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○２０３０年においても、石油は我が国一次エネルギー供給の３割以上を占

める重要なエネルギー源と位置付けられている。  

出典：「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（努力継続ケース） 平成２１年８月 資源エネルギー庁 

我が国における一次エネルギー供給構成
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○我が国の石油製品の需要は、省エネ・燃料転換の進展等により、急激

なスピードで減少。今後も構造的な減少が見込まれる。 
 

○特に、これまで主力のガソリンの需要減少が重要な課題。 
 

（単位：千ＫＬ） 
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15年合計 

ガソリン ▲1.2% ▲16.3% 

ナフサ ▲0.5% ▲7.3% 

ジェット燃料 ＋0.5% ＋6.7% 

灯油 ▲3.6% ▲50.1% 

軽油 ▲2.3% ▲32.6% 

重油 ▲4.8% ▲67.6% 

全体 ▲2.4% ▲33.9% 



●「エネルギー基本計画」（平成２２年６月）抜粋 
・第３章 第２節 自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現 

1．再生可能エネルギーの導入拡大 
（１）目指すべき姿 

再生可能エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策、エネルギー自給率向上、エネルギー源多
様化、環境関連産業育成等の観点から重要である。今後、2020年までに一次エネルギー供給に
占める再生可能エネルギーの割合について10％に達することを目指す。 
バイオ燃料については、LCAでの温室効果ガス削減効果等の持続可能性基準を導入し、同基準
を踏まえ、十分な温室効果ガス削減効果や安定供給、経済性の確保を前提に、2020 年に全国の
ガソリンの３％相当以上の導入を目指す。さらに、セルロース、藻類等の次世代バイオ燃料の技術
を確立することにより、2030 年に最大限の導入拡大を目指す。 

3．化石燃料の高度利用 
（２）石油の高度利用 
①目指すべき姿 

原油の重質化や国内石油製品需要の白油化等に対応しつつ、石油の有効な利用を促進するた
め、石油残渣等の高度利用の取組を推進する。 

②具体的な取組 
 新興国を中心とした世界的な石油需要の増加、原油の重質化・石油需要の白油化等、石油を
めぐる諸情勢を踏まえ、抜本的な重質油分解能力の向上を図る。また、各コンビナートの特長を
活かした連携を支援し、石油精製と石油化学等の異業種との戦略的連携支援を通じ、国際競争
力・経営基盤を強化する。さらに、低品位な石油留分から付加価値の高い石油留分を製造する技
術や、重質油やオイルサンド等非在来型原油の利用性を高めるための技術等、革新的な石油精
製技術の開発を実施する。これらに加えて、石油の高度利用に必要な設備の運転管理の改善
（触媒等）や石油残渣ガス化複合発電（IGCC）の導入を促進する。 
水素エネルギー社会を見据え、石油から安定・安価な水素製造を可能とするため、高品質・高効
率の水素製造技術の開発やCCS と組み合わせて、CO2 排出量をほぼゼロとするための検討を
促進する。 

1.1．施策の目的・政策的位置付け 
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1.1．施策の目的・政策的位置付け 

出所：「技術戦略マップ２０１０」（2010年6月）経済産業省 

○技術戦略マップ２０１０（２０１０

年６月）において、「エネルギー

分野」の「①総合エネルギー効

率の向上、⑤化石燃料の安定

供給確保と有効かつクリーン

な利用」において、「石油精製

プロセス」、「コンビナート高度

統合化技術」として導入シナリ

オが示されている。 
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ボトムアップ 

事業（PRJ） 事業目標 概要 

技術（国の事業） 
（Technology ） 

トップダウン 
必要とされる施策 

（Market） 
市場ニーズ 
（背景） 

施策 目標 

石油精製業を中心とする石油コンビ
ナート全体の横断的かつ高度な運営機
能の融合を図り、単独企業のみでは達
成困難なコンビナート域内の省資源、
省エネルギーの向上を進めるため、異
業種異企業間における限りある貴重な
エネルギー資源の利用効率の高い生
産技術に関し技術の開発・実証を行う。 

非在来型原油を含めた重質油を原料と
して、製油所におけるﾎﾞﾄﾑﾚｽ、余剰とな
る分解留分の高付加価値等のためのﾌﾟ
ﾛｾｽや触媒技術等の開発を行う。また、
次世代の技術ｼｰｽﾞ創出のため、これま
での技術とは異なる発想により我が国
唯一の革新的な新規触媒研究、新規膜
分技術研究、新規製造ﾌﾟﾛｾｽ研究等を

