにな ってお
ります。
次のページに先 ほども一番多 いと申し上げ た実習の事例 がございま すが、理容と 美容と
で言いますと、１ つは器具につ きまして理容 でありますと 、いわゆる ひげそりの部 分がご
ざいますので、か みそりとか、 先ほどのバリ カンというも のの形態、 機能、使用目 的、選
定方法を学ぶ。美 容はバリカン とか日本かみ そりというも のはござい ませんで、は さみと
かシザー、これは 髪を切るかみ そりみたいな ものですけれ ども、ヘア ブラシとかヘ アスチ
ーマー、これは女 性の方々がパ ーマのときに かぶせてスチ ームが出て くるものです が、そ
ういうものを勉強するということでございます。
実際のカッティ ングの技術に つきましても 、美容のカッ ティング技 術と理容のカ ッティ
ング技術というの はかなり異な っているとい うことでござ いまして、 こういうそれ ぞれの
カッティング技術 を学んでいた だくことにな りますし、そ れ以外にシ ャンプー、ア イロン
というのはアイロ ンパーマの関 係でございま すけれども、 そういうも のを理容は学 びます
し、美容はどちら かというとパ ーマネントウ ェーブ全般あ るいはヘア セッティング という
ことが技術実習の中に入っております。
それ以外に、美容 でありますと 化粧とか、あ るいは逆に理 容でありま すとシェービ ング。
美容につきましてはかつら、和装の演習なんかも設けられている体系に なっていま す。
若干繰り返しに はなるのです が、具体的な 東京都の養成 施設の例で 言いますと、 刈り上
げ等のいわゆる男 性のスタンダ ードな髪形を カットするた めの技術の 習得に最も理 容の場
合は力を入れて時 間を割いてお りますし、パ ーマもどちら かというと アイロンパー マとか
パンチパーマとい う形の男性向 けのパーマが 中心。それから 、シェービ ングを110時 間取っ
てやっているということでございます。
美容の方は長髪 のデザインカ ットを中心に カッティング 技術をマス ターしていた だくと
ともに、パーマの ところはこて を使うもので はなくてロッ トを巻くよ うな形のパー マを中
心にやっていただ きまして、そ のほか、髪の 毛をアップす るようなと ころの在り方 とか、
編み込みの方法な んかも時間を 掛けてやると いうこと。そ のほかにメ イクアップと か着付
け、ネイル技術の時間を取っております。
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さらに９ページ 目で、実際に お互いの理容 師と美容師の 技術講習の 時間の関係で 言いま
すと、ヘアカラー リングとかエ ステティック みたいなもの は両者ほぼ 共通だと思い ますけ
れども、それ以外 のものは同じ ヘアカッティ ングという名 前であって も理容と美容 では対
象にしているもの が違うという ことで、かな り実技の部分 については 異なっている と考え
ております。
10ページ目が先ほど御指摘がありました混在勤務に対する現在の考え 方でござい ます。
私どもといたし ましては、同 一店頭での混 在勤務はそも そも法律が 想定していな いとい
うこともございま すし、仮にそ ういうものを 認めた場合に 、理容師、 美容師がそれ ぞれの
資格の範囲を超えて施術を行え、違法行為を行える可能性を高めると思 っておりま す。
具体的に言いま すと、ここに ありますよう に美容師さん がひげそり を行う可能性 が高ま
ることになります けれども、そ うなりますと 、そもそも美 容師さんの 養成の課程に おいて
はひげそりに特化 した技術であ りますとか、 あるいはひげ そりにおい て注意すべき 事項、
あるいは何かあっ たときの対応 みたいなこと を習得しない まま行うこ とになります ので、
その結果、安全上 、衛生上の問 題が生じるお それがあって 、ひいては これは利用者 の利益
に反するのではな いかと思って おります。特 に散髪は大体 順繰りに待 っている人が 順番に
空いた理容師さん や美容師さん とかにはまっ ていくのが通 常の流れだ と思いますの で、た
またま美容師さん に当たった人 がひげそりを しようといっ た場合に、 美容師さんが ひげを
そってしまう。そ れをやっても 分からないと いうことにな ったときに 問題ではない かとい
うところが、一番大きな点でございます。
もう一つ、先ほ ど申しました けれども、理 容師さんとか 美容師さん が習得してい る技術
は全く異なるとい うことがござ います。利用 者さんにとっ ては、いわ ゆる本来、理 容師の
例えば短髪の刈り 込みみたいな ものを期待し て行ったけれ ども、美容 師はそういう 技術は
学んでおりません ので、美容師 が行った場合 に利用者の意 に沿わない 髪型になって しまう
ということで、利 用者の不利益 につながるの ではないかと 思っており ますし、現に こうい
う形の苦情もたまにうちの方に入ってきてございます。
現状、私どもと しましては、 利用者さんが それぞれのニ ーズと趣向 に応じて理容 店とか
美容店を選んでサ ービスを受け ていただいて いまして、そ れに対して 問題が発生し ている
とは認識しており ません。また 、衛生水準の 確保という観 点からも、 混在勤務を認 める必
要性は乏しいのではないかと考えております。
次のページでご ざいます。理 容師と美容師 の免許の一本 化というこ とでございま す。こ
れにつきましては 理容師さんと 美容師さんが 習得する技術 、知識とい うのは先ほど から御
説明しております ように別個の ものでござい ますし、それ ぞれが専門 技能を生かし てサー
ビスを提供する体 系というのは 、現在、我が 国でも広く定 着している だろうと思っ ており
ますし、仮に両資 格を一本化す るとなってし まいますと、 当然、その 理容師さんに 必要な
技術と美容師さん に必要な知識 、技能という もの双方習得 していただ く必要がある と思い
ますけれども、結 局、先ほど御 説明したとお り両者の内容 はかなり異 なるものであ ります
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ので、現行２年の養 成施設の養成 課程の長期 化は避けられ ないと思って おります。む しろ、
そうなりますと社 会に出てこの 世界で生きて いく、稼いで いくという 生活をしてい くこと
が早くできなくな りますので、 むしろ資格取 得希望者の負 担を増すこ とになること から、
私どもとしては困難であると思っております。
次に、先ほどキ ュービーさん の資料にはご ざいましたけ れども、直 接お話がなか った点
でございます。理 容所、美容所 の開設に関す る取扱いとい うことでご ざいまして、 いわゆ
る洗髪設備の条例 の話について 御指摘があり ましたので、 そこについ ての考え方を 御説明
させていただきます。
今、理容所、美 容所の中では 、理容所、美 容所を開設す る場合には 都道府県知事 の届出
が必要となってお りますし、理 容所又は美容 所の使用を開 始するため には、都道府 県の検
査を受けて、その 構造設備が一 定の措置が講 じられたもの であること の確認を求め ており
ます。その講 ずべき内容 の中に、ここにあり ますように常 に清潔を保つ 。消毒 設備、採光、
照明、換気の話。 その他、都道 府県が条例で 定める衛生上 必要な措置 ということで ござい
まして、実際に都 道府県とか大 きな市におき ましては、衛 生上、必要 な事項を条例 で定め
ることができる。 あるいは国と してそこの部 分は都道府県 に委任して いるという整 理でご
ざいます。
実際は各自治体 において、今 、30ぐらいの 都道府県を見 ると、自治 体がこういう 洗髪設
備を義務づけてい るという条例 をつくってい ると私どもは 承知してお りますけれど も、な
ぜそういう設備を 設けているか ということに つきましては 、一つは毛 髪の汚れが目 立つお
客様に対しては、 むしろ洗髪後 に施術する方 が良い場合が あるという こととか、あ るいは
使用した整髪料等 がお客様の頭 皮に合わなか ったりとか、 切った毛髪 が目に入った 場合な
どにそういう設備 がないと対応 できないとい うこと。それ から、最近 、アタマジラ ミとい
うものが子供さん の間で結構は やっておりま して、そうい うものの駆 除を行う場合 につい
ては薬品を使用し て洗髪する必 要があるとい うことがあり まして、そ ういう衛生面 、安全
面の必要が高いと ころを考慮し て、条例によ り設置を義務 づけている ということで 承知を
しております。
私どもとしまし ても、この部 分につきまし ては都道府県 の条例に委 任をしている 問題で
ございますので、国 として何らか の対応が取 れるという問 題ではないと 考えておりま すし、
仮にそういうもの を義務づける ことを禁止す るということ であれば、 そちらはこれ まで都
道府県に委任してやってきたということの考え方からも適切でないと考 えておりま す。
以上、私からの方からでございます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの御説明 に関しまして 、委員、専門 委員の皆様 から御意見、 御質問
をいただきたいと思います。
佐久間さん、どうぞ。
○佐久間委員

ありがとうございます。
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私はホットライ ンの座長をや っております 。その関 係で、こ れをホットラ インで、今回、
要望をいただいて 、こちらのワ ーキングで、 是非、検討し ていただき たいと考えた 次第で
す。
今のキュービー ハウスの方の 御説明、厚労 省の方の御説 明、本当に ありがとうご ざいま
した。特に厚労省 の方の説明を 聞いて大変よ く分かりまし た。ですか ら、これは法 律と制
度を変えなければ いけないとい うことだと思 います。他の 規制では、い ろいろ運用だ とか、
国と地方自治体と の関係という ところの見直 しで済むもの があるかと 思いますが、 今の非
常に完璧な御説明 を受ければ受 けるほど、こ れは制度と法 律が今の実 態に全く合っ ていな
い。これはもちろ ん今の法律を 前提にすれば 、今の説明と いうことに なるのだと思 います
し、過去の経緯、 過去の技術レ ベル、過去の 生活等々から 考えれば、 それはそれで 良かっ
たと思いますけれ ども、今の実 態に合わせる と、これは変 えるという ことしかない なとい
うのが率直な感想です。それが１点。
２点は、非常に びっくりした のは厚労省の 方から御説明 いただいた ２ページで、 これは
通知ですか。日本 国政府の出し た通知の中に メンズとか女 性という言 葉が出てきて いるこ
とは、逆に私はこ れは知りませ んでした。非 常にショック です。これ はなぜ男性だ から、
女性だからと。も ちろん合理性 がある場合は 分かるのです が、全く考 えられない理 由があ
りますので、まさ か法律には書 いていないと 思いますが、 通達の中に 女性、男性と いうこ
とでこういう指導 がされたとい うことは、非 常に問題だと 思います。 そういう意味 で、こ
れについては当然改める内容だと思います。
特に皆さん御案 内のとおり、 そもそも男性 、女性という のは、要は 外見で判断さ れてい
るのだと思います が、それ以外 、何もないと 思うのです。 ということ は全く意味が ありま
せんし、今、いわ ゆるLGBTとか いうことが問 題になってい るところか らすれば、全 く時代
遅れの話だと思います。そういう意味で非常にこれはショックを受けた 次第です。
ですから、今の 法律と今の制 度を前提に議 論すればこう いうことに なるので、そ れを離
れて理容師の方と 美容師の方が 同じところで 働いて、美容 師の方がカ ットだけを手 伝う。
これがなぜ問題に なるのかとい うことです。 もう少し分か りやすく言 うと、理容師 と美容
師がどこかで知り 合って、２人 で結婚するこ とにしてささ やかなお店 を２人で持と う。こ
ういうことで、で は２人で働こ うと思って、 お客もそんな にいないの で忙しいとき だけ旦
那の方がカットを 手伝うといっ たら、それが 摘発されると いうことを 言われている わけな
のです。
ですから、それ は今の法律は そうだという ことになるの でしょうけ れども、それ を離れ
て、理容師と美容 師が同じ場所 で働いたとし て、その仕事 はほぼ共通 して、細かく 見れば
違うということな のですが、こ れは客が決め る話なので問 題ないと思 いますから、 なぜそ
れが問題なのかという点について、法律を離れてお聴きしたいと思いま す。
○大崎座長

ありがとうございます。

厚労省さんの御 説明で確認す る前に、私も 佐久間さんと 似たような 疑問を持った ので、
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キュービーハウス の方にも確認 をしたいので すが、理容所 、美容所、 両方設置され ている
わけですけれども、提供されているサービスは大いに違うのでしょうか 。
○キュービーネット
○大崎座長

提供しているサービスも全く同じです。

だと しますと、ど こか理容所で あることをや っていた人 と、美容所で 全く同

じことをやってい た人が、同じ 場所で仕事を しても何も弊 害はないと 思うのですが 、厚労
省、いかがでしょう。
○厚生労働省（稻 川課長）

キ ュービーさん がされている のは同じか もしれません けれど

も、私どもとして は両者のサー ビスは違うと 思っています 。それから 、先ほど切り 離して
という話だったの で切り離して 申し上げます が、もちろん 私どもとし て一番危惧し ている
のは、特に典型的 に言うとひげ そりだと思い ますけれども 、もちろん 美容師さんと 理容師
さんが同じ場所で 両方のサービ スを提供する 場合に、どう してもそこ は美容師さん がひげ
そりを、資格を超 えて行ってし まうリスクは 高まるのでは ないかとい うところに尽 きると
思っています。
○佐久間委員

そ ういうものは どの職場でも あって、弁護 士事務所で 同じところに ずっと

いて、同じに働いて いて、弁護士 の資格を持た ない人がそう いう誘惑に 駆られるかど うか。
あと、森下先生が おられますか ら、病院にい つも一緒に看 護師の方と お医者さんが 働いて
いる。常に一緒に 働いていて、 よく知ってい る。当然同じ ところなの で、そういう 動機が
あるのですが、別 にそれが何か 問題なのでし ょうか。それ は必ず守ら れていると思 います
から。
○大崎座長

それ に私は視点を 変えれば、も し仮に本当の 規制目的が 美容師による ひげそ

り行為を防止する ことであれば 、理美容所を 併設している 場合には、 ひげそりは禁 止する
という規制の方法もあるのではないでしょうか。
○厚生労働省（稻 川課長）

そ こを禁止でき れば本当に良 いと思いま すけれども、 本当に

禁止ができるのか どうかという ところの問題 があるのでは ないかと思 っていますし 、先ほ
ど医療の話をされ ましたけれど も、医療とい うのはある意 味でお医者 さんと看護師 さんと
か専門職の方が一 緒でないとサ ービスが提供 できないが、 こちらは別 に一緒でない とサー
ビスが提供できな いということ ではないと思 いますので、 そこは違う のかなと思っ ていま
す。
○佐久間委員

私 が言ったのは 、同じ場所で 働いていると 自分の資格 のないことを やると

いう確率が高くな る。だから駄 目だというこ とだと思った ので、それ はどの現場で もあり
ます。それはそう いうことが起 きれば罰すれ ば良いので、 実際にそう いう確率は必 ずしも
高くないと思います。
ですから、今、 言われたもの ではなぜそれ を分けなけれ ばいけない かという説明 には全
くならないと思い ます。実際に それでけがが あったとすれ ば、それは 責任を取らな ければ
いけない。これは資 格のあるない に関係はな いのです。資格 がある人が やって失敗し たら、
それは当然責任を 取ってもらう ことになりま すので、そう いう意味で同 じところにい ると、
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資格がない人が誘 惑に駆られて 認められてい ない行為をす るんだとい う確率はゼロ とは言
いませんが、それ はどの世界で もある。した がって、それ でわざわざ 法律を別にす る必要
は全くないというのが私の意見です。
○森下委員

