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資料５ 



鹿島石油 253 

三菱化学 471 

東燃ｾﾞﾈﾗﾙ石油   268 
東亜石油          70 

東燃化学        491 
ＪＸエネルギー     404 

昭和四日市石油  255 
コスモ石油      132 
 東ソー          493 

東燃ｾﾞﾈﾗﾙ石油    156 
コスモ石油         100 
大阪国際石油精製 115 

三井化学        455 
（大阪石化）  

ＪＸエネルギー     380 

三菱化学      431 
旭化成ケミカルズ 443 

出光興産 623 

大 分 
石油 １３６ 

石化 ６１５ 

川 崎 
石油 ３３８ 

石化 ８９５ 

四日市 
石油 ３８７ 

石化 ４９３ 

千 葉 
石油 ７３５ 

石化 ２４７７ 

鹿 島 
石油 ２５３ 

石化 ４７１ 

出所：石精は石油資源エネルギー庁（2014年4月末）、石化は石油化学工業協会（2012年末）データベースを2014年7月時点で見直し 

石油 

知 多 

出光興産      175 
ＪＸエネルギー （石化） 

堺・泉北 
石油 ３７１ 

石化 ４５５ 

水 島 
石油 ３８０ 

石化 ８７４ 

１７５ 

石油精製設備能力（千BD）     
         （コンビナート地区   

石油化学設備能力（千ﾄﾝ/年)  
       （エチレン装置） 

ＪＸエネルギー  136 

注：鹿島・ＪＸエネルギー（水島）には、コンデンセートスプリッターの処理能力を含む。  ＪＸエネルギー：ＪＸ日鉱日石エネルギー 

我が国の石油コンビナート 

出光興産   220 
コスモ石油 220 
極東石油   152 
富士石油   143 

出光興産   374 
丸善石化  480 
京葉ｴﾁﾚﾝ    690 
三井化学  553  
住友化学  380 

3,947 
2,775） 
6,903 

昭和電工 615 

石化 

周南 
６２３ 
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コンビナートの構造 
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石油コンビナートは製造業の最も川上に位置 
我が国のエネルギー供給と製造業の根幹 

原油の受け入れから燃料油製造（石油精製） 

エチレンセンターを介して、ナフサから基礎化学品を製造
（石油精製・石油化学） 

基礎化学品から、各種部材、機能性化学品を製造（石油化
学から各種化学関連産業へ） 
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2030年においても石油は一時エネルギーの30％程度を
供給する、わが国のエネルギーセキュリティを確保の要 
自動車はじめ、様々な産業へ原料、部材を供給 
化学のみならず、エネルギー供給、日本のものづくり産業
の要 



将来（2030年）の石油コンビナート 
当面喫緊の課題は、国際海事機関（IMO）のSOx規制強化
によるバンカーC重油対策 

 

 その後にかなりの確度で予測されるのは、 
◦燃料油需要 
◦エチレン生産量の減少 
の２重苦 
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石油コンビナートを囲む厳しい環境 

設備の統廃合による縮小均衡は不可避 
 
燃料油需要の低下   
人口減、省エネルギー、民需の電化、自動車への急速な電
池の導入  
ただし、国民生活にとって悪いことばかりとは限らない 
 
エチレンセンターの稼働率低下 
海外の大規模エチレンセンターの稼働 
シェールオイル、シェールガスの影響 
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燃料油需要の将来予測 
  実績 予測（減少量小ケース） 予測（減少量大ケース） 

年度 2004 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

ガソリン 
（2004年比 ％） 

61.5 57.7 54.9 52.6 57.1 49.1 35.5 
  94 89 86 93 80 58 

軽油 
（2004年比％） 

38.2 34.0 32.4 31.0 33.5 29.5 24.0 
  89 85 81 88 77 64 

灯油 
（2004年比％） 

28.0 26.0 22.4 19.1 23.8 18.2 14.0 
  93 80 68 85 65 50 

A重油 
（2004年比 ％） 

29.1 26.0 23.1 22.0 23.1 18.7 16.9 
  89 79 76 79 64 58 

一般C重油 
（2004年比 ％） 

17.2 15.1 13.3 11.8 13.6 11.3 9.3 
  88 77 68 79 65 54 

電力用C重油 
（2004年比 ％） 

9.4 6.0 4.5 3.3 4.1 2.4 1.5 
  65 46 35 43 26 16 

C重油計 
（2004年比 ％） 

26.6 21.1 17.8 15.0 17.6 13.7 10.8 
  80 67 57 66 52 41 

合計 
（2004年比 ％） 

183.3 164.8 150.5 139.8 155.1 129.2 101.1 
  90 82 76 85 70 55 

（単位：百万KL）出所：(財）石油産業活性化センター「石油産業の経営基盤強化のためのロードマップ策定に関する調査報告書」より作成  

JXエネルギーのHPより 

最大ケースで需
要はおよそ半分 

省エネルギー 
人口減少 
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エチレンセンターの現状と将来予測 