産官学の連携等により実施する。 

石油精製高度機能 
融合技術 

開発費補助金 
（補助） 

（H18~H21） 

革新的 
次世代石油精製等 

技術開発 
（補助） 

（H19~H23） 

重質油等高度対応 
処理技術開発 

（補助） 
（H23~H27） 

石油精製工程において、低品位留分及
び超重質油を分子レベルで反応制御す
ることにより、重質油高度分解プロセス
及び分解軽油の高付加価値化プロセ

スの技術開発を支援する。 

•NEDO 「水素貯蔵材料先端基盤研究事業（Hydro☆Star）」にて水素貯蔵･回収技術に関わる事業を実施。 

副次的な課題 本施策の事業として着手されていない課題 

コンビナート連携により、石油精製業を中心
とする分解重油設備、水素回収設備等連携
設備の効果的設置による拡大融合を即死す
ることで製油所の競争力を強化すると共に、
石油資源の有効活用を図り原油処理量を減

らす。 

ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ連携石油安定供給 
対策事業費補助金 

（補助） 
（H21~H25） 

精製機能の集約により経営基盤を強
化する事業者に対し、費用補助を行う。 

精製機能集約強化 
事業（補助）（H22~H25） 

バイオマス燃料から製造した石油製品が自動車排
出ガスに及ぼす影響、新たな自動車燃焼技術（自着
火燃焼（着火までに燃料と空気を十分に混合し、そ
の混合気体を点火プラグの使用なしで圧縮すること
により着火させる燃焼法でＮＯｘ排出低減、熱効率が
高い等の利点がある））に適応した燃料に関する技
術開発を実施する。また、建設機械、発電機等のオ
フロードエンジンの排ガスによる環境負荷低減や石
油燃焼機器の効率的な利用を進めるための技術開

発を実施する。 

石油燃料次世代 
環境対策技術開発 

（補助） 
（H14~H23） 

•国土交通省 「バイオマス燃料対応自動車開発促進事業」にてバイオマス燃料利用の実証試験を実施。 

超低硫黄軽油の低廉かつ安定的な供
給体制を整備するため、関連設備建設

に関わる費用を補助する。 

超低硫黄軽油導入促進 
事業費補助金（補助） 

（H13~H29） 

自動車排出ガスが大気環境に与える
影響を高精度に予測する次世代大気
モデルの構築を行う。これを元に、大気
環境基準化の動きに対応し将来の大
気推計を実施することで、政策に資す

るﾃﾞｰﾀを提供する。 

次世代大気環境 
改善効果分析委託費 

（委託） 
（H22~H23） 

石油精製・利用技術や環境安全対策
に関する情報を収集するとともに今後
の環境安全対策のあり方や方向性に
ついて検討を行う。潤滑油製造事業者
の事業環境を整備するために、品質・
認証、規格・標準、人材育成に関する
事業を実施する。潤滑油類及び使用
済み潤滑油における環境対応及び環
境負荷低減等に関する課題について、