根本 的なところを お聴きしたい と思うのです けれども、 理容所は昭和2 2年で

すね。美容所は昭 和32年という ので、スター ト時点が一緒 になってい ないのです。 なぜ分
かれたか。歴史的な経緯がよく分からないです。
○厚生労働省（稻 川課長）

理 容師法が昭和 23年にできた 段階で、理 容師法の中で も理容

師と美容師を分け て定義をされ ていたのです けれども、そ の後、一時 、確か法律の 名前自
体が理容師美容師 法みたいな法 律になったこ ともあるので すが、昭和3 2年に美容師 の仕事
と理容師の仕事は 違うだろうと いうことで、今の２つの形 になって、こ れはもともと 過去、
議員立法でやって きた経緯もご ざいますので 、そういうこ とで今日ま で続いている という
ことでございます。
○松村座長代理

大きな話をす る前に、先ほ ど佐久間委員 が最初にお っしゃったこ とに関

して御回答をお願 いできないで しょうか。つ まり、通知に 関して男性 、女性となっ ている
のは本当にまだ続 けるつもりで すか。それか ら、これをも し変えるの であれば、女 性ある
いは男性に対して できることを 男女で区別し てはいけない と言われた から、より制 限的に
変えるのではなく て、当然、美 容師が女性に 対してできる ことが男性 に対してもで きるよ
うにし、理容師が 男性に対して できることを 女性に対して できるよう にするという のが自
然だと思います。 そう変えるの ではなく、こ れは飽くまで こういう区 別をしておく のが、
この通知が正しい と思っておら れるのか。こ れについては おかしいか らさすがにす ぐ変え
るのか。まずその点、大きな問題を議論する前に御回答をお願いできま すか。
○厚生労働省（稻 川課長）

私 どもとしまし て、それぞれ 理容師、美 容師さんが習 得する

技術というのは、 基本的には理 容師さんはも ちろん女性の カットもで きますけれど も、そ
ういうカット技術 に着目した部 分であります し、美容師さ んはどちら かと言うと女 性のカ
ット技術に着目し たという部分 で技術を習得 していますの で、この運 用自体でこれ まで、
もちろんこれは通 知ですから運 用の話ではご ざいますけれ ども、定着 をしてきてい ること
を考えますと、私どもとして、今、これを変えることは考えていません 。
○松村座長代理

明確に男性と 女性を差別し ている、こう いうものが 正しいと今で も思っ

ていると言われたわけですね。
○厚生労働省（稻 川課長）

差 別していると は認識してい ませんけれ ども、こうい う区別

は別におかしいとは考えていないです。
○大崎座長

でも 、そうだとし ますと美容所 というは基本 的に女性の カットをする 場所の

はずですね。
○厚生労働省（稻川課長）
○大崎座長

カットとかパーマネントウェーブ。

でも 、カットをす るとすれば女 性を対象にす る場所です ね。キュービ ーネッ

トさんは美容所を たくさん経営 されていて、 男性のお客さ んもいっぱ い来ていると 思うの
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ですが、これはやはり違法な状態なのですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

違 法かどうかで 言われれば、 これは通知 で示した解釈 ですの

で、違法とまでは 言い切るつも りはないです けれども、た だ、我々の 運用としては こうい
う形で持っている技術の関係で言いますと、好ましくないものだと思っ ております 。
○大崎座長

では、男性入店禁止というのが法の趣旨だということですか。

○厚生労働省（稻 川課長）

法 の趣旨と言い ますか、男性 だって別に 美容行為の一 環とし

て髪を切ることはありますので、そこはそういうことであれば。
○大崎座長

パーマをかければ良い。

○厚生労働省（稻川 課長） パー マとか髪を染 めるとかいろ いろあると 思いますけれ ども、
そういう一環として入る分にはそれは構わないと思います。
○岡議長

今のや り取りを聞い ていて一言。 男性だって美 容室で女性 と同じような 髪形に

する人はいるし、逆 に、女性が理 容室に行って 髪の毛をカッ トしたって 良いわけでし ょう。
男性だって最近化 粧をする人が 増えています 。化粧の前に ひげそりを する人も増え ている
かもしれません。 男性と女性の 差なんておか しいではない ですか。髪 型の差がある のは分
かります。でも、 男性だって長 髪にする人が 増えています 。そういう 人は、床屋、 いわゆ
る理容室に行かな いで美容室に 行くのではな いですか。こ の局長通知が 出たのが昭和 23年。
もう70年近く前な のです。この 間に社会のい ろいろな考え 方も含めて 変わっている わけで
はないですか。男 性と女性の考 え方も大分変 っていますね 。それなの に、いまだに このよ
うな形で男性と女 性で分けた通 知なのか法律 かはともかく 、いまだに もっともらし い説明
を先ほどからされているのを聴いていて少し情けない気持ちがします。
昔は男性の髪型 はこうだ、女 性の髪型はこ うだというも のがあった のかもしれま せん。
だから理容と美容 とで収まった のかもしれま せんが、今は そんな時代 ではないでは ないで
すか。まだ他にも 言いたいこと はいろいろあ るのだけれど も、男性と 女性によって 分ける
なんてあり得ないでしょう。
○大崎座長

他いかがですか。

○久保利専門委員

全く私も情 けないし、こ んなつまらな いと言った ら語弊がある けれど

も、結論の見えた 話をいつまで やっていれば 良いのかなと 思ったので すが、そもそ も男性
の頭か女性の頭か でシザーズの 持ち方がこう だとか、つま らないこと を役所がやり 過ぎて
いるのではないで しょうか。本 当の規制緩和 は余計なこと をやらない で、あとは上 手な人
がたくさん働けて 良い気持ちに なれるように 、お客の方も 喜ぶように やれば良いだ けの話
ではないでしょう か。この話を 聞いていて「 あっ」と思っ たのが、弁 護士の話が先 ほど出
ましたけれども、 外弁と弁護士 の共同事務所 を許さないと いう時代が ありました。 外弁と
いうのは日本法で はない法律を サービスする 人であり、日 本法をサー ビスするのが 弁護士
である。この２つ は一緒の事務 所をつくって はいけないし 、同じ場所 で執務をして はいけ
ない。そしてどち らかの資格し か持てなくて 、１人で両方 は持てない 。それで、あ る弁護
士さんは日本の弁 護士を捨てて 外弁登録をし て弁護士事務 所を開業し たということ があっ
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たのです。今、ほとんど笑い話になっています。
外弁の弁護士も 日本弁護士も ちゃんと一緒 にチームが組 めて、そし て同じ事務所 が組め
て、同じ場所で開 業ができてと いうのが現実 です。しかし 、母国法と 日本法が違う という
方がまだ理屈があ るので、男性 の髪なのか女 性の髪なのか によってこ の差を設ける こと自
体が、もはや時代 遅れも良いと ころであって 、これは結論 が見えてし まっているの ではな
いでしょうか。私はこれ以上この問題について議論するのは耐えられま せん。
以上です。
○佐久間委員

も う一つ加える と、そもそも 男性か女性か は確認でき るはずがない ので、

床屋さんに行くと きに、あなた は男性、女性 と聴くことも 当然ないで すし、確認が できま
せんから、通常の 生活において はですね。で すから、これ はそもそも 全く意味がな い。せ
いぜい読んだとし ても女性風に カットしても らいたい人、 男性風にカ ットしてもら いたい
人という意味がも しあったとす れば、要する に通達として まだ意味が ありますが、 そうで
ない限り全く意味がないという点も指摘しておきます。
もう一つよく分 かったのは、 我が国の総理 というのは必 ずパーマメ ントウェーブ をかけ
ているんだなというのもよく分かりました。
○道垣内専門委員

全く同感な のですが、厚 労省の９ペー ジのところ に理容師と美 容師の

講習内容が書いて おりまして 、つじつ ま合わせと言 いますか 、どちらも 880時間にな るよう
にされたのだと思 います。しか し、例えば着 付けとか、こ んなものを 美容師の国家 試験で
チェックしなけれ ばいけないの か疑問です。 長期的には、 この２つの 資格を混ぜ合 わせて
１つの資格にして はどうかとい うお話でした けれども、短 期的にもそ れは可能だし 、やる
べきではないかと います。資格 取得にはどう してもこれだ けの時間の 講習が要ると いう説
明はできるのでしょうか。
○厚生労働省（稻 川課長）

時 間につきまし ては、それぞ れ着付け、 日本髪を結う ことな

ど、最低限はこれぐらいの時間やってもおかしくないと思っています。
○森下委員

私は実は美容室しか行っていなくて、理容室に行かない。嫌いなもの で。

○大崎座長

刈り込みしているではないですか。

○森下委員

理容 室に行くと髪 型が今風では ない。こんな ことを言う と怒られてし まいま

すね。どちらかと 言うと非常に 男っぽくなる のです。正直 、大学を卒 業してから理 容室に
行ったことがなくてずっと美容室なのです。
私にとっては逆 に言うと、縛 ってしまうと 分からなくな って、出来 上がった髪型 が全然
違うのは嫌だなと いうのは一つ あって、もう 一つは親戚が 美容室をや っているので 、着物
とかは確かにすご い時間が掛か ります。日本 髪を結うのも すごい時間 が掛かるし、 その研
修が全く要らない というのは言 い過ぎだろう とは思うので す。今の制 度でも十分で きてい
ない方が多くて、 着物をやるた めにわざわざ 皆さんそうい う講習を受 けています。 だから
結構大変だと思うのです。
○キュービーネッ ト

確かに我 々も理容師の 方を美容師の 資格取得の ために学校に ３年間
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通わせ、会社で費 用を負担して いるケースは いくつもあり ますけれど も、その人が 言うに
は同じクラスに60 歳ぐらいの女 性が美容師の 資格を取りに 来ているそ うです。なぜ 資格を
取得するかという と、着付け教 室をやりたい という理由だ そうです。 別にカットの 技術は
覚えたくないのだ けれども、美 容師資格を取 得しないと着 付けの仕事 に従事できな いとい
うことです。そう いう意味では 、全く無駄な 技術習得のた めに何百時 間使って、必 要とし
ている着付け技術 習得のために 、何十時間し か費やさない 資格を多大 な時間と費用 を負担
して取っている。 これはおかし い。あとは技 術ですが、美 容の学校の カリキュラム 自体が
男性の髪のヘアス タイルのため の技術が含ま れていない。 なので、美 容師の資格を 取って
卒業しても、全く切れない。
確かに５ページ に書いてある 持ち方という のは、長い髪 の毛を切る 人用のテクニ ックな
のです。女性でも ショートヘア の場合には違 う持ち方にな ると思うの です。そうい う意味
では、男性と女性 で異なるので はなく、髪の 長い、短いで 持ち方が変 わるのです。 くしを
入れて短髪を切る ときに要る技 術というのが 上の理容なの です。例え ば、元サッカ ー選手
の中田英寿のソフ トモヒカンと いうカットス タイルを美容 室でカット しようと思っ たら、
上の技術を使わな いと切れない です。お客様 が求めるスタ イルに応え られなければ 、指名
も来なくなって、 美容師として の給料は稼げ ない。理容師 も美容師も 良い技術を持 ってい
るのですけれども 、これ を融合すると いうのが 、お客さん が、今 、求め ていることで あり、
資格を取った人た ちが食ってい くために常に 技術向上は必 要なことな のですけれど も、こ
れを資格で制限し てしまったり することで、 若い人たちが 技術向上の チャンスがな くなっ
て、結果的に業界 を去っていく というのは、 これは業界に とっても絶 対にマイナス で、理
容業界の方々はもはや気付いているはずです。
○大崎座長

今の お話を伺いま すと、そもそ も理容師実技 講習とか美 容師実技講習 の内容

そのものも時代遅 れの可能性が 結構強いし、 そのことはや っている方 々は十分分か ってい
らっしゃるような気がします。
○岡議長

厚労省 さんの６ペー ジの免許の説 明のところで すけれども 、これは法的 な裏付

けがあって、今や っていること は分かってい ます。今日現 在でもこれ が必要なのか という
疑問を持っている わけですが、 あるいは必要 であっても内 容を変える べきではない かとい
うことも含めて、 まず厚労大臣 の指定する養 成施設という のは各都道 府県に１つあ るので
すか。
○厚生労働省（稻 川課長）

各 都道府県にあ ります。これ は普通の民 間の学校です ので、

東京なんかは多いと思いますし、全国に散らばっています。
○岡議長

１つに 限らず、かな り複数の養成 施設があって 、それぞれ 厚労大臣の指 定を受

けなければいけないという規定があるのですか。
○厚生労働省（稻川課長）
○岡議長

はい。

分かりました。

次に、この養成 施設で２年な ら２年、３年 なら３年で、 幾らぐらい コストがかか るので
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すか。これはキュービーネットさんの方が分かりますかね。
○キュービーネッ ト

これは１ 年間で100万 ぐらいかかり ます。学費だけで 。あとは ウイッ

グという練習用の マネキンは、 １体4,000円 程度と高額。 最近値が上が って5,000円 程度に
なってきています ので、年間最 低でもそうい うものを沢山 切らないと 技術習得はで きない
ので、もろもろの材料費や道具代も入れてやはり140〜150万ぐらい年間 でかかりま す。
○岡議長

ということは、２年だとその倍かかるという理解ですか。

○キュービーネット
○岡議長

そうですね。

そうす ると、２年間で300万 近くかかる 。この養 成施設で行 われている理 容も美

容も含めてですけ れども、先ほ どの資料６ペ ージの①〜⑨ の中で、理 容と美容で明 らかに
違うのはどこであ り、ほぼ同じ ものはどこで あるか。素人 的に言うと 、⑧の実習以 外は全
部似たようなもの ではないかと 理解したので すが、いかが ですか。こ れは厚労省さ んにお
聴きした方が良いのかな。
○厚生労働省（稻川課 長） まず基本的 に言いますと、⑤、⑥、⑧ は、⑤はそれぞれ 美容、
理容のこれまでの ファッション の考え方みた いな話であり ますので違 います。⑥の 技術理
論は先ほどそれぞ れ切り方が違 うと申しまし たし、次のペ ージを見て いただければ 分かり
ますが、こういう 実習の中身の 技術理論を学 ぶものなので ⑥も違いま す。⑧は７ペ ージに
ございますように 、全く違うと いうことでご ざいます。あ との部分に つきましては 、共通
する部分はもちろんありますけれども、それぞれの技術もあります。
○岡議長

かなり のものが共通 しているので あれば、今の ２年間とい う期間を短縮 できな

いかと思ったので す。もし２年 間を維持する ならば、２年 間で両方の 免許を取れる ぐらい
効率が良いものに できないのか なと。要する に一個人が２ つの資格を 取れる。７割 ぐらい
は共通した知識で やる。その上 の３割のとこ ろが理容系と 美容系、そ れぞれの知識 実習。
そうすると２年間 で300万円かけ たら、両方の 資格が取れま すという改 善をしていっ たらど
うかという気がするのですが、いかがですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