 2030年までに、エチレン生産能力半減の可能性 
◦ 世界同時不況以来の内需低迷、国際的なコ

スト競争力低下（海外の大型エチレンセン
ター、シェールガスの影響） 

 ①全国8地域のコンビナートに、ナフサクラッカー
を14基保有。エチレン生産能力は720万トン／年、
2012年の国内生産量は610万トンまで減少。 

 ②2016年までに2基のナフサクラッカーが停止。
生産能力は640万トン／年まで縮小。 

 ③エチレン生産量2020年では470万トンまで、
2030年では310万トンまで減少する可能性。 
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石油化学産業の市場構造に関する調査報告（産業競争力強化法第 50 条に基づく調査報告） 平成２６年 １１ 月７日より 



2030年のさらに向こう側を見据えて何をすべきか 

 国内製油所の国際競争力強化 

  
◦ 過剰精製設備の解消による需要に見合った生産
体制の構築 

◦ 統合運営による設備最適化 
◦ 石油精製と石油化学の垂直統合によるコンビナー
トおよび産業構造の最適化 
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• 国際競争力強化とは 
•    国内製油所の国際競争力強化 
•    海外に売れる技術としての国際競争力強化 

重要だが
消極的 

今後の石油精製業、すなわちエネルギー供給を担う 
次世代の人材育成のためには、不十分 



最先端技術の開発の重要性 
 国内コンビナート事業の縮小均衡は不可避 
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国内コンビナートの縮小均衡は最先端技術の開発・実現による国際競争
力があってこそ可能 
 
海外に売れる技術であってこそ、開発投資の意義 
（国内のみで使える技術的対応は効果が小さい、あるいは効果の寿命が短い) 

解は： 
国内コンビナートを最先端・新技術の発信基地に 
新技術をグローバルに事業展開 
 
短期・中期の現業は、国民生活（経済・雇用）の維持発展 
研究開発は、未来を作る仕事 
石油分野の研究人材育成は「瀕死」の状況、国からの投資が不可欠 



将来の石油コンビナート 
ロバストな燃料･化学品の生産体制の構築 
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革新的技術の創生と徹底活用による石油コンビナートの刷新

自動車

医薬等

現在の石油精製は 
 
燃料油の需要、エチレンセンターの稼
働率（ナフサの需要）、化学品需要の
バランスをとりながらコンビナートを運
転 
 
将来は 
 
原油の重質化に対応しつつ、これら3
つの需要の変化にロバストに対応可
能であり、最大限の省エネ、コストミニ
マムで生産可能なコンビナートへ 



2030年を目指した技術開発 
石油コンビナートの構造を根本的に革新する技術開発 
 
◦ 残油処理能力の向上 

◦ 脱硫技術はわが国の技術的強み 
◦ 石油のノーブルユース 

◦ 石油化学品等得率の向上 
◦ エネルギー効率の向上 
◦ 設備稼働率を支える稼動信頼性（設備保全）の向上 

 
◦ キーワードは、反応･分離･システムの革新 

 
◦ これらを支える人材育成、産学官連携によるオープンイノ
ベーションの仕組みづくり 
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残油処理能力の向上 
C重油（残油）成分に富む、安価で入手可能な重質原油の処理技術
開発必須 

より低質な重油の高度処理は、石油コンビナート
と石油精製企業の未来を切り開く技術の根幹 
国内石油コンビナートの競争力強化 燃料油、ノーブルユース 
海外展開を可能とする技術の創生                

C重油処理プロセス   
 高付加価値製品への転換技術 
 ガソリン、灯軽油の獲得 
 RFCC, FCC技術の深化 

 これまでのわが国の強みを生かした環境対応技術 
 脱硫技術 

 高度運転管理技術   腐食対応,安全管理  

 （ビックデータ等の積極活用）   
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石油のノーブルユース 
（石油化学品等得率の向上） 
 

 石油のノーブルユース（エチレン、プロピレン、ブテ
ン、芳香族炭化水素製造）による高付加価値化 

  
 ーRFCC、FCCの高度化、積極的活用 

 ーエチレンセンターを経由せず、石油精製プロセスからの
基礎化学品製造 

 ー原油からの化学品の直接製造：Crude to Chemicals 
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CRUDE OIL-TO-CHEMICALS 
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SAUDI ARAMCO と SABIC がCRUDE OIL-TO-
CHEMICALS COMPLEX のサウジでのFSに合意 
28 Jun 2016 
 
https://www.sabic.com/me/en/newsandmediarelations/news/2016/all/20160628-Saudi-
Aramco-and-SABIC-Sign-Heads-of-Agreement 
http://www.ogj.com/articles/2016/06/aramco-sabic-plan-joint-study-for-crude-to-
chemicals-complex.html 