環境対策の方法を明らかにする。 

石油環境対策基等 
整備事業 
（補助） 

（H14~H23） 

水蒸気改質触媒の 
低コスト化 

膜材料の低コスト化 

膜性能の向上 

脱硫性能の 
向上 

新燃料技術（HCCI等） 
対応の利用可能化 

高濃度バイオマス 
利用可能化 

高濃度合成燃料・非在来型
石油留分利用可能化 

超低硫黄軽油の製造装置
の導入拡大 

排ガスの影響を予測する次
世代大気モデルの構築 

環境対応型石油関連調査 

潤滑油製造業近代化 

潤滑油環境対策 

石油関連情報センター 
整備 

石油産業安全基盤整備 

実現上の課題 
（Function） 

オフサイト型 
水素製造技術の確立 

オンサイト型 
水素製造技術の確立 

製油所での水素製造技術の
確立 

製油所からｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞまで
の輸送技術の確立 

オンボード型 
水素製造技術の確立 

灯油からの 
水素製造技術 

灯油以外の石油製品からの
水素製造技術 

製造効率の向上 

製造コストの低減 

貯蔵・回収装置の 
材料コスト低減 

貯蔵・回収効率の向上 
輸送媒体技術の確立 

（輸送媒体として有機ﾊｲﾄﾞﾗｲ
ﾄﾞを利用） 

脱硫技術 

ナフサからの 
水素製造技術 

ナフサ以外からの 
水素製造技術 

改質技術 

改質装置の小型化 

改質効率の向上 

脱硫レベル向上 

貯蔵・回収装置の小型化 

改質装置の 
材料コスト低減 

クリーン石油燃料 
利用法の確立 

石油燃料利用に関する情報
把握・共有 調査の実施 

情報共有基盤の確立 

石油の利用や環境への影響
に関する調査の実施 

石油の利用や安全に関する
情報の共有 

石油燃料利用の 
影響の予測・対策 

大気汚染状況の 
予測技術 

石油燃料製造業 
の競争力向上 

人材育成 

制度・標準の 
競争力向上 

品質・認証の 
レベル向上 

大気状態の 
予測可能化 

既存石油燃料 
の改善 

新燃料 
利用法の確立 CO2削減 

燃料多様化促進 

NOx・PM等 
排出ガス低減 

燃焼効率向上 

アンチノック 
性能向上 

クリーン性向上 

クリーン燃料化 

合成燃料・非在来型 
石油留分利用可能化 

低炭素・高効率化 

低硫黄化 

その他大気汚染物質の 
低減 

不完全燃焼の低減 

石油・石化原料統合 
効率生産技術の確立 

副生産物・水素統合 
精製高度化技術の確立 
ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ原料多様化 
最適供給技術の確立 

残さ油等の 
高度分解プロセス 

重質油接触分解技術 

超重質油分精製・分解技術 

低品位石油留分 
転換技術プロセス 

分解重油設備・水素回収設
備等連携設備の設置 

精製設備の集約 

重質油高度分解・有用化技
術 

精製効率の向上 

石油精製、石油化学の統合
化による利用効率向上 

残さ油の分解効率向上 

設備効率改善による 
精製効率向上 精製設備の効率改善 

石油精製設備の 
利用効率向上 

原油資源の多様化 超重質油の利用 

精製プロセス改良による 
精製効率向上 

精製設備の利用効率向上 

原油重質化への対応 

低品位留分の転換・有用化 

超重質油の品質規格適合 

超重質油分解可能化 

超重質油の我が国での 
利用促進 

脱硫能力の向上 

副次的な課題 

分解油の転換による 
効率向上 

競
合 

競
合 品質、組成の把握による 

効率向上 
超重質油の高度処理 

プロセス 

石油は、その長所として豊富な水素供
給余力と安価な水素製造技術及び全
国に展開した災害に強いガソリンスタ
ンドを保有している。これら石油の長所
を活かした水素供給システムの確立に
より、水素社会の早期実現に貢献する
ものである。本事業では、製油所から
の高純度水素供給技術開発とガソリン
スタンドを拠点とする高純度水素製造

技術開発を実施する。 

将来型燃料 
高度利用技術開発 

（補助） 
（H20~H22） 

高効率水素製造等 
技術開発 
（補助） 

（H23~H25） 

製油所内の既存装置から製造される
水素を効率的に活用し、その純度を燃

料電池自動車に必要な高純度
（99.99%）にまで高める製造プロセス
を開発・実証することを支援する。 

脱水素触媒の性能向上 

水素回収装置熱効率向上 

重質油等高度対応処理 
技術開発委託事業 

（委託） 
（H23~H27） 

石油成分の精密分析・ 
構造解析技術 

反応・分離挙動 
シミュレーション技術 

石油精製プロセスにおける反応装置等
の革新的な最適化に向け、分子レベル
での詳細構造解析結果をもとに石油成
分の反応や分離挙動等をコンピュータ
によりシミュレーションするペトロリオミク

ス技術開発を実施する。 

1.2．施策の構造 
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1.4．評価 

座長 

委員 

 
内山 洋司   
    筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 
 
小川 芳樹   
    東洋大学大学院経済学研究科 教授 
 
小野崎 正樹  
    財団法人エネルギー総合工学研究所  
          プロジェクト試験研究部 部長 
 
堂免 一成     
    東京大学大学院工学系研究科 教授 
 

（１）評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

石油精製・利用技術関連分野に係る技術に関する施策・事業評価検討会  

菊地 英一 
      早稲田大学理工学術院応用化学科 教授 
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（２）総合評価（コメント） 

 広範で多様な領域の事業テーマを相当に緻密に掘り下げ段階を追って具体的
に考えている点は高く評価できる。また、難しい問題を抱えるそれぞれの実施プ
ロジェクトで具体的な目標設定を全体と個別要素技術に対して行い、その結果と
して「達成」と判断できる多くの成果を上げている点も評価できる。また、石油精
製業は我が国の化石燃料安定供給とその利用における重大な役割を担ってお
り、本事業にあって、国の支援の元、技術開発を積極的に推進し、その成果を
波及し、競争力を向上していくことが極めて重要である。 
 