２ 年間に縮める というのは、 なかなか難 しいと思いま す。あ

とは共通した部分 についてどう 扱うかという ところは議論 としてはあ ると思います けれど
も、ただ、これを やりますと、 かなり養成施 設の課程とか そういうも のを根本的に 見直さ
なければいけない ことになりま すので、今、 直ちにそれが どれぐらい なのかとか、 あるい
はできるかどうかということを、この場で申し上げるのは難しいと思っ ています。
○キュービーネッ ト

もともと 十数年前まで は１年間で資 格が取れる 時代がありま した。

昔、カリスマ美容 師が実は無免 許だったとい うことが発覚 し、社会で 大きく報道さ れたと
思うのですけれど も、昔は１年 間学校で学び 、その後、イ ンターン制 度というもの があっ
て、資格を取得で きるまではお 店で時間制限 内で働いても 良いという 制度がありま した。
問題となったカリ スマ美容師は センスも良く 、どんどんど んどんお客 が付いて、忙 しくな
って資格を取る暇 もなく長年過 ごしてしまっ たというのが 実情のよう です。そうい う問題
を解消するために 、インターン 制度が廃止さ れ、専門学校 で学ぶ期間 が１年間から ２年間
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に延びたのです。 どういうカリ キュラムが増 えたかという と主に学科 です。実務で はなく
学科の方が増えて しまって、現 場の人たちに 聴くと、本当 におっしゃ るとおり実際 は１年
間で学び終えることが可能な内容であると聞いております。
○岡議長
○大崎座長

ありがとうございます。以前は１年でできたという事実があるわけです ね。
いろ いろな論点が 出ていると思 うのですけれ ども、議論 を整理する意 味で改

めて確認したいの ですが、仮に 厚労省がおっ しゃるとおり 理容師の業 務内容、美容 師の業
務内容、必要な知 識というのは 根本的に違う ので、別々に 養成するこ とは必要だ。 そこま
では認めたとして も、現実にキ ュービーネッ トさんが同じ サービスを 理容所と美容 所で提
供されている。そ の場合にも、 理容師と美容 師が一緒に仕 事をしては いけないとい うのは
どうしても納得がいかない。これはどう考えればよろしいのでしょうか 。
○厚生労働省（稻 川課長）

結 局、先ほどか ら申し上げて いますけれ ども、美容師 さんと

理容師さんが一緒 に仕事をする と、当然、順 番で空いてい る人が切っ ていくという 形にな
ったときに、例え ば、その場で 美容師さんに 当たった人か らひげをそ ってくれと言 われた
ときに、それを完 全にシャット アウトできれ ば良いですけ れども、そ こはできない のでは
ないか。
○大崎座長

キュービーネットさんのお店ではひげをそってくれないですね。

○キュービーネッ ト

そうです ね。ひげそり はやりません し、洗髪も しません。例 えば、

車でオートマチッ ク免許ができ たときに、大 分、学科の時 間とか実地 の数が減って 、資格
を取る授業料も低 くなったと思 うのですけれ ども、ある意 味、乗る車 さえ限定する のと同
じく、カットのみの資格を新たに創設するという考え方もあるのではな いかと思い ます。
○厚生労働省（稻 川課長）

も ちろんキュー ビーネットさ んがそうだ という話はあ るけれ

ども、私どもの制 度はキュービ ーネットさん だけのために つくったわ けではないの で、当
然、それ以外のケースも含めてということで。
○岡議長

要する に、資格のな いことをやる おそれが高ま るので、１ か所でやるこ とは避

けた方が良いとい うことであれ ば、非常に単 純なのですけ れども、１ つのお店で理 容師の
資格を持っている 人と美容師の 資格を持って いる人がサー ビスをする 。お客さんが 来ます
ね。理容師を求め てくるお客さ んと美容師を 求めてくるお 客さんが明 らかにお店の 中で分
かれて、理容と美 容それぞれの サービス提供 しかしないと いう場合は 問題ないとい う理解
でよろしいですか 。それとも、 同じ建物の中 で２つのサー ビスをやる こと自体が問 題だと
いうことなのですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

同 じ建物の中で 、同じ場所の 中で１つの サービスをや ること

自体が資格外の行為を助長する。
○岡議長

資格外 ではなくて、 資格を持って いる人がそれ ぞれいるわ けです。今の ケース

は２人いて、こち らの人が理容 の資格を持っ ている、こち らが美容の 資格を持って いる。
ただし、そのサー ビスを同じ建 屋の中でやっ ているだけで あって、自 分の資格を持 ってい
るサービスしか提供しないという前提です。それだったら良いのではな いのですか 。
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○厚生労働省（稻 川課長）

自 分の資格しか 提供しないと いう前提が 本当に担保で きるの

であれば、それは そうですけれ ども、そこは 実際に一緒に 働いている と担保できな いので
はないかということなのです。
○岡議長

そうい う理由ですか 。では、きち んとやるとこ ろだったら よろしいとい うこと

ですね。
○厚生労働省（稻 川課長）

や ることを制度 的に担保でき ないから駄 目だと申し上 げてい

ます。
○岡議長

だった ら理容師の資 格の人は胸か ら「理 容師」とぶら下げて 、美容 師の人は「美

容師」とぶら下げ て、お客さん が来て、「私 は理容に来た んだ」と言 って、美容師 の人が
触ったら「あなたは駄目です」とお客が言えば良いわけですね。
○久保利専門委員

端的に聴き ますけれども 、３ページに 理容所と美 容所は法律上 も別体

系で、別個の施設 として設けな ければならな いとあります が、解釈で はなく、理容 所を美
容所と同じ場所に 指定すること はできないと 定めた条文が 何かあるの でしょうか。 それが
あるならそれをお っしゃってい ただくのが一 番簡単で、そ の法律違反 になるからで きませ
んとおっしゃれば良いのであって、今の説明では全く理解できないので す。
○厚生労働省（稻 川課長）

そ こは理容師法 という法律の 中で理容所 というものは 位置付

けられているとい うこと。それ から、美容師 法という法律 の中で美容 所が位置付け られて
いて、そこは美容 を行う場所だ というふうに なっていると いうことで 、もちろん、 今、お
っしゃった規定が 明示的にある かどうかと言 われると、そ こはないで すけれども、 ただ、
法律の当然の解釈として。
○久保利専門委員

先ほど申し 上げたように 外弁と弁護士 は別の資格 であって、法 律も別

の法律なのです。 だけれども、 その両方が初 めは一緒にや ってはいけ ないという規 定があ
ったのがなくなっ て、一緒にや ってもよい状 態になったの です。規定 がなくなると いうこ
とは一緒にやって よいのです。 というふうに 、美容師さん と理容師さ んも考えるこ とは、
現段階でもできるのではないでしょうかという質問なのです。
○大崎座長

私も 美容所兼理容 所というもの が原理的に禁 じられてい るのではない のでは

ないかと思うのですが、いかがですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

私 どもとしては 、法律上、そ れぞれ別体 系の法律とし てあっ

て、別個のものと して位置付け られておりま すので、そう いう業態と いうのは、法 律上、
想定されていないということで、できないと思っております。
○キュービーネッ ト

よくある のが、理容師 が辞めて美容 の店に変え なければいけ ないと

いうとき、ハード 面で変えるも のがあるのか というと、１ 日で全く何 の工事もせず に変え
られてしまうので す。というこ とは、施設自 体は何も変わ らなくてい いということ なので
す。
○佐久間委員

こ れはもし法律 がそうだと言 ったら法律を 変えるとい うことしかな いと思

います。ただ、そ れは納得的で はない。例え ば、弁護士と 会計士がず っと同じとこ ろで仕
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事をすることは許 されていない ということに もなる話なの で、それは 法律の解釈と しても
おかしいですし、 もしそういう ふうに解釈さ れるのであれ ば、それは 法律を変える と最初
に私が申し上げたことしかないと思います。
もう一点、ユー ザーの方から 問題にされて いないとの指 摘が何か所 かあるのです が、例
えば、10ページな のですけれど も、今はそう いう制度なの で、その制 度の中で一番 自分が
満足するというも のを受けてい るので、今、 言われている のはそうい うことがなく なれば
もっと良いサービ スをもっと効 率的に、つま りもっと安く 受けられる 。それは今、 そうい
うふうになってい ないというと ころが問題な のであって、 今、大して 文句がないか ら良い
のではないかという話とは全く違う。
つまり、この制 度を変えれば もっと良いサ ービスがもっ と効率的に 安く我々は受 けられ
るというのが阻害 されていると いうことだと 思います。こ れは当然で 、人をなるべ く少な
くしようと思えば プールすれば 良い。理容師 と美容師は同 じところで 働いて、美容 院と理
容院を両方やった 方が良い場合 もある。でも 、それができ ない。それ を分けると管 理コス
トも全部かかると いうところが あって、余計 な負担をして いるのが我 々なわけです から、
必ずしもここに書 いてあるよう にユーザーか ら見て問題が ないという ことではなく て、そ
れは大いに問題だと思います。
以上です。
○圓尾専門委員

１点だけ確認 したいなと思 ったのですけ れども、先 ほどから議論 になっ

ている混在勤務の 御説明が10ペ ージのところ でありまして 、理由が２ つ書いてある のです
けれども、②は大 きなお世話で すね。要は技 術がないのに やってしま って、虎狩り になり
ましたというのは 、そんなとこ ろに行かなく なるだけの話 で、我々は 自由主義経済 で暮ら
しているのですか ら、こんなも のは自然淘汰 されることで あって、別 に厚労省がど うのこ
うの言う話ではないだろう。
①のところで、 これは前回の 派遣のところ でもありまし たけれども 、衛生上で何 か問題
が出てくるという のだったら、 これはしっか り考えなけれ ばいけない 問題だと思う のです
けれども、何があ るかなと説明 をずっと先ほ どから伺って いると、例 として書いて あるひ
げそりしか出てこ ないのです。 例ではなくて 、これしかな いのではな いかと思った のです
けれども、他に何かあるのだったら教えていただきたいというのが質問 です。
○厚生労働省（稻川課長）
○大崎座長

一番大きいのはひげそりだと思っています。

ひげ そりが行われ ないのであれ ば、混在勤務 をしても良い ということで すか。

○厚生労働省（稻 川課長）

ひ げそりが行わ れないことが 担保できる ということで あれば

ですけれども。
○大崎座長

かみそりがなければひげそりはできないですね。

○厚生労働省（稻 川課長）

だ から、そこを 担保するのが 難しいから ということで 申し上

げているのです。
○大崎座長

かみそりないですね。
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○キュービーネット

かみそりは使っておりません。

○井上内閣府審議 官

別の議論 なのですけれ ども、条例の 話が先ほど ありまして、 洗髪設

備なのですが、先 ほど厚労省か らは地方自治 だからこれは 何とも言え ないんだとい うお話
があったのですが 、もし地方自 治ということ であれば、理 美容全体を 地方自治でお 任せに
なれば良いと思う のですが、細 部について割 と事細かにい ろいろ全部 通知等でお示 しにな
っていて、それで 理容室、美容 室に洗髪施設 を置くかどう かという基 本の衛生のそ の部分
について、これを 厚労省の判断 ではなくて、 地方にお任せ されるとい う合理性はど こにあ
るのですか。つ まり、衛 生という観点 から、厚 労省はこの問 題をどう考 えられるので すか。
それはもし自分た ちに任せるん だと言うのだ ったら、他も 全部お任せ になれば良い と思う
のですけれども、基本の部分ではないかという気がするのです。
○厚生労働省（稻 川課長）

厚 労省としまし ては、洗髪設 備があった 方が良いとは 思って

おりますけれども 、衛生管理要 領というもの を出していま して、その 中では洗髪設 備があ
ることが前提の規 定になってい ますので、私 どもとしまし ては先ほど 申し上げまし たよう
な事情から、そう いう洗髪設備 があった方が 衛生上の担保 をより押さ られると理解 してい
ます。
○大崎座長

ありがとうございます。

この点はいろい ろな御意見が まだまだあろ うかと思うの ですが、時間 もございます ので、
本日の議論はこの くらいにさせ ていただきた いと存じます 。今回はキ ュービーネッ トさん
からの要望を受け て議論いたし ましたが、世 界でも高い技 術が評価さ れている日本 の理美
容業が、どうすれ ばもっと振興 していくのか という大きな 観点からも 、引き続き議 論を深
めていきたいと思 いますので、 厚生労働省に はまた引き続 き御協力を お願いするか もしれ
ませんが、何とぞよろしくお願いいたします。
議長、どうぞ。
○岡議長

今、座 長にまとめて いただいたけ れども、私か ら１つ追加 として、少な くとも

同一店舗における 混在勤務の点 については、 今日の議論も 踏まえて、 １か月後ぐら いに、
もう一度、厚労省 としての見解 を聴かせてく ださい。今の 法律の下で 混在勤務は可 能なの
か。混在勤務を認 めようとした ら法律を変え なければいけ ないのか。 せめてその点 につい
て１か月以内に回 答をいただけ ますか。もし、法 律改正が必要 だったら 、そのつもり で我々
も検討を進めなけ ればいけない わけですから 、そこのとこ ろだけでも お願いしたい と思い
ます。
○厚生労働省（稻川課長）
○大崎座長

そこは整理をさせていただきます。

それ では、どうも ありがとうご ざいました。 まだ次の話 題があります ので、

皆様よろしくお願いいたします。
（キュービーネット、厚生労働省関係者退室）
（FCCJ、経済産業省関係者入室）
○大崎座長

それでは、皆様、御着席をいただけますでしょうか。
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それでは、引き 続きまして、 次世代自動車 に係る規制の 見直しにつ いて議論をし たいと
存じます。
この問題につき ましては、前 回のワーキン グ・グループ で水素社会 の実現に向け た過去
の取組の経緯、将来 的なロードマ ップ等につ いて御説明を いただいたと ころでござい ます。
本日はさらに取り組むべき具体的な改革要望について検討をしたいと存 じます。
事業者としまし て燃料電池実 用化推進協議 会、関係府省 として経済 産業省からそ れぞれ
御出席をいただいております。
まず、燃料電池 実用化推進協 議会、FCCJさ んから、まず 御要望の内 容についての 御説明
をお願いいたします。
○FCCJ