原油から全量高付加価値の化学品を作る革新的技術開発の潮流 

PEP Report 29J 
EXXONがシンガポールにおいて原油の水蒸気分解から直
接化学品を製造 
Dec 2015 
https://www.ihs.com/products/chemical-technology-pep-steam-cracking-crude-oil-29j.html 



エネルギー効率の向上 
 

エネルギー利用のボトルネックとなるエネルギー多消費型プロセス

（化学装置）を置き換え可能な、新プロセスの創生 
例：新規膜分離プロセス等製品分離工程の革新 

革新的省エネルギープロセスを取り込んだコンビナート内の熱と物質
流れ（利用）の徹底的効率化 
新しいプロセス工学技術（プロセスシミュレーション技術） 
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Seven chemical separations to change the world  
Sholl, D. S.; Lively, R. P. , Nature, vol 532, pg 435, 2016  
 

Seven Chemical Separations 
 
• 原油からの炭化水素分離 
• 海水からのウラン回収 
• アルカンとアルケンの分離 
• 希薄系排ガスからの温室効果ガス分離 
• 鉱石からのレアアースの分離 
• 芳香族炭化水素同士の分離 
• 水からの微量有害成分分離 

膜分離による
大規模省エ
ネ可能 

膜分離プロセスは 
世界的関心の的だが、 
研究開発事業化ともに
わが国が先導 

http://apps.webofknowledge.com.ez.wul.waseda.ac.jp/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=P1ZKrgR5wUTDBogXK85&page=1&doc=10


分離膜の研究開発状況 
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膜の種類 製造メーカー 

ゼオライト膜 
三井造船マシナリー（日）、日立造船（日）、三菱化学（日）、日本ガイシ（日）、明電舎（日）、日本特殊
陶業（日)、SEPINO（日）、Inocermic GmbH (独)、Hyflux（シンガポール） 、大連理工大学（中)南京工
業大学（中） 

シリカ膜 ノリタケ（日）、日本ガイシ（日）、eSep（日）、PERVATECH（蘭）  

炭素膜 日本ガイシ（日）、NOK（日） 

ナノサイズの孔をもつ無機物質を材料とする分離膜技術開発はわが国が先導 

Ethanol/W ater
Ethanol

Zeolite M embrane

Supporting  Tube (Ceram ics)

Water

Ethanol

Water

（Pressurized Feed)

（Vacuum )

バイオエタノールの膜による脱水精製の原理 

管状分離膜の実例 

モジュールへの膜
の組み込み作業 

実用モジュール 



原油に含まれる炭化水素の形状と膜の透過度 
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最も小さく見える方向から見た長径と短径 / nm 

直鎖アルカン (0.45 x 0.40 nm) 

1分岐アルカン(0.56 x 0.45)・ベンゼン環 (0.66 x 0.33) 

C6ナフテン環 (0.66 x 0.50) ・o,m-xylene(0.73 x 0.39) ・多分岐アルカン(0.62 x 0.59) 

炭素数が異なる透過水素の透過度を重量ベースの透過度で比較 

10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4

n-hexane
n-decane
n-cetane

2-methylpentane
benzene
toluene

p-xylene
n-butylbenzene

cyclohexane
tetralin

o-xylene
m-xylene

2,2-dimethylbutane

permeance / g m-2 s-1 Pa-1

 

permeance ≒ 1.5 x 10-5 g m-2 s-1 Pa-1  

permeance ≒ 1 x 10-6 g m-2 s-1 Pa-1  

permeance ≒ 1 x 10-8 g m-2 s-1 Pa-1  

分子の形状によって透過度が決まる、 
まったく新規な分離プロセスへ 

C.E. Webster et al., J. Am. Chem. Soc., 120 (1998) 5509-5516. 



まとめ 
 国内の縮小均衡に対応しつつ、海外に大きく展開可能な革新的技術
開発が必要 

 原油の重質化に対応しつつ、燃料油の需要、エチレンセンターの稼働
率（ナフサの需要）、化学品需要のバランスの変化にロバストに対応可
能であり、最大限の省エネ、コストミニマムで生産可能なコンビナート
への革新 

 国内製油所を技術の発信基地へ 

 海外向けには、シェールガス･オイル、石炭由来の化学品製造にも他
応可能な技術へ 

 研究人材育成、オープンイノベーションの実現が必須（研究人材を抱
えるより、自由な研究開発が行える構造への、研究開発の仕組み自
身の革新） 
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