 なお、技術開発とエネルギー安定供給との関係では、国際的展開（資源獲得
の手段としての技術の活用）も視野に入れるべきである。また、エネルギー産業
として、入口にあっては、石炭、天然ガスなどの原料も視野に入れつつ、出口に
あっては化学産業とのインテグレーションを含めて取り組むべきである。 
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（３）提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○石油はこれからもわが国の主要なエネル
ギー源、化学原料であるが、原油の重質化、
重油需要の減少、石油製品需要の白油化な
ど顕著な需要構造の変化が現実のものと
なっている。このような状況の下、方向性
を明確にして、限られた資金を革新的精製
技術、高付加価値製品の製造技術など、よ
り効率的な石油の利用に特化した技術開発
に集中的に配分することが望まれる。 

 

○また、技術戦略を検討していく際には、日
本の技術が国際標準となる可能性や課題、
海外を視野に入れた技術の事業化等を検討
するべきである。 

 ○化石燃料の安定的な供給及び化石燃料の有
効かつクリーンな利用という施策の下、多
様な原油資源の活用技術、石油製品の効率
的な生産技術、及び効率的かつクリーンな
燃料利用方法の開発という目標の実現に向
けて、引き続き集中的に取り組んでいると
ころである。 

 

○石油精製に係る技術開発については、我が
国コンビナートの地理的・歴史的特徴を十
分に踏まえつつも、産油国との共同研究に
より開発された基礎技術を活用した革新的
次世代石油精製等技術開発事業の例等も鑑
み、海外も視野に入れて取り組んでいると
ころである。 

 

 

         

 

 



Ａ．革新的次世代石油精製等技術開発 

（平成21年度 第３０回評価小委員会において中間評価実施済み） 
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１－Ａ．革新的次世代石油精製等技術開発事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

我が国のエネルギーセキュリティ向上に資するため、重質油からガソリンや石油化学原
料を得る技術等、製油所の高度化のための革新的な石油精製技術を開発することによ
り、重質油およびオイルサンド等非在来型原油の有効活用を図る。また、次世代の革
新的な新規製造プロセス技術等を創製するため、基盤的な研究開発を実施する。 

平成１９ 年度～平成２３ 年度 （５年間） 

１０４億円 
（平成１９年度：２３億円 平成２０年度：４０億円 平成２１年度：４２億円） 

財団法人石油産業活性化センター 
 
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 

技術企画部長  豊岡義行 
執行役員 研究開発企画部長 吉田正寛 
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 【事業の目的】 

本技術開発事業では重質油から付加価値の高いガソリンや石油
化学原料を得る技術等、製油所の高度化のための革新的な石油
精製技術を開発することにより、重質油及びオイルサンド等非在来
型原油の有効活用を図ることを目的としている。 
本事業は、原油輸入の中東依存、今後見込まれる重油の需要減

退や原油の重質化といった課題に対応し、多様な原油処理、より少
量の原油から必要な石油製品の精製を可能にするもので、我が国
産業や国民生活に対する経済的効果、エネルギーセキュリティ確保、
さらには温室効果ガス削減に寄与するものである。 

 
 

２ －Ａ．事業の目的・政策的位置付け（１／２） 
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 【政策的位置付け】 
 平成２２年６月に取りまとめた「技術戦略マップ２０１０」の「エネルギー分野」で設定
された５つの政策目標のうち「⑤化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな利

用」において下図のとおり導入シナリオが示されている。  
 

２ －Ａ．事業の目的・政策的位置付け（２／２） 
 

 

化
石
燃
料
の
安
定
供
給
確
保
と
有
効
利
用
の
促
進 

「化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな利用」に向けた導入シナリオ 
          出典：「技術戦略マップ２０１０」（平成22年6月）経済産業省 
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３－Ａ．目標、成果、目標の達成度 
本事業の目標は重質油を分解して、輸送用燃料を中心とした白油や付加価値の高い石
油化学原料を製造する革新的な石油精製技術を開発することである。 
研究開発は順調に進められ、現時点までに各個別要素技術において当初設定した中間
目標を達成した。 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