それでは、始めさせていただきます。

私は、今、御報 告のありまし たFCCJで、こ ういった規制 見直しの課 題を取り上げ ており
ます水素インフラ 課題サブワー キング主査を させていただ いておりま す松岡と申し ます。
本日は貴重なお時間を賜り、誠にありがとうございます。
それでは、お手 元の資料２− １に従って御 報告をさせて いただきま す。「燃料電 池自動
車・水素インフラ整備に係わる規制改革要望」という内容でございます 。
１枚めくってい ただきまして 、今回の規制 改革の要望の 中身なり経 緯、趣旨等を 最初の
ページにまとめさ せていただい ております。 水素インフラ 普及拡大の ための規制見 直しに
つきましては、平 成25年６月に 閣議決定いた だきました第 １期規制改 革実施計画に よりま
して、多くの見直しを実施いただいております。
例示しますと 、①とし て標準的な圧 力82MPaの水素 ステーショ ンの基準整備 。②と して市
街地における水素 保有量の上限 撤廃、③とし てガソリンス タンドやCNG スタンドとの 併設を
はじめとする多く の規制見直し の措置を行っ ていただいて おります。 これによりま して、
2013年から始めて おりますけれ ども、2015年 までの３か年 で４大都市 圏を中心とす る地域
への100か所程度の水素ステーションの先行整備を進めているところで ございます。
ただ、今後は、 燃料電池自動 車の高い需要 が見込まれる 一方で、高 額な土地代や 用地不
足となります都心 部への水素ス テーションの 一層の設置、 整備が必要 という現状認 識がご
ざいます。また、 水素ステーシ ョンの将来の 自立的な商用 展開を目指 して、水素・ 燃料電
池戦略ロードマッ プに掲げてお ります2020年 のステーショ ンの整備費、運営コストの 半減、
こういったものも 事業化、自立 のためには必 要となります 。このため 、水素ステー ション
の構成機器メーカ ーとしまして は、海外展開 も視野に入れ つつ、海外 メーカーと協 力した
ステーションコストの低減を目指しているような状況にございます。
上記のような水 素ステーショ ンに係る都心 部への整備拡 大ですとか、大幅なコスト 低減、
これを推進するた めに、一方で は私どもの努 力として、技 術開発です とか、量産の 努力を
行うのは当然なの ですけれども 、今回掲げま したようなさ らなる規制 見直し、こう いった
ものをお願いしたいと考えております。
第１期規制改革 実施計画で残 された項目の 着実な措置の 実施ととも に、今回18項 目を新
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たな要望として掲 げさせていた だいておりま すけれども、 それについ て本ワーキン グでの
御議論をお願いしたいと考えております。
私どもの要望の趣旨をその下の枠に４点、まとめてございます。
一つは、今回、 後ほど御報告 させていただ きますけれど も、新型の 水素タンク、 これは
Type2容器と申しま すが、これが導入で きるようにす るなど 、建設費削 減可能となる ような
規制見直しをお願いしたい。
２点目としまし ては、例えば 、セルフ充填 の許容ですと か、ステー ションの運営 コスト
削減が可能となるような規制見直し。
３点目としまし て、水素スタ ンドの距離規 制の見直しで すとか、都 心部での水素 スタン
ドを普及拡大できるような規制見直し。
４点目としまし て、少し先の 技術になりま すけれども、 有機ハイド ライドですと か新し
い技術を水素スタ ンドにおいて 採用できるよ うな技術基準 の整備、規 制見直し。こ れを４
点目の要望として挙げさせていただいております。
４ページに、今 回、要望項目 として18項目 掲げさせてい ただいてお ります。建設 費削減
に関するものとい たしましては 、細かくは割 愛させていた だきますけ れども、そち らにあ
ります７項目。運 営コストの削 減に関わるも のとしまして は８〜13の ６項目。都心 部での
水素スタンドの普 及拡大という 点につきまし ては、14〜16 の３項目。 新しい技術の 採用と
いう点では17、18という項目を要望させていただきたいと考えておりま す。
本日は次のペー ジになります けれども、御 議論いただき たい点とし まして、（１ ）のフ
ープラップ式複合 圧力容器の使 用、（２）の 蓄圧器の製造 に関する規 制の見直し、 （６）
の海外規格材料及 び同等材の例 示基準への追 加、（８）の 水素スタン ドにおけるセ ルフ充
填の許容、この４項目について御報告並びに御議論をお願いしたいと考 えておりま す。
次のページ以降 、今、申し上 げました４項 目について各 ２ページで 御説明資料を 作成さ
せていただいてお りますけれど も、例えば、 ６ページ目、 ７ページ目 は項目１に対 するも
のでございます。た だ、２枚目の 方が割と図解 入りで分かり やすくつく っております ので、
例えば、（１）に つきましては ７ページ目の 資料を使って 御説明させ ていただきた いと存
じます。
１ページ目のフ ープラップ式 複合圧力容器 、Type2 容器と呼ん でおりますけ れども 、海外
では安価なType2容 器が一般に使 用されてい るが、日本では その使用が 現状では認め られて
いないという問題 がございます 。私ど もの要望とし ましては 、日本でも Type2容器が 使用で
きるような基準の整備が必要と考えております。
ページの左側に 現状を記載さ せていただい ております。 高圧ガス保 安法の関係で は、一
般則第７条の３第 ２項第36号に 、複合容器は フルラップ構 造（Type3・ 4）に限定さ れてお
り、フープラッ プ構造（T ype2）の 容器は使用で きないとなっ ております 。これはそ の下の
絵がございますけ れども、Type1 からType4ま で容器の種類 を記載させ ていただいて おりま
す。Type1の鋼 製容器、こ れは鋼の容器 でございます が、使用 できる状態に あります 。それ
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から、Type3 がアルミ容器 にFRP繊維で 強度を担保し ました容器 。Type4 としましては プラス
チックライナーにF RPで繊維を巻 き付けたも ので強度を担 保していると いうもので、 今回、
御指摘させていた だいているの はType2 、鋼製容器の フレームに 対してType3 、Type4 容器で
は全方位でカーボ ンを巻きます ので、カーボ ンの巻き量も 非常に増え るということ がござ
います。一方で、Type2は鋼 製容器のライ ナーに対して 胴部だけに 巻いておりま すので、比
較的高額と言われ るカーボン繊 維の使用量も 削減できるこ とから、低 コスト化が見 込まれ
るという容器種類になっております。
蓄圧器の製造の 基準としまし ては、経済産 業大臣特別認 可申請のガ イドラインと して、
高圧ガス保安協会 様の技術文書 が制定されて おりますが、 これは上と 同じでType3、 Type4
に限定されておりまして、事実上、Type2の使用ができないという実態 がございます 。
これに対して、 私どもの要望 でございます が、右側の欄 になります 。高圧ガス保 安法の
一般則第７条の３ 第２項第36号 に、水素スタ ンドで使用で きる複合容器 にType2を追 加する
ような形をお願い したい 。それから 、蓄圧器 の製造基準と してType2の 製造基準に定 めた特
認のガイドライン をKHK様の技術 文書として 制定。そ れから 、高圧ガス 保安法特定設 備検査
規則の例示基準に追加いただきたいというものが要望の内容でございま す。
下の方に簡単な 写真を載せて おりますけれ ども、海外の 事例としては Type2の容器 という
ものが水素ステー ションに比較 的広く使用さ れておりまし て、相対的 な低コスト化 の要員
となっている現状がございます。
以上が第１項目めのType2容器の使用でございます。
同様に２項目め につきまして 、９ページ目 で御説明させ ていただき ます。２項目 めは水
素スタンド用の蓄 圧器の製造に 関する規制の 見直し。これ は１項目め と項目名が似 通って
おりますので 、惑われる ことがあるか と思いますが 、現行 、先ほ どのType3 、Type4の 容器、
Type1もそうですけ れども、そう いった容器を つくる際の手 続事項につ いての見直し をお願
いしたいという内容でございます。
現状としまして は、緑背景の 枠の中に記載 させていただ いておりま すが、特定設 備とし
て水素スタンド用 蓄圧器を製造 する場合、同 一仕様であっ ても以下の 対応が必要と いうこ
とで、一つとしま しては、設置 するスタンド ごとに１種類 以上の詳細 基準事前評価 申請を
行う必要がある。 その次の段階 としまして、 特定設備検査 申請におい て水素スタン ドごと
に蓄圧器とそれに 使用する材料 を対応づけて 申請する必要 がある。そ れから、特定 設備の
検査段階でござい ますが、設 計、材料 、加工、溶 接、構造そ れぞれの工 程がございま すが、
工程中の検査が定 められており まして、全数 試験、全数立 会検査を行 うことになっ ており
ます。
左の枠の現状で ございますが 、そこに例示 的に、例えば Ａ、Ｂ、Ｃ 、Ｄ、４つの スタン
ドがございまして 、それぞれに 蓄圧容器４本 ずつ製造する という場合 、これがスタ ンドご
とに４回の申請が 必要になると いう実態がご ざいます。一 方で、包括 申請という制 度自体
はKHK様で御用意い ただいている のですけれ ども、設置実績 のある機器 にのみ包括的 な申請
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が許されていると いうことがご ざいまして、多少、容器をつ くる段階で 改善を行った とか、
設計変更を行った ものには適用 されずに、一 個一個の申請 が必要にな るという問題 がござ
います。
それから、真ん 中の段にござ いますけれど も、今度は検 査をする申 請の段階でご ざいま
すが、これもＡ、 Ｂ、Ｃ、Ｄと いう４件のス タンドに対し て、スタン ドごとに蓄圧 器と、
それに使う材料を ひもづけての 申請が必要と なります。こ の例で仮に Ａの水素スタ ンドの
１番目の蓄圧器の 材料が不足し た場合、他の 蓄圧器用の材 料を用いて 製造できない という
ような問題がござ います。蓄圧 器ごとに多め の予備材料を 準備してお く必要がある という
こと。
３項目めの工程 中検査につき ましては、蓄 圧器を製造す る場合、① 〜⑧の製造段 階にお
いてKHK様の立会い、そ ういった検査 が必要とな ります。その容器 ごと、工程ごとの 検査立
会というような形 になりまして 、非常に多く の検査立会が 必要となる 。その一方で 検査待
ちという事態も中 では生じます ので、容器を つくる側での 設備の利用 率がなかなか 高まら
ないという問題もございます。
右側が私どもの 要望でござい ますけれども 、同一仕様の 場合、特認 申請を一括で 行うこ
とを認めていただ きたい。同じ く検査申請で ございますが 、同一仕様 の場合、一括 の申請
を行うことによっ て複数の蓄圧 容器をまとめ て製造できる ようにして いただきたい 。それ
から、同じ仕様の 蓄圧器を製造 する場合は、 全数検査、全 工程検査で はなくて、抜 き取り
的な検査方法とい ったものも御 勘案いただけ れば、製造時 の効率アッ プにもつなが ります
し、そういったところの御要望を挙げさせていただいたという経緯でご ざいます。
３点目、これも 同じく１ペー ジ飛びまして 11ページの資 料で御説明 させていただ きます
と、
（６ ）の項目で 海外規格材料 及び同等材へ の例示基準へ の追加とい う内容になり ます。
こちらは、例えばE N規格ですと かASME規格で すとか、それ ぞれの金属 材料を使用し ている
海外製の機器類を 国内に導入す る場合、そう いったものが 高圧ガス保 安法で使用で きる材
料として認められ ていないとこ ろがございま すので、事前 評価や特認 を受ける必要 がある
ということ。それから 、国内で例 示基準に記 載される材料 はJIS規格に 限定されてお りまし
て、海外の規格材 料は安全性が 確認された材 料であっても 、事前評価 や特認を受け なけれ
ばならないという実態がございます。
左の方に現状と いうことで例 示的に記載さ せていただい ております けれども、例 えば、
圧縮機なり高圧の 水素設備、機器 に使用され る材料としてS UH660という ものがござい ます。
これはJISではG431 1という規格 がございまし て、こちらの 場合は例示 基準に記載さ れてお
りまして、使用が そのまますぐ できるという ものがござい ます。この 類似品としてA SMEで
はA638ですとか、E Nでしたら1.4 980というも のがございま すけれども 、こちらは例 示基準
に記載がないとい うことで先ほ ど申しました ような事前評 価なり、そ ういった手続 を踏ん
で使用可能となるという現状がございます。
私どもの要望と しましては、 右側の項目に なりますけれ ども、高圧 ガス保安法材 料規定
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としては、ミルシ ート上にJIS規 格の記載が ないASME材、E N材料であっ ても、科学的 成分、
引張許容応力 、0.2パーセ ント耐力の３ 項目が同一で ある材料に ついては 、事前評価 を受け
なくても使用可能とするという方策を御勘案いただけないかというもの でございま す。
例示基準につき ましては、JISに規 定のないASM E、EN規格材料で あっても、水素に 対する
安全性が確認され た材料につい ては例示基準 に記載して、 そのまま使 えるようにし ていた
だきたいという内容でございます。
本日、御報告の ４点目のもの は１ページ後 のものでござ います。（ ８）は水素ス タンド
におけるセルフ充 填の許容でご ざいまして、 水素スタンド では現行法 の規制下では 、ユー
ザー自らがFCVに水 素を充填する ことはでき ないという現 状でございま す。ただ、先 々FCV
が本格普及する段 階に向けて、 ガソリンスタ ンドで認めら れたような ものと同様に セルフ
充填ができるような規制なり基準の整備をお願いしたいという内容でご ざいます。
現状は、高圧ガ ス保安法では 法第５条に高 圧ガスの製造 をしようと する者は、事 業所ご
とに都道府県知事 の許可を受け なければなら ない。FCVに水 素を充填す ることは高圧 ガスの
製造に該当します ので、一般の ドライバーに よる充填はで きないとい う法体系にな ってお
ります。ガソリン スタンドにつ いてはどうか と言いますと 、平成７年 の閣議決定で 規制緩
和推進計画を受け て消防庁に検 討いただき、平成10年に消 防法施行令、規則が改正さ れて、
危険物の取扱資格 のないドライ バー等による セルフ充填が 可能となっ ております。 ただ、
むやみやたらにフ リーになった かというとそ うではござい ませんで、 例えば、セル フスタ
ンドでの安全対策 として自動停 止ですとか、 衝突防止です とか、監視 設備の導入、 こうい
ったものの導入に よって、ガソ リンスタンド の場合は資格 のないドラ イバーでも充 填でき
るようになるという前提がございます。
右側の私どもの 要望でござい ますが、高圧 ガス保安法で は、法第５ 条のところで 、都道
府県知事 の許 可を受 けた事 業者で ない一 般の ドライ バーに よるFCV への 水素充 填を可 能と
するというような 体系にしてい ただきたい。 それによって 資格のない 一般ドライバ ー等に
よる充填が可能となるというメリットがございます。
ただ、これもむ やみにそれが 許容されると は考えており ませんで、 それに対する 安全対
策、セルフ水素ス タンドに必要 な安全対策、 車両の停止位 置でしたり 使用方法の表 示、監
視設備の導入、細 かなものでノ ズルの落下防 止等々の安全 対策を踏ま えた上での規 則の見
直し、こういったものをお願いしたいと考えております。
下は海外の事例ですが、アメリカ、欧州ではセルフ充填が可能となっ ております 。
本日、御審議いただきたい４点については、以上でございます。
他にも資料はご ざいますけれ ども、これは 本日の議論を 踏まえまし て、また改め て御報
告させていただきたいと存じます。
以上でございます。
○大崎座長

ありがとうございます。

それでは、ただ いまの点につ いて経済産業 省から御説明 をお願いし たいのですが 、時間
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の関係もあります ので、できま したらFCCJさ んの御要望に 関しての回 答というか、 考え方
に重点を置いてお願いできますでしょうか。
○経済産業省（矢 島室長）

経 済産業省商務 流通保安グル ープ高圧ガ ス保安室長の 矢島で

す。よろしくお願いします。
２ページは安倍 総理大臣がお 話いただいた ように、規制 改革で水素 社会の幕が開 いたと
いうことで、３ペ ージにありま すように、そ の言葉のとお り、我々の 認識としては 、水素
スタンドの設置に 係る実用化に 向けた基本的 な規制の整備 を実施して きているとこ ろでご
ざいます。
４〜６ページは、御参考までに付けてございます。
８ページから、 水素スタンド 及び水素のリ スクについて 若干の情報 共有をしたい と思っ
ています。
８ページですが 、高圧 ガススタンド の事故関係で すけれども 、水素 、天然ガ ス、LP ガス、
この３つがあるわ けですが、水 素スタンドの 事故につきま してはまだ 実証段階ベー スの数
字ですけれども、 スタンドの数 に比例して事 故が増加する 傾向にござ います。これ は天然
ガススタンドでも 右側のCNGと書 いたもので すが、本格普及 し始めてか ら事故の件数 は急増
して、その後、減 っていくとい う推移になっ ています。ま た、スタン ド数当たりの 事故件
数割合を見てみま すと、右下の 図ですけれど も、水素スタ ンドについ ては直近で30 パーセ
ント程度と事故の割合は高い状況になっております。
９ページ、今回 、水素と言っ ているのは超 高圧の水素に なりますが 、そのリスク を説明
させていただきます。３つあります。
一つは、水素は 着火しやすい 可燃性ガスで 、漏えいしや すく、燃焼 範囲も広い。 ほぼ肉
眼で見にくいとい うことなので すが、右側は わざと見える ような形で 燃やした例で ござい
ます。
２つ目ですが、 水素スタンド は超高圧の水 素ということ で、経験や 実績がまだ余 り積め
ていない状況であ ります。商用化が スタートした ところであり ますけれども、82 MPa、いわ
ゆる820気圧を市街 地で取り扱う という意味 ですが、これま で水素につ いては産業用 ボンベ
として20MPaの利用 が一般的であ ります。20M Paでも右側の 写真にあり ますように、 水素ス
タンドの保有量1,8 00リットル、２つ 分の貯槽な のですが、空気を 入れたタンク です。可燃
性ではないのです けれども、これが 破裂してこん な感じになり ます。20MPaです。天 然ガス
スタンドでも200気圧で使用されている状況であります。
また、特徴なの ですが、３つ 目ですけれど も、水素の場 合は水素脆 化という金属 をもろ
くさせる特徴がご ざいます。非 常に小さい原 子になります ので、金属 の中に入り込 んでい
くということなの ですが、高圧 の水素が金属 をもろくさせ やすいとい うことに対し ては、
世界に先駆けて我 が国の知見に なっていまし て、高圧分野 の水素脆化 は世界をリー ドして
いる状況になって います。こう いったことで 超高圧の水素 を扱うため には、適切な 管理が
必要であるというところがまず基本原則であります。
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10ページ、米国 で水素スタン ドの事故がご ざいました。 平成24年５ 月ですけれど も、ま
だ米国は商用化で はなくて実証 ということで ありますが、 その放出弁 が水素脆化の 関係で
耐圧部材が破損に 至って、水素 が全量漏えい して火災して 、近隣住民 に避難命令が 出たと
いうことでござい ます。こうい ったことから 水素脆化に対 する評価が 行われた材料 を適切
に選択、使用していくことがまず基本ということでございます。
11ページ、これ は国内の例で ございますが 、実際に水素 脆化の怖さ を伴う事故な のです
けれども、こ れは94MPaの 高圧水素を入 れた蓄圧器で すが、使用を開始 してからたっ たの８
日間で亀裂が生じ て水素漏えい してしまった というもので す。これは 内部に微小の 傷があ
りまして、そこか ら高圧の水素 を受けて外部 に亀裂が進展 してしまっ たということ でござ
います。
12ページ、これ は昨年10月に 水素を積んだ トレーラーが 火災になっ たというもの です。
これは水素が燃え たわけではな くて、トレー ラーのタイヤ が燃えて、 そこからその トレー
ラー自身が全体的 に燃え広がっ た。通常こう いう状態だと 、水素の容 器が破裂する おそれ
があるわけですが 、今回は水素 の安全弁、容 器に付いてい る安全弁が 作動して、無 事に破
裂の発生は回避す ることができ ましたが、実 際に実存する 水素トレー ラーの２台あ ったう
ちの１台はこうい うことになっ てしまってい る状況で、そ ういう意味 で、まだ始ま ったば
かりということが まず言いたい ことでござい ます。あと、 安全にやっ ていけば大事 故は防
げるということであります。
14ページ、FCCJ の要望に関す る全体的な部 分ですが、ま ず私たちが 考えている基 本的な
スタンスは一番上 の四角ですけ れども、燃料 電池自動車と か水素スタ ンドの安全な 本格的
普及に向けて、コ スト削減の観 点からも安全 性を確認しな がら規制面 で重点的に支 援して
いきますという基 本的なスタン スであります 。それで４つ のコメント が全体的なも のとし
て挙げられます。
まず、高圧ガス 保安法の基準 というのは、 基本、性能規 定化を図っ ておりまして 、事業
者が性能規定を満 たすものとし て、ある程度 自由度を上げ た形で措置 が採れるよう に法律
上はなっておりま す。したがっ て、今回の要 望の内容の多 くは性能規 定をさらに具 体化し
た例示基準という もので、それ に対するもの が多いのが現 状でありま す。実際に技 術基準
に適合するかどう かというのは ３つの方法で 申請すること が可能で、 例示基準に適 合させ
るという方法が（ⅰ）、（ⅱ ）として は、KHKに よる事前評価 書を添付す る。（ ⅲ）は 、そ
の安全性を立証する規格とか試験データの添付という形になります。
２つ目ですけれ ども、今回、 規制措置を緩 和するという 御要望も入 っております が、こ
れについては、あ る種、その保 安のレベルを 低下すること にもつなが るので、保安 のレベ
ルを低下しないよ うにカバーす る代替措置が 求められるわ けなのです が、その代替 措置に
ついて安全性を確 認して、問題 がなければ規 制措置の整備 は可能では ないかと考え ており
ます。
３つ目ですが、 技術開発中の ものが提案の 中に入ってお りますが、 技術開発中の ものに
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ついては安全性の 評価が未了だ ということで 、あらかじめ その審査結 果を示すこと は困難
だなというのが我々の認識です。
４つ目ですが、 これは角度の 違う話なので すけれども、 これから普 及段階に入っ たこと
を踏まえていきま すと、政府に よる個別の要 望対応がこれ までの中心 でしたが、安 全性を
踏まえた規格を業 界が中心にな って整備して 、それを基準 に取り入れ るという方法 、ここ
で言う①（ⅲ）の ようなやり方 があるわけで す。実際にこ の分野は、 日本が商用化 で水素
スタンド、自動車 は先行してお りまして、こ ういった規格 をつくって 、世界市場を 狙って
いくことが期待で きるわけでご ざいます。例 えば、燃料電 池自動車の 容器について は、現
に国際標準化に向 けて日本がリ ードして、安 全性の議論を 実施して、 それを既に我 々の基
準とかに取り入れるということをやっております。
次に、具体的な ところですが 、16ページ。 まずType2の 蓄圧器の使用 の関係なので すが、
まず昨年11月に団 体の要望を踏 まえまして 、これま でのType1に 加えてType3 、Type4 の設置
を可能といたしま した。今回、新たにTyp e2の容器を設 置する要望 がありました ので、これ
を認める内容に改 正する方向で 検討していき たいと思いま す。ただし 、現状では技 術開発
中と認識してございます。
２つ目ですが、 蓄圧器の基準 を定めている 特定則につき ましては、 容器のタイプ をまず
限定していませんので、現状でも申請が可能です。
３つ目、申 請者の利便 性のための技 術文書 、これはKHKと いう高圧ガ ス保安協会が 策定し
ている場合があります。技術文書がなくても申請はできます。
KHKが策定する、若しくは業界で整備することもできるという認識で ございます。
17ページ、蓄圧 器の製造に関 する規制の見 直しの御提案 なのですけ れども、まず 、これ
につきましては複 数の案件に対 応できる包括 申請の仕組み がありまし て、現に効率 的な検
査対応をしてござ います。各工程 について検 査をするとい う部分につき ましても、例 えば、
複数の容器を並行 して一度に各 種工程を検査 することにつ いては現に やっておりま して、
柔軟な対応をしているところであります。
また、今回 の複合容器 の蓄圧器につ いては 、80MPaといっ た極めて過 酷な使用環境 に耐え
ないといけないと いうことと、 まだ商品化に 成功したばか りの最先端 の状況である という
ことで、一般的な ものではござ いません。ま た、生産台数 も少なくて 一品一品ある 種手づ
くりです。大量生 産品ではござ いません。し たがって、品 質を確保し ていくという 観点か
ら、先ほどの蓄圧 器の事故にあ りましたよう に、これは品 質を確保す ることが重要 である
という認識でございます。
各製造プロセス の工程が一個 一個進んだ後 に、後から検 査をしたり 、設置をして しまっ
た後に検査すると いうのは安全 性の確認が実 際には難しい 。容器の周 りに繊維をぐ るぐる
巻いた後に、巻く 前のものを見 ることが難し いということ が例として 挙げられます 。とい
うことで、工程ご との検査を省 略することは 難しいのです が、実際に は検査の簡素 化、２
台目以降はスピードアップとか、そういうものも現にやってございます 。
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また、４つ目として、検 査待ちにつき ましても、検査を 行うKHKは水 素ステーショ ン対応
のために特別なサ ポート体制を 構築して対応 しておりまし て、ここの 部分について は最小
化を図るのに柔軟な対応をしているところでございます。
18ページ、海外 の規格材料及 び同等材とい うところなの ですけれど も、現状、水 素スタ
ンドに対応した海 外規格はござ いません。高 圧の水素の使 用環境に対 応し、水素脆 化など
の評価がされてい ないことから 、現状の海外 の規格品であ ることをも って、そのま ま安全
の確認ができたと いうことには ならないのが 現状です。む しろ日本の 方が進んでい る分野
になっています。
一方で、２つ目 にありますよ うに、性能規 定化してござ いますので 、海外の規格 品の使
用は禁止してございません。
３つ目ですが、 そういった観 点で我が国は 世界をリード しているわ けなのですが 、材料
の評価を行って、 そのデータを 共有しており ますので、あ る種、海外 の規格材料に ついて
も、それが大丈夫 かというとこ ろの比較を含 めて、国費に よる安全性 の評価の仕組 みとい
うものがございま す。これまで 、鋼種、使用 温度・圧力の 拡大を５件 、例示基準に 追加し
てございますし、こ ういった仕組 みを活用し ていくことが できるのでは ないかと思い ます。
ただ、現状ですが 、先ほどASME の話がありま したけれども 、ASMEのあ る材料につい ては、
JISとの比較を業界 の方で既にや っていて 、ほぼ一緒 だというこ とが分かりま したので 、そ
れを比較した結果 、この紙を添 付していただ ければそれで 安全性は確 認できたとい うこと
がございます。一 方で、ENの先 ほどお示しい ただいた規格 については 、もっと包含 的な規
格になってございまして、比較ができるような規格ではないのかなと思 っておりま す。
19ページのセル フ充填のとこ ろなのですけ れども、現行 法上、その 高圧ガスの充 填は許
可を受ける必要が あるのですが 、実際の充填 の行為者につ いては規定 しておりませ ん。そ
のため、許可を受 けた事業者に よってその責 任の所在の解 釈を明確化 して、許可を 受けた
事業所の下で充填 できる仕組み をつくってい くことで、法 改正しなく ても実現可能 と考え
ております。事業 所の管理下で ドライバーが 使用すること を可能とす るようなハー ド面、
ソフト面の安全対策を、業界とともに検討していきたいと考えておりま す。
３つ目ですが、 海外ではまだ 商用スタンド は存在してお りませんが 、実際には保 安教育
を念頭にICカード 、暗証番号を 付与する例な どがございま す。実際に そこはガソリ ンと違
って、まずノズル を入れた後に 圧力を高めて 、入れ終わっ た後に今度 は圧力を抜い て、そ
の後、抜けること を確認して抜 いていくわけ ですが、少し 特殊性のあ るノズルの操 作にな
ってきますので、ある程度、使い方の教育などが必要になってきます。
また、既に業界 団体でセルフ 充填の課題に ついてはいろ いろ検討し てございます ので、
こういった課題とともに検討していきたいということでございます。
20ページは簡単 にコメントさ せていただけ ればと思うの ですが、実 際に保安検査 、定期
自主検査の周期緩 和なのですが 、実際に天然 ガスとかLPガ ススタンド でも１年に１ 回やっ
ていますし、ただ 、業界が言っ ているように ３週間とかそ ういう数字 の休業ではな くて、
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１日から２日程度というのが実際のところでございます。
21ページ、距離 規制の見直し の部分なので すが、ガソリ ン並みにし てほしいとい う話な
のですけれども、 ガソリンと水 素はそもそも 液体か気体の 違いとか、 水素の場合は 超高圧
であるということ で、代替措置 なしで同等の 距離とするこ とは難しい と考えており ます。
実際にガソリンの 場合、燃えて も横方向の広 がりは少ない ですが、水 素の場合、高 圧ガス
ということで非常 に伸びていき ます。また、現 行法令上でも 代替措置は 認めておりま して、
障壁等を設置することによって都市部の狭小地でも設置は可能となって ございます 。
最後の２枚に関 しましては、 もう少し細か いところにな ってきます ので、今後、 事務的
に調整をさせてい ただきますけ れども、コメ ントは御一読 いただけま すと有り難い と思い
ます。
以上です。
○大崎座長

どうもありがとうございました。

それでは、ただ いまの御説明 について、委 員、専門委員 の皆様から 御質問、御意 見があ
ればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
私から１点よろ しいですか。 基本的に経済 産業省として も水素社会 、水素のさら なる活
用に向けていろい ろ検討してい ただいている ことは非常に よく分かっ たのですが、 １点だ
け気になったのが 、14ページの ②で規制措置 を緩和するた めには低下 する保安レベ ルをカ
バーする代替措置 が求められま すというふう に断言してお られるので すが、こうい うこと
を言う前提は、現 在の規制措置 は要するに完 璧なものであ ることが前 提になってい ると思
うのです。つまり 、現在のもの を少しでも緩 めると保安レ ベルは低下 するのだから 、そこ
を埋めなければい けない。逆に 言うと、今、 十分過ぎるも のだったら 特段の代替措 置なし
に下げても良いは ずなのですが 、そういうこ とはないとい う前提で語 っておられる ように
思うのですが、そ の点について は逆にFCCJさ んはどういう 認識か、も し御意見があ れば伺
いたい。
○FCCJ