現在までの成果 中間目標の
達成度 

(1)重質油対応型高過
酷度流動接触分解
（HS-FCC）技術の開発 

３，０００BPD規模の実証化装置を
設計・建設し、長期連続運転を達成
することにより、商業装置の設計・
運転が可能な技術として確立する。 

３，０００ＢＰＳＤ実証化装置の基
礎検討、基本設計を完了した。 

達成 
 

(2)原油重質化に対応し
た重質油高度分解・有
用化技術の開発 

重質油脱硫能力の飛躍的向上、
FCCの残油混合処理比率増により
重油削減を可能とする重質油高度
分解・有用化技術を開発する。 

直脱、ＦＣＣ装置等の新規分解触
媒を開発し、実験室規模での評
価、性能確認を進めている。 

達成 

(3)超重質油・オイルサ
ンド油等の精製・分解
技術の開発 

オイルサンド合成原油を国内製油
所で５０%混合処理した場合にも我
が国の品質規格（硫黄分、セタン指
数、煙点）を満足する灯軽油を製造
できる技術を確立する 。 

分解軽油のセタン指数向上のた
めの新規触媒開発の目途を得た。 

達成 

(4)革新的精製技術シ－
ズ創製のための研究開
発 

 

重質油を分解して高オクタン価ガソ
リンを製造するＦＣＣ触媒および、高
分解率新規超臨界水熱分解の基
礎技術を開発する。 

新規触媒の要素技術開発推進、
超臨界水熱分解の反応機構の解
明を進めている。 
 

達成 
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４．事業化、波及効果 
 

  

【事業化の見通し】 
 
・重質油対応型高過酷度流動接触分解（HS-FCC）技術の開発においては、本

事業終了後、速やかに商業化装置建設に向けた検討を実施し、早期の事業化
を目指す。 
 
・原油重質化に対応した重質油高度分解・有用化技術の開発においては、開
発触媒の活性評価、安定性評価の結果を踏まえ、実装置への採用、商業化を
目指す。 
 
・超重質油・オイルサンド油等の精製・分解技術の開発で得られた成果は、超
重質油・オイルサンド油等のわが国での処理が開始される時点で直ちに適用
できるよう、経済性も精査しつつ事業化を目指す。 
 
・革新的精製技術シ－ズ創製のための研究開発においては本事業で得られた
研究成果をもとに新たな精製触媒、プロセスへの応用技術や今後の技術開発
のシーズとして発展させ、活用していく。 
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今後も予想される石油価格の高騰、世界
における資源獲得競争の激化等に伴うエ
ネルギー供給不安がもたらす国民経済へ
の影響を緩和し、原油の安定的な確保に
繋がる技術となる。 
より少量の原油から必要な石油製品の精
製を可能にすることにより、温室効果ガス
の削減にも寄与する。 

 
 
 
重質油を分解して、
輸送用燃料を中心
とした白油や付加
価値の高い石油化
学原料を製造する
革新的な石油精製
技術の研究開発を
実施することにより、
オイルサンド等の非
在来型原油や重質
油の利用性を高め、
原油供給源の多様
化することで、我が
国のエネルギーセ
キュリティ向上に大
きく貢献する。 

波及効果 

間接 
アウトカム 

目的達成までのシナリオ 
プロジェクトの目的 

○石油の安定供給確保 
 
○化石燃料の安定的供給と有効かつ
クリーンな利用 

 
 
供給源の多様化、
需要構造変化に対
応し、安定的かつ効
率的な石油製品等
の供給を可能とする
高度な製油所の実
現 

将来像 

プロジェクトの成果目標 

３，０００BPD規模の重質油対
応型高過酷度流動接触分解
（HS-FCC）実証化装置を設
計・建設し、長期連続運転を達
成することにより、商業装置の
設計・運転が可能な技術として
確立する。 

重質油脱硫能力の飛躍的向
上、FCCの残油混合処理比率
増により重油削減を可能とす
る重質油高度分解・有用化技
術を開発する。 

オイルサンド合成原油を国内
製油所で５０%混合処理した場
合にも我が国の品質規格（硫
黄分、セタン指数、煙点）を満
足する灯軽油を製造できる技
術を確立する。 

(1)重質油対応
型高過酷度流
動接触分解
（HS-FCC）技
術の開発 

(2)原油重質
化に対応した 
重質油高度
分解・有用化 
技術の開発 

(3)超重質油・
ｵｲﾙｻﾝﾄﾞ油等
の精製・分解
技術の開発 

［上位施策の目的］ 
 

（参考） プロジェクトのアウトカム（プロジェクトの成果が及ぼす効果等） 

直接アウトカム 
（直接カスタマー） 

     プロジェクト名 

日本から世界に発信する新
規重質油分解技術等の精
製技術シーズを創製する 

(4)革新的精製
技術ｼｰｽﾞ創製
のための研究
開発 

重質油対応型高過酷度流動接
触分解（HS-FCC）実証化装置
の設計・建設・運転研究により、
商業装置の設計・運転のため
の技術を確立する。 

重質油処理能力向上により連
産品である石油製品の需要構
造変化に合わせた柔軟な対応
を可能とする技術を得る。 

重質油処理能力向上により連
産品である石油製品の需要構
造変化に合わせた柔軟な対応
を可能とする技術を得る。 

重質油処理能力向上により連
産品である石油製品の需要構
造変化に合わせた柔軟な対応
を可能とする技術を得る。 

本プロセスはサウジアラビアと
の共同研究により基礎技術が
開発されており、サウジの期待
が大であることから日サ関係
強化に寄与する。 

原油選択幅拡大によりエネル
ギーセキュリティ向上に寄与す
る。 

原油処理量削減により温室効
果ガス削減に寄与する。 

非在来型原油の国内処理を可
能にすることによりエネルギー
セキュリティ向上に大きく貢献す
る。 

産学連携の推進による次世代
の革新的な製造プロセスの創製
に寄与する。 
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【研究開発実施体制】 平成１９，２０年度 

５ －Ａ．研究開発マネジメント・体制等（１／２） 

研究開発実施機関

(財)石油産業活性化センター

（プロジェクトリーダー：技術企画部長）

５研究グループ（１２研究室）

経済産業省　資源エネルギー庁
資源・燃料部　石油精製備蓄課

参加会社
（石油会社、触媒メーカー）

大学、独立行政法人 

参加研究 共同研究

補助金

助言・評価 　技術小委員会
　（分野別に5委員会を設置）
・高過酷度流動接触分解（HS-FCC）技術開発技術小委員会
・重質油高度分解・有用化技術小委員会
・超重質油・オイルサンド等精製・分解技術小委員会
・革新的精製触媒技術小委員会
・革新的超臨界水熱分解技術小委員会



18 

【研究開発実施体制】 平成２１年度以降 

５ －Ａ．研究開発マネジメント・体制等（２／２） 

研究開発実施機関

(財)石油産業活性化センター
（プロジェクトリーダー：技術企画部

長）

４研究グループ（１０研究室）

経済産業省　資源エネルギー庁
資源・燃料部　石油精製備蓄課

参加会社
（石油会社、触媒メーカー）

大学、独立行政法人 

参加研究 共同研究

補助金

助言・評価 　技術小委員会
　（分野別に4委員会を設置）
・重質油高度分解・有用化技術小委員会
・超重質油・オイルサンド等精製・分解技術小委
員会
・革新的精製触媒技術小委員会
・革新的超臨界水熱分解技術小委員会

研究開発実施機関

JX日鉱日石エネルギー㈱
(新日本石油㈱，新日本石油精製㈱)
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６．評価 

座長 

委員 

 
岩間 剛一 
     和光大学経済経営学部経済学科 教授   
 
小野崎 正樹 
       財団法人エネルギー総合工学研究所 
     プロジェクト試験研究部 部長 
 
成瀬 一郎 
      名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻    
      教授 
 
渕野 哲郎 
    東京工業大学大学院理工学研究科 准教授 
 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

菊地 英一 
      早稲田大学理工学術院応用化学科 教授 

  革新的次世代石油精製等技術開発事業中間評価検討会 
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６－１．総合評価（コメント） 

 エネルギー供給不安は国民経済への影響も大きく、供給源の多様化や産油国との関係
強化、高効率化による石油利用技術の競争力強化など、エネルギーセキュリティの確保
は、その資源を海外に依存する我が国にとっては深刻な命題である。本事業はその一翼
を担うもので、きわめて重要な意義がある。 
 また、重質原油からの製品白油化や高効率プロセスの開発による温室効果ガス削減は
｢グリーンイノベーション｣政策に合致するもので社会的ニーズに適合するので、積極的に
推進すべきである。 
 なお、日本とサウジアラビアとの共同研究開発において、本プロジェクトが産油国との関
係強化、エネルギーの安定供給にどのようにつながるか、表面的な採算性のみならず、長
期的な視点からのわが国の石油産業の発展とエネルギー安全保障を慎重に評価しなが
ら、今後のプロジェクト推進が望まれる。その際には、テーマ