なかなか お答えするの は難しいので すけれども、 基本的には 冒頭に矢島室 長がお

っしゃっていたと おり、今まで 数多くの規制 見直しに対応 していただ いています。 その規
制見直しがどうさ れてきたかと いうと、むや みやたら、業 界が要望し ているからこ うなり
ますということで はなくて、私 どもからいろ いろな安全性 に関わるデ ータでしたり 、基準
の見直し案などを 作成した上で 、それを規制 側で審議いた だいて、今 までの17件の 規制見
直しができてきたという位置付けにはあります。
ただ、例えば、 先ほども例示 でございまし たけれども、 高圧ガス保 安法は禁止し ている
のではなくて、道 筋は全部用意 しているとい うような、こ れは事前評 価なりそうい った方
策での話ですが、 制度的にはそ うなのですけ れども、例え ば、事業者 から見ると作 業量が
どうしても多くな るとか、そう いった実態も ございますの で、そうい う点では相互 に先ほ
どの話ではないで すけれども、 安全度を落と すことなく制 度的なもの を実効的なも のにし
ていただきたいで すねというの が、私どもの 要望の基本で はあります 。直接の御回 答には
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なっていないです が、過剰か過 剰ではないか というのはな かなか難し い議論でござ います
ので、あと、水素 はまだ始まっ たばかりです ので、事故が あっては全 部を潰してし まうと
いう意識では業界もやっております。
○大崎座長

いかがでしょうか。

○安念委員

保安 室の資料の16 スライドです 。これはFCCJ さんに伺い たいのですが 、下半

分の本要望に関す るコメントと いうところを 読むと 、Type2も認 める方向であ る。そ の認め
るというのはどう いう意味で認 めるかという と、要するに 一般則の世 界の中で認め る、そ
の枠組みの中で認 めるつもりで ある。それか ら、特定則の 中では既に 性能基準にな ってい
て、別に仕様で決 め打ちしてい るわけではな いので、現在 でも認めて います。そう いうこ
とのようですが、 そうだとする と、FCCJさん の御要望はほ ぼ満たされ たと考えてよ ろしい
のでしょうか。そ れとも、そう ではなくて我 々は素人だか ら分からな いことがある という
ことなのでしょうか。どうでしょうか。
○FCCJ

制度的に はある技術文 書をつくって 、それを例え ばKHK様にお 出しして審議 いただ

いて認められれば 使えるのです が、その技術 文書をつくる というとこ ろが大変な作 業量が
ある。私ども で考えてお りますのは 、どこか でも表記があ りましたけれ ども、例えば 、NEDO
さんですとか、そ ういったもの の事業の中で 技術基準案の 作成をやら せていただい て、そ
れに、例えば１年 、２年掛けて 、そういった ものを踏まえ て規制側に 投げていくこ とを考
えております。
○安念委員

しか し、今までもKH Kが言わば自 前プロジェク トだけで技 術文書とか規 制をつ

くってきたわけで はなくて、む しろ業界主導 で、それはNE DOのナショ ナルプロジェ クトを
使う場合もあるし 、業界のいわ ば手金でなさ った場合もあ ると思うの ですが、そう いうも
のでいろいろ実績 をお積みにな って、その上 でKHKでも技術 文書なり何 なりの形に言 わば成
果物として結実す るということ が、今までも 少なからずあ ったのでは ないかと思う のです
が、そうではありませんか。
○FCCJ

ございま した。ですか ら、例えば、 Type2につき ましてはType 2に対する技 術文書

というのは現存し ておりません ので、それに 対する技術文 書をつくっ た上で使用を 認めて
いただけるように なれば、ステ ーションのコ ストも下がる という考え で、ですから 基本的
な流れとしては今までと同様と考えております。
○大崎座長

そこ は逆に経産省 としては何か コメントはご ざいますか 。技術文書を 保安協

会としてつくることについて。
○経済産業省（矢島室長 ） 技術 文書に関し ては、ガ イドライン 的なものなの で、あ る種、
業界で整備しても良いものなのです。それをKHKがつくることももちろ んできます。
○安念委員

そう だと私は思う のです。だか ら技術文書と いう名前か どうかはとも かく、

評価は誰かがしな ければならず 、その結果に ついて報告す る評価書は 誰かがつくら ないと
いけないわけです 。問題は、む しろ誰が誰の お金でつくる かというこ との方が決定 的なの
であって、誰のク レジットでつ くるかという のは恐らく二 次的な問題 なのではない かと思
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うのです。率直に言っ て、KHKに大した金 はないわけだ から、どこかか ら金を取って やらな
ければいけない。 そうだとする と、もし私の 申し上げてい る認識がそ んなに誤りで ないの
であれば、今日の お話は経産省 さんと業界の 間で余り隔た りはないよ うに聞こえる のです
けれども、どんなものなのでしょう。
○FCCJ

さほどないと考えております。

○岡議長

このTyp e2は既にでき ているわけ ですか。それとも 、まだア イデア段階な のです

か。
○FCCJ

欧米では実際に使われているものはあります。

○岡議長
○FCCJ

日本では。
日本では 一部のメーカ ーさんがプロ トタイプまで つくられて いるかどうか は分か

りませんけれども、設計は終えられているような段階だと認識していま す。
○岡議長

実際に プロトタイプ を作れば、そ の過程でそれ に関わる技 術データが当 然出て

きますね。それをもっ てKHKに提示す るというこ とで、日本国とし て、大変戦略的な 分野で
すから、そのプロ トタイプをつ くるときに関 わるいろいろ なコストを 、例えば、ど こかが
援助するとか、そ ういうことを 求めていく部 分はあるのか もしれない けれども、少 なくと
もそれをつくらないことには始まらないなと思うのです。
○FCCJ

ですから 、プロトタイ プと言います か、最終製品 の完成に向 けて技術開発 的な支

援も来年度から始 めていただく ようなお願い はさせていた だいており ます。そのも のの開
発と合わせて基準 の整備も並行 して進めると いうお願いを させていた だいているわ けです。
○岡議長

同じ方向を向いているということですね。

○大崎座長
○佐久間委員

他にございますか。どうぞ。
御説明ありがとうございます。

FCCJさんの資料 で言うと11ペ ージなのです が、この規格 材料、同等 材の例示基準 への追
加という、この要 望というのは 正に水素に関 連してという ことなので すが、高圧ガ スのい
わゆるコンベンシ ョナルなもの についても、 同じような規 制体系にな っているので しょう
か。つまり、こう いう例示基準 があるという ことになって いるのでし ょうか。つま り、水
素自動車用でない 水素の高圧ガ ス設備、普通 の工場等々に あるものに ついても同じ ような
規定ぶりになって いるので、こ こで修正する ということは 、そういう 一般の高圧ガ スの設
備も修正されるの か。それは別 にそういうこ とではなくて 、水素自動 車用のものに ついて
の議論ということなのでしょうか。
○経済産業省（矢 島室長）

ま ず水素用の規 格はないとい うことで、 このうちのA63 8とい

う規格について、JI SのG4311と比 較した表は 業界の方でつ くっているも のがございま して、
ほぼ同等というこ とは確認でき ています。た だし、ENの方 は少し違う のではないか という
ことです。
○大崎座長

他にございますか。

しかしあれです ね。いずれにし ても、そんな に大きな隔た りがあると は思えません ので、
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まず私どもとして は恐らくFCCJ さんに本日の 経済産業省さ んの資料を よく精査して いただ
いて、これで何か 改めて検討す るべき点があ るかどうかと いうのを御 指摘いただく という
のが、一つの進め 方かなという 気がいたしま すが、これは いずれにし ても今後引き 続き検
討していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします 。
他に、どうぞ。
○岡議長

今の規 格のところな のですけれど も、JISのG43 11に相当す るのはASMEのA 638と

いうことなのです が、この分野 は日本の方が 進んでいるわ けです。ア メリカの機器 メーカ
ーのものを採用し たいというの は、向こうの 物の方が良い からという よりも、どち らかと
いうとコストの観 点でアメリカ のものを使い たい。ところ が、アメリ カの機器はASM E規格
になっているから容易に採用されない。こういう現状の認識でよろしい ですか。
○FCCJ

主にはそうでございます。

○岡議長
○FCCJ

そうですか。そうしたら、向こうも売りたいわけですね。
そうです。

○岡議長

そうし たら、機器のサプラ イヤーに 、JISで規定 されている ものをカバー するよ

うな素材を使った機器にしてくれと要求することはいかがなのですか。
○FCCJ

要求する ことは可能で すが、向こうでJI S材を手配す るということ で、その分、コ

ストが上がるということはございます。
○岡議長

私が言 っているのは 、JIS材とい うことではな くて、JISの 規格をカバー するよ

うな材料をASMEの 規格で作って ください。あ なたの材料は JISのG4311 が全部カバー してい
ます。しかし、規 格はASMEのA63 8で良いわけ です。そうい うことを求 めていくとい うこと
なのです。
というのはなぜ かというと、 この業界は日 本が先行して いる部分が あるので、こ の材料
については、JISの G4311をグロ ーバルスタン ダードにする という考え 方もあるので はない
かという思いがし たものですか ら。ASMEの規 格でも使える ようにして くれというの は一つ
のアプローチなの だけれども、機 器メーカー にJISの規格を 満足する材 料で作ってく れとい
うことを求めてい ったらどうな のかと思いま す。それで値 段が上がって しまうのだっ たら、
日本の国産を使った方が安いよねということになるわけです。
○FCCJ

そこは 微妙な とこ ろでご ざいま して 、先生 おっし ゃった よう にJIS同 等材 のASME

なりENを使えとい うことも１つ の手ではあり ますけれども 、それは向 こうのものを そっく
りそのまま持って くるというよ うな、比較に おいてはコス ト高になり ます。だから いろい
ろな、どこのところを目指すかということがあるのでしょうけれども。
○岡議長

佐久間 さんの前で言 うのもなんで すが、我々の 会社がアメ リカで鉄鋼製 品を売

るときに、ほとん どアメリカの 規格で日本メ ーカーさんが 作ったもの を持っていっ たので
す。APIにしてもASMEにしても何にしても、JISの規格では売れなかった のです。
今度は発想を変え て、日本がリ ードしている 分野があるの だったら、JI SのG4311を グロ
ーバルスタンダー ドにするとい うことも、皆 さんのお仕事 でないのかも しれないけれ ども、
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考えるべきではないかと思います。
○大崎座長

では 、よろしいで すか。どうも ありがとうご ざいました 。この点につ いては

引き続き、まだ他 の項目を細か くやることな んかも含めて 今後またや っていきます ので、
よろしくお願いをいたします。
それでは、発表者の方の交代をお願いいたします。
（FCCJ、経済産業省関係者退室）
（公正取引委員会関係者入室）
○大崎座長

それ では、引き続 きまして、流 通・取引慣行 ガイドライ ンの見直しの 議題に

移りたいと存じま す。本件は昨 年６月に閣議 決定されたも のでござい まして、本会 議にお
いて重点的フォロ ーアップ事項 の一つとして 選定されたこ とを踏まえ まして、現在 の対応
状況について公正取引委員会から御説明を伺いたいと存じます。
それでは、よろしくお願いいたします。
○公正取引委員会 （田辺課長）

公正取引委 員会の取引企 画課長をし ております田 辺でご

ざいます。よろしくお願いいたします。
座って御説明をさせていただきます。
本日は流通・取 引慣行に関す る独占禁止法 上の指針、い わゆるガイ ドラインでご ざいま
すが、この見直し についての規 制改革会議の 答申に対する フォローア ップ状況とい うこと
で御説明させていただきます。
お手元の資料３ は、公正取引 委員会提出資 料ということ でございま すが、これに 基づき
まして現在の状況について御説明いたします。
ガイドラインに つきましては 、一部改正案 を作成いたし まして、現 在、意見募集 中とい
うことでございま す。２月５日 にパブリック コメントに付 しておりま す。お手元の 資料３
は新聞発表文でご ざいますが、 ここの冒頭に ありますよう に、平成３ 年の流通・取 引慣行
ガイドラインの策 定・公表の後 、規制改革会 議での答申を 受けまして 閣議決定がさ れたと
いうことで、閣議 決定におきま す記載事項に ついて、具体 的には流通 ・取引慣行ガ イドラ
インの第２部の第 １と第２が該 当部分になり ますが、これ につきまし て明確化を行 うため
の改正案を作成し 、公表したと いうことで、 現在、意見を 募集してい るということ でござ
います。
それから、規制 改革実施計画 において平成 26年度検討開 始というこ とになってお ります
けれども、別途セ ーフ・ハーバ ーに関する基 準、要件につ いて検討を 開始している ところ
でございます。
中身について新 旧対照表とい う形で別紙で 付けておりま すので、通 しページでい きます
と、５ページからな のですけれど も、簡単に内 容を御紹介さ せていただ きたいと思い ます。
５ページは新旧 対照表でござ います。今回 、閣議決定の 中で特に明 確化が求めら れてい
る事項ということ で、垂直的制 限行為につい ての考え方と いうことで ございますが 、ここ
の下の方に書いて ありますけれ ども、流通分 野において公 正かつ自由 な競争が促進 される
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ためには、各流通段 階において公 正かつ自由 な競争が促進 される必要が あるというこ とで、
メーカー間の競争 と流通業者間 の競争のいず れか一方が確 保されてい れば、他方が 減少・
消滅しても実現できるというものではないという考え方を示しておりま す。
その中で具体的 に垂直的制限 行為というこ とで、今回の 明確化した 事項について 定義づ
けておりますけれ ども、メーカ ーが小売業者 などの流通業 者の販売価 格、取扱商品 、販売
地域、取引先など の制限を行う 行為につきま しては、これ は競争に様 々な影響を及 ぼすこ
とを述べた上で、 競争に影響を 及ぼす場合で あっても、競 争阻害効果 が生じること もあれ
ば、競争を促進す る効果を生じ ることもある ということで 、これは規 制改革会議の 答申に
沿った形で、競争促進効果が生じることもあることを述べさせていただ いておりま す。
その上で、垂直 的制限行為に 係る適法・違 法性判断基準 について示 してございま すけれ
ども、まず適法・ 違法性判断基 準についての 考え方といた しましては 、垂直的制限 行為が
公正な競争を阻害 するおそれが あるかどうか ということで 見るわけで すが、次の事 項を総
合的に考慮して判 断するという ことで、７ペ ージに①〜⑤ で項目を掲 げております 。この
判断に当たりまし ては、先ほど 述べましたよ うな競争を促 進する効果 も考慮するこ とを、
今回、ガイドラインの中に盛り込んだということでございます。
７ページの①〜 ⑤につきまし ては、現行の ガイドライン の考え方、考 慮事項を整理 して、
ここの中に盛り込 んでおります ので、何か特 段極めて新し い考え方を 盛り込んだと いうこ
とではないのです けれども、垂 直的制限行為 におきまして 問題がある かどうか、問 題がな
いかどうかについ ては、こうし た考慮要素を 総合的に判断 いたします ということで ござい
ます。
今回のガイドラ イン改正に当 たって１つ目 の目玉となっ ております のが、垂直的 制限行
為によって競争促 進効果が生じ 得るというこ となのですけ れども、具 体的にどんな ことが
例として考えられるかというものを幾つか述べてございます。
これにつきまし ては、欧州委 員会のガイド ラインなどを 参考につく っておるとこ ろでご
ざいますけれども 、簡単に御紹 介しますと、 ７ページ（２ ）アはいわ ゆるフリーラ イダー
問題の解消という ことですが、 流通業者が他 の流通業者の 行う販売前 のいろいろな 販促活
動にただ乗りして 商品を販売す ることができ る場合がある 。そういう 場合に販売促 進活動
をやるインセンテ ィブがなくな ってしまいま して、結果的 に消費者が必 要な情報、使 い方、
そういったものに ついて十分な 提供ができな くなって、そ の商品自体 の販売が特に 新商品
とかそういうこと になりますけ れども、でき なくなってし まう。そう いう問題が生 じるこ
とがあるというこ とで、それは フリーライダ ー問題という ふうに称し ております。 そうい
った問題を解決す るに当たって 、縦の制限と いうか垂直的 な制限とい うものが有効 になる
ことがあるということでございます。
ただ、フリーラ イダー問題が 起きやすい条 件ということ で、この中 で幾つか示し ており
ますけれども、一 つは消費者の 商品に対する 情報が極めて 限定的であ るということ で、典
型的には全くの新 規の商品とか 、技術的に複 雑な商品につ いては事前 の販売促進活 動とい
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うか、事前の説明 とか、そうい ったものがな いと消費者は 買っていい ものかどうか 分から
ないという問題。 もう一つは購 入費用節約効 果が大きいと いうことで 、あるお店で 商品の
説明を受けても、 そこで買うの を一旦ためら って、他のお 店で買う。 どこが一番安 いのか
を一生懸命買い回 るというだけ のものである 必要があると いうことで 、いろいろ条 件があ
るわけですけれど も、こういっ た条件が満た されてフリー ライダー問 題が解消でき ないと
いうときに、メー カーが一定の 地域を一流通 業者に割り当 てることが 有効なことが ござい
ますということを述べております。
２つ目としまし て、９ページ のイというと ころですけれ ども、これ はメーカーが 自分の
新商品が高品質だ ということで 売り出そうと いうときに、高品質な商品 だけを扱って いる、
典型的には百貨店 なんかをイメ ージしており ますが、百貨 店のどこど こ店限定とい うよう
な販売方法を採る ことが、新し い商品を市場 で一定のブラ ンドを確保 しつつ、売る ことに
ついて意味があるということでございます。
３番目、ウとし まして、これ は新商品を発 売するための 専用設備の 設置というこ とです
けれども、例えば 、かつての画 期的な家電商 品で4Kテレビ とか、非常 に性能の高い ものに
ついて実体験をし てもらった上 で買った方が 良いというと きに、その 実体験を小売 店でや
ってもらうために 、小売店に専 用の設備が必 要になってく るという場 合に、実際に 体験を
そのお店でしてい ながら、別の そういう設備 のないところ で買うこと があると、新 商品が
逆になかなか売れ なくなってし まうこともあ りますので、 そういう場 合に一定の地 域を一
流通業者に割り当てることなどが有効なことがあるということでござい ます。
４つ目がエのと ころでござい ますけれども 、これはいわ ゆる選択的 流通、後に述 べます
ものの典型ですが 、ブランドイ メージを高め るために、販 売のための 方法、サービ スの提
供方法等につきま して標準化し まして、それ によってブラ ンドイメー ジを保つとい うこと
で、販売方法につ いて一定の基 準を設けて制 限を掛けるこ とで、小売 業者にいろい ろな義
務を課すことが有効なことがあるということでございます。
こういった競争 促進効果があ り得る場合を 考えつつ、（ ３）のとこ ろで一般論と して考
え方を述べており ますけれども 、非価格制限 行為、価格の 制限を直接 行わないもの につい
ては、新規参入者 や既存の競争 者にとって代 替的な流通経 路を確保で きないおそれ がある
場合ですとか、価 格が維持され るおそれがあ る場合に当た らない限り は、通常は問 題ない
ということを述べております。
これに対して、 再販売価格維 持行為、価格 制限行為の典 型でござい ますけれども 、これ
については、通常 、競争阻害行 為が大きいこ とに配慮する 必要がある というのが基 本的な
考え方でございます。
続きまして、再 販売価格維持 行為でござい ますけれども 、11ページ のところに書 いてご
ざいますが、一般 論といたしま して、再販売 価格の拘束と いうのは流 通業者の価格 競争を
減少・消滅させるので、通常、非 価格制限行為 よりも競争阻 害効果が大 きいというこ とで、
正当な理由がなけ れば違法で、 法律上もそう なっているわ けですけれ ども、換言す ればと
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いうことですが、 再販売価格の 拘束を行って も正当な理由 があれば例 外的に違法と ならな
いということでございます。
正当な理由の例 としては（２ ）に載せてお りますが、再 販売価格の 拘束によって 、実際
に競争促進効果が 生じてブラン ド間競争が促 進される。そ れによって 商品の需要が 増えて
消費者利益の増進 が図られる場 合。もう一つ の条件として 、再販売価 格の拘束以外 のより
競争阻害的でない 他の方法によ っては生じ得 ないという場 合には、正 当な理由とい うこと
で認められるだろ うという考え 方を新たに明 確にしており ます。実際 に先ほど申し 上げま
したようなフリー ライダーの解 消が必要な場 合ということ で、再販の 拘束以外に他 の競争
制限的でない方法 がないという 場合には正当 な理由が認め られ得ると いうことで、 例示を
掲げてございます。
飛ばしまして13 ページのとこ ろでございま すけれども、 13ページに 流通調査とい うとこ
ろで、特にその業 界からの御要 望が強かった 流通調査を行 うことにつ いて、それ自 体は問
題がないんだとい うことを明確 にしてほしい 、ガイドライ ンの中で明 確にしてほし いとい
うことでございま したので、ガ イドラインの 中に流通調査 という項目 を設けまして 、メー
カーが単に自社の 商品を取り扱 う流通業者の 実際の販売価 格等につき まして調査を 行うこ
とは、メーカーが 示した価格で 販売しない場 合に経済上の 不利益を課 すとか、課す 旨を通
知させる等の販売 価格の制限を 伴わない限り は、通常、問 題とならな いということ で明確
にしてございます 。これは再販 売価格維持行 為のところに 書いており ますけれども 、この
流通調査自体は、 非価格制限行 為というより は、何か制限 を掛けると いう話ではご ざいま
せんので、業界の 心配というの は流通調査を やると再販売 価格維持行 為として問題 になる
のではないかとい うところを御 懸念されてい るということ ですので、再 販売価格維持 行為、
販売価格制限を伴わなければ問題ないですよということをここで明確に してござい ます。
15ページ、注７ で当該商品の 価格が維持さ れるおそれが ある場合と いうところで 、ここ
についての要望の 明確化を図っ たということ ですけれども 、価格が維 持されるおそ れがあ
る場合とは、非価 格制限行為に より流通業者 間の競争が妨 げられる。 それによりま して制
限を受けた流通業 者が、その意 思で価格をあ る程度自由に 左右して、 当該商品の価 格を維
持したり、引き上 げることが自 由にできるよ うな状態をも たらす。そ ういったケー スを想
定しておりまして 、こういった 流通業者が自 由に値上げで きるような 状態をもたら さない
と、そういうおそ れを生じさせ ないというも のにつきまし ては、通常 、価格が維持 される
おそれがある場合とは認められないということで明確にしてございます 。
例えば、地域独 占という形で １地域１流通 業者という制 限を掛けた としても、通 販によ
って他の地域から 購入ができる 、他の地域か らの注文も受 け付けるこ とができる。 そうい
うようなことがあ れば、自由に 価格を上げる ことはなかな か難しいの で、そういっ た競争
圧力も加味した上で、問題になるかならないか判断するということでご ざいます。
いわゆる選択的 流通というこ とでございま すけれども、 16ページに 記載をしてご ざいま
すが、これにつき ましては、欧 州委員会の考 え方、日本の 化粧品に関 する最高裁判 決、こ
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ういったものを参 考にしながら 考え方を示し ております。 選択的流通 の我々なりの 定義と
しましては、メーカ ーが自社の商 品を取り扱 う流通業者に 関して、一定 の基準を設定 する。
その基準を満たす 流通業者に限 定して対象商 品を扱わせる ということ なのですけれ ども、
その場合に登録さ れたというか 、基準を満た す流通業者に 対して同じ 基準を満たす 流通業
者間は別としまし て、基準を満 たさない流通 業者には転売 をしてはい けない。そう いう転
売禁止を盛り込ん だ垂直的制限 行為の一形態 ということで 、選択的流 通というふう に定義
しておりまして、 これの考え方 としましては 、先ほど申し ましたよう な競争促進効 果を生
じる場合があると 記載した上で 、設定される 基準が商品の 品質の保持 ですとか、適 切な仕
様の確保等、消費 者にとっての 利便性の観点 からそれなり の合理的な 理由に基づく と認め
られて、かつ、他 の取扱いを希 望する流通業 者に対しても 同等の基準 が課せられる 、適用
されるという場合 には、例えば 、メーカーが 選択的流通を 採用した結 果、いわゆる 安売り
業者と呼ばれるよ うな特定の安 売り業者がそ の基準を満た さないこと を理由に、そ の商品
を取り扱えないと いう事態にな ったとしても 、それ自体が 、独禁法上 、問題になる ことは
ございませんということを明記しております。
要するに、一つ の基準を設定 して、それに 合う小売業者 だけを選択 しまして、そ この小
売業者さんだけに 商品を取り扱 わせるという 販売方法につ いて、従来 、余り独禁法 上やっ
ていいのかやって いけないのか ということが 明確でなかっ たというこ とかと思われ ますの
で、その点はやっ ても問題ない ということを 明確にさせて いただいた ということで ござい
ます。
大きくはこうい う点について 改正をさせて いただくとい うことでご ざいまして、 ２月５
日にパブリックコ メントを開始 して、３月６ 日までという ことで１か 月間パブリッ クコメ
ントをした上で出 されました意 見を踏まえて 、成案を得て 現行のガイ ドラインの改 正を進
めていきたいと考えておるところでございます。
説明は以上でございます。ありがとうございました。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの説明に ついて、意見 、質問を伺い たいと思い ますが、最初 に私か
ら１点よろしいでしょうか。
基本的には規制 改革会議の答 申あるいはそ れに基づいた 閣議決定の 趣旨に沿った ガイド
ラインの改正案を 作成していた だいたと思っ ておりまして 、それは大 変有り難いこ とだと
思っておるのです が、その上で １点確認した いのですが、 規制改革会 議の答申で強 く言っ
ていたこととして 、ブランド間 の競争という ものが促進さ れるような ことがあれば 、ブラ
ンド内の価格競争 について制限 的効果が若干 生じるとして も、言わば 足し算すれば 競争促
進効果が社会全体 としては増え ているのだか ら良いではな いかという ことを言いた かった
ように思うのです が、実際に今 回のガイドラ イン改正案で も、例えば 、先ほど御説 明いた
だいたいわゆる選 択的流通とい うところでは 、かなり明確 に業者を制 限することが あって
も、通常、問題と はならないと 言っていただ いているので すけれども 、他方、一番 最初の
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垂直的制限行為が 競争に及ぼす 営業について の基本的考え 方を読みま すと、５ペー ジの一
番下の辺りですが 、メーカー間 の競争と流通 業者間の競争 のいずれか 一方が確保さ れてい
れば、他方が減少 ・消滅したと しても実現で きるというも のではない と書いてあっ て、あ
たかもブランド内 競争が減少、 消滅は極端か もしれないで すけれども 、減少したら 、ブラ
ンド間競争が確保 されていても 、それだけで は十分ではな いんだと言 っているよう にも読
めるので、そこは 非常に気にな っているので すが、この辺 は必ずしも 規制改革会議 答申と
取引委員会の今回の改正案で齟齬はないということだと理解してよろし いでしょう か。
○公正取引委員会 （田辺課長）

今の御質問 に関しまして は、ブラン ド間競争が確 保され

ていれば、ブラン ド内競争がな くなってもと いうか、制限 されても問 題にならない ことが
あるのではないか という問題提 起が今回され たということ で、今回、 私どもで考え ていた
のは垂直的制限行 為にも競争促 進効果はあり 得るんですと いうことで 、それはブラ ンド間
競争を促進すると いうことがあ り得る。そう いう中で、そ れも考慮し て適法か違法 かを判
断しますというの がこのガイド ラインの改正 の柱になって ございまし て、座長御指 摘の５
〜６ページ目の部 分につきまし ては、確かに メーカー間の 競争と流通 業者間の競争 、一方
だけでは駄目なん だというよう なことで書い てございます けれども、 これは特にブ ランド
内競争を制限した ら一切まかり ならぬという ことを言って いる趣旨で はなくて、ブ ランド
間競争も大事だけ れども、公取 としてはブラ ンド内競争を 全く無視す るということ ではご
ざいませんという ことを述べて いるにとどま ることでござ いまして、 もしブランド 内競争
がある程度行われ ている、小売 業者間で競争 が行われてい る、その特 定ブランドに ついて
小売業者間で競争 が行われると いうことであ れば、それは 公正取引委 員会としては 小売業
者間の競争もきち んと確保する ことを念頭に 置いて、合法 、違法を判 断いたします という
ことでございまし て、全体の考 え方としては 規制改革会議 でおっしゃ ったようなブ ランド
間競争が促進され るような垂直 的制限行為で あれば、垂直 的制限行為 によってブラ ンド内
競争が多少制限さ れるものであ っても問題に ならないこと はありますと いうことを、今回、
改正案で述べているということで御理解いただければと思います。
○松村座長代理

一般論として 、ブランド内 競争が確保さ れていれば 、ブランド間 競争は

なくなっても良い ということは 絶対にあり得 ない。したが って、一方が 確保されてい れば、
もう一方はなくて も良いという のは一般論と して正しくな い。一方が 確保されてい れば、
もう一方はゼロで も良いと言っ ているのでは ないというの は、その点 については全 く異論
がありません。
ただ、ブランド 間競争がすご く激しいのに ブランド内競 争も本当に 重要なのかと いう点
に関しては、確か に齟齬がある 。これは相当 根深い問題な ので、今回 のものに完全 に織り
込むのは無理だろ う。そ ういうことだ と理解してい ます。1 00パーセン ト完全に納得 してい
るわけではないけ れども、でも 少なくとも閣 議決定で出て きたものに ついては、か なりの
程度答えていただいたと理解しています。
○安念委員

松村 先生にしては 随分お優しい 御表現だなと 思って伺っ ていたのです けれど
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も、これはほとん ど人生観みた いなものだか ら、おっしゃ るように根 深い問題なの で結論
が出ないと言えば 出ないのだけ れども、やは りこの表記の 仕方はイン ターブランド コンペ
ティションもイン トラブランド コンペティシ ョンも両々相 まって競争 なんだという 思想で
しょうかね。
７ページの改正 案の①、②の 並べ方なんか もそういう印 象ではない か。考え方が 間違っ
ていると言うつも りはありませ ん。私だって 素人なのだか ら。だけれ ども、例えば 、公取
さんの文書の中で ７〜９ページ 辺りに垂直的 制限行為がジ ャスティフ ァイされる、 競争促
進的でもあり得る ことの例示と して幾つか挙 げておられる 。フリーラ イダー問題を 始めと
して挙げておられ る問題は、こ れは主として はメーカーと コンシュー マーの情報の 非対称
というところから 大筋では説明 され得るよう な内容のこと ではなかろ うかと思うの ですが、
そういう説明の仕方は、多分、標準的な産業組織論の知見なのだと思う のです。
一方、そうであ りながらブラ ンド間競争と ブランド内競 争の記述は どうなのです かね。
私はどうも標準的 な産業組織論 の考え方とは 、ちょっと異 質なものが あるような気 がしま
す。私は何も規制 当局が経済学 の学説に従わ なければいけ ないとは思 いません。例 えば、
それは公衆衛生当 局が医学の知 見に従わなく ていいなんて ことはあり 得ないのとは 違うと
思うのです。だけ れども、公取 としてはどう 御認識なので しょうか。 自分たちの見 解とい
うものは標準的な 産業組織論に のっとったも のであるとお 考えなのか 、それはのっ とって
いなくてもこうい うジャスティ フィケーショ ンがあるから のっとらな くても良いん だとい
うお考えなのか、どちらなのですか。
○公正取引委員会 （田辺課長）

直接のお答 えにならない かもしれな いのですが、 非常に

難しい問題という ことで、私ど も今回、国際 先端テストと いう形で他 の国も参考に させて
いただいて、欧州 委員会では極 めて精緻なと いうか、細か いガイドラ インをつくら れてお
りまして、その中 でも欧州委員 会では垂直的 制限行為とい うのは競争 に正の効果と 負の効
果を両方与えるん だということ を述べてござ います。その 競争に与え る負の効果と いうも
のがずらっと書い てあるのです けれども、そ こには明らか にブランド 間競争の制限 、ブラ
ンド内競争の制限 というのも書 いてございま す。というこ とで、EUの 競争当局も少 なくと
も垂直的制限行為 がブランド内 競争を制限す ることがある 。それを防 止しなければ いけな
いということは考えた上で規制を行っております。
アメリカにおき ましても、判 決で多数意見 、少数意見が ありますが 、その中でも 再販売
価格維持行為が競 争促進する効 果もあるのだ けれども、競 争を制限す る効果もある 。ブラ
ンド内競争を制限 する効果もあ る。それを含 めて考えると いうことを 述べた上で規 制を行
っている。そうい うことを踏ま えまして、私 どももブラン ド間競争、 ブランド内競 争どち
らも大事です。た だ、それはブ ランド間競争 と言ってしま うといかに もメーカーだ けの、
メーカー段階での 競争だけの話 のように誤解 されるかもし れないです けれども、小 売り段
階での競争もあり まして、そう いったものも やはり大事だ と考えてい るということ で、ど
ちらが大事なのか というのはな かなか難しい ことかと思う のですが、 ブランド間競 争もブ
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ランド内競争もい ずれも重要な んだというこ とについては 、特に世界 標準から全く 離れて
いるということではないのではないかと考えておるところでございます 。
○安念委員

そうですか。

○川本専門委員

私も大崎座長 と同じ気持ち で、全体とし て先日の議 論を踏まえて 変えら

れていると思うの ですけれども、一 番気になるの が最初の一番 基本的なとこ ろで、「(ブラ
ンド間競争とブラ ンド内競争の) いずれか一 方が確保され ていれば他方 が減少・消滅 したと
しても実現できる ものではない 」と非常に力 強く否定され ている箇所 です。お聴き したい
のは、今の田辺課 長のお考えと しては、垂直 的制限行為で いろいろ例 示があります けれど
も、それをやると ブランド内競 争は制限する ものだという 理解でよろ しいのですか 。それ
が前提とすると、 申し訳ないの ですけれども 、メーカー間 の競争と流 通業者間の競 争いず
れか一方が確保さ れていても、 （他方が「減 少」しても駄 目といって いるので）、 厳密に
言えば、流通業者 間の競争がち ょっと減少し てしまえば駄 目だという ことを言って いるよ
うにも読めるので す。これは一 番の基本のと ころの哲学と しておっし ゃっているの で、ガ
イドライン中、許 容事例につい て他にいろい ろなことを書 いていただ いたのだけれ ども、
最終的な解釈とし ては、「少し でも（競争が ）減少すれば 駄目だ」と いうことにな らない
かと、私は非常に心配なのです。
○公正取引委員会 （田辺課長）

最初の座長 に対するお答 えと同じに なってしまう のです

が、全く川本先生 がおっしゃっ たような趣旨 ではなくて、 正に選択的 流通というの は小売
業者をも選択して 、場合によっ ては１社だけ 、○○百貨店 の○○支店 だけというよ うなこ
とで、他の人がそ れを売りたく ても一切売ら せない。そう いう商法に ついて問題あ りませ
んということを明 記してござい ます。これは ブランド内競 争を明らか に制限してい るとい
うことなのですけ れども、それ を通常問題な いです、こう いう場合に はということ を述べ
てございますので 、この表現に ついてそうい う御懸念があ るかもしれ ませんが、私 どもと
してはブランド内 競争の制限を 、こういうこ とをやっても 問題ないと 考えられるケ ースと
いうことで、正に挙 げているとお り、そこは明 確化させてい ただいたと 考えてござい ます。
そこは表現の問題かもしれません。
○岡議長

川本先 生、この表現 はどういうふ うに変えたら 、その懸念 が薄らぐとい うか、

なくなるのですか。
○川本専門委員

そういう意味 では、最後に 例示として書 いてあるこ とと、最初の 哲学の

ところが矛盾して いるのではな いかと思うし 、今の田辺課 長のおっし ゃったことか らすれ
ば、本来の趣旨は 最後の選択的 流通のところ で書いていた だいている ようなスピリ ットで
一貫しておられる と思うので、 ここの表現は 要らないので はないかと いう感じがす るので
す。
○岡議長

要らない。なくても良い。

○公正取引委員会 （田辺課長）

公正取引委 員会としては 、ブランド 間競争だけあ れば良

いというのではなくて、ブランド内競争も大事ですという趣旨でござい ます。
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○安念委員

そもそも何でブランド内で競争しなければいけないのか。

○公正取引委員会 （田辺課長）

それにつき ましては、ま た、今、パ ブリックコメ ントを

いただいていると ころですので 、それを踏ま えまして成案 を作成して いきたいと考 えてお
ります。
○安念委員

根本 論から違って いて、小姑み たいなことを 申して恐縮 なのですが、 いわゆ

る選択的流通を明 示していただ いたのは大変 有り難いこと です。ただ 、この位置な のです
が、今のガイドラ インの４が流 通業者の取引 先に関する制 限となって いるから、流 通業者
の取引先に関する 制限のある一 形態というか 、一特別事例 というか、 そんな感じで ４の次
に５というふうに位置付けられたということでしょうか。
○公正取引委員会 （田辺課長）

安念先生の 御指摘のとお りで、私ど もとしては取 引先の

制限の一形態で、 取引先を制限 するために質 的な基準とい うか、欧州 委員会ではそ ういう
言い方をしていま すが、取引先 を制限するに 当たって一定 の基準を設 けて、その基 準を満
たした人だけを取 引先とする。 そういうやり 方が問題ない のかという ことが、いわ ゆる選
択的流通というこ とで明確化を 図るべしとい うことで閣議 決定をいた だいていると 認識し
てございます。
○安念委員
○岡議長

分かりました。確認だけです。
是非、 ガイドライン そのものを変 えるような形 で、要する に、考え方を 並列し

ないで一本化して いただきたい とお願いした ことに沿った 対応をして いただいたこ とにつ
いて、感謝したいというか、評価したいと思います。
○大崎座長
○佐久間委員

よろしいでしょうか。
ま ず皆さん言わ れていました ように、平成 ３年以来、 見直されなか ったも

のが見直されたこ とは非常に有 り難いことだ と思っており ます。また 、一つの論点 だった
流通調査について も、記述がし っかり盛り込 まれたという 点。やはり 自由にするん だとい
う感じがいたしております。感謝を申し上げます。
ただ、冒頭の最 初のところは 、これは例え ばということ なのですが 、メーカー間 の競争
と流通業者間の競 争のいずれか 一方が確保さ れていれば、 他方が消滅 したとしても 実現で
きるというもので はないという のであればま だ分かるので すが、減少 というものが 入って
いるところが、下の方と必ずしも一致していないのかなという感じがい たします。
以上です。
○大崎座長

あと 、変なことを 言えば、流通 業者間の競争 というもの が価格競争で ないよ

うな、非価格競争 であって、そ れがブランド 内競争と言え るんだとい うことが明確 に伝わ
ってくると、非常 にある意味垂 直的制限行為 をやろうとす る人にとっ てはやりやす いのだ
ろうなという感じ はするのです けれども、そ こらは今後あ れですかね 。実務でだん だん明
確化してくるということなのでしょうか。
○公正取引委員会 （田辺課長）

正に今まで 事業者の方々 が、こうい った行為につ いて萎

縮してと言います か、なかなか 踏み込んでで きなかったこ とが、今後 、このガイド ライン
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でいろいろなこと ができるよう になってくる と、相談も含 め、事例も 含め、だんだ ん蓄積
されてくると思い ますので、そ ういった実際 の事例等も積 み重ねがあ れば、またそ れを踏
まえてどんどんブラッシュアップしていきたいと思ってございます。
○久保利専門委員

しつこいよ うですけれど も、ブラッシ ュアップも 良いのですが 、ガイ

ドラインが非常に 曖昧なので、 なかなかそれ をベースに動 けないとい うのがそもそ ものこ
れの起こりだった ので、そうす るとちょっと 減少しても文 句を言われ るのかなと思 うと、
やはりまた踏み切 れないと言わ れると、我々 は何のために 一生懸命や ってきたのか という
ことにもなるし、 逆に田辺さん もせっかく苦 労してつくっ たのに、ま だこれでも駄 目だと
言われて、一つ一 つの具体的事 実を見ながら 考えましょう というので は本意ではな いでし
ょう。むしろ書き 方の問題とし て、ちょっと でも減少した らいけない みたいなふう に読め
るところをうまく 書き換えるこ とはできない のでしょうか 。そこが書 き換えられれ ば、多
分、クリアに分かるのではないかという気がいたします。
○公正取引委員会 （田辺課長）

そこは正に 今、パブリッ クコメント にかけている 中で、

これからいろいろ 意見も出てく ると思います 。本日、各先 生方から減 少というとこ ろまで
書くと誤解という か、後で言っ ていることと ちょっととい う御意見な ので、それも 含めて
委員会でも議論した上で、成案はつくっていきたいと思います。
○大崎座長

それ では、この件 については随 分私どもも長 くやってき ておりますの で、今

後のパブリックコメントへの対応等も注視してまだ見ていきたいなと思 っておりま す。
もう一つ、これ は単純な念押 しですけれど も、資料３で も明記して おられますが 、例の
セーフ・ハーバー です。これは 平成26年度検 討開始となっ ておりまし て、平成26年 度も割
と大詰めに近づい ている時期で ございますの で、検討を開 始していた だけるのだろ うと思
うのですけれども 、その辺につ いて最後に一 言、御説明を いただけれ ばと思うので すが、
どんな日程感覚でいらっしゃいますか。
○公正取引委員会 （田辺課長）

セーフ・ハ ーバーにつき ましては、 平成26年度内 措置の

部分と切り離して いるというこ とで、平成26 年度内措置に ついて２月 ５日にパブリ ックコ
メントをかけさせていただいた。その後に内部的に既に検討を開始して おります。
具体的な内容と しましては、 過去の垂直的 制限の独占禁 止法違反事 例とか、実際 の裁判
例というものを分 析しまして、 それで実際に どのぐらいの シェアとい うか、市場を どうい
うふうに取ってい て、どういう シェアだった のかというこ とをまず整 理分析すると いうこ
とで、特に外に何か アクションを 取っている というよりは、内部の作業 を始めており ます。
また来年度以降、 さらに外に向 かっての調査 等も含めてい ろいろ検討 を進めていき たいと
考えてございます。
○大崎座長

それ では、どうも お忙しいとこ ろありがとう ございまし た。本件につ いては

このくらいにさせていただきます。
（公正取引委員会関係者退室）
○大崎座長

それ では、最後に 民法債権法の 見直しについ てです。こ れに関しては 事務局
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から御説明をお願いいたします。
○佐久間参事官

それでは、御説明したいと思います。

本件につきまし ては、昨年５ 月及び７月、 当時の創業・ IT等ワーキ ング・グルー プにお
きましてヒアリン グ等を行って まいりました 。その後、昨 年８月26日 の法制審議会 の民法
部会により、要綱 仮案が公表さ れたわけです けれども、こ れにつきま して産業界か らは約
款規制に係る論点 について問題 提起がされて 、本年１月26 日の投資・ 促進等ワーキ ング・
グループにおきま しては、法務 省をお呼びし て約款規制を 中心にお話 をいただき、 議論を
したところでござ います。その 後、２月10日 の法制審議会 民法部会に おきまして要 綱案が
取りまとめられま した。同部会 において審議 されました資 料を、参考 資料として机 上に配
付させていただいております。
法制審議会の民 法部会におい ては、産業界 を代表する委 員を含めた 出席者の全員 一致を
もって決議するこ とを慣行とし ておりまして 、そのことか ら我々事務局 といたしまし ても、
本要綱案において は総じて産業 界の実務に重 大な混乱をも たらすよう な規制はなく なった
と理解しております。
今後、要綱案に つきましては 、２月24日の 法制審議会総 会において 答申として承 認され
まして、その後、 同答申の内容 が盛り込まれ た民法改正法 案が今期の 通常国会に提 出され
る予定であると聞いております。
以上、御報告でございます。
○大崎座長

ありがとうございました。

この件について何か御質問、御意見ございますか。
○安念委員

今、 佐久間さんが おっしゃった とおりで、要 綱について ほめるところ がある

とすれば、産業界 に大きな混乱 をもたらさな い、大きな害 にはならな いというのが 唯一の
ほめどころだとい うことで、そ んな改正を何 のためにする のか、依然 として全く分 からな
い。全く分からな い。確かに法 定利率を５パ ーセントから 変動相場制 にするのは良 いです
よ。だけれども、 それは個々に 対応すれば良 いのであって 、新しい学 説に基づいて 一貫し
た体系にするとい うのは学者に とっては良い かもしれない けれども、 世の中にとっ て何の
得にもなりはしな い。それは、 今更言っても 愚痴になるか ら良いけれ ども、佐久間 さんの
おっしゃるとおり。
○大崎座長

よろしいですかね。

○安念委員

よくないという点でよろしいです。

○大崎座長

それ では、本日の議 論はこのく らいにさせて いただきたい と思います。皆様、

本当に長時間ありがとうございました。
事務局から今後の予定等について何かあれば。
○佐久間参事官

次回の日程に つきましては 、また追って 事務局から 御連絡差し上 げます

ので、よろしくお願いいたします。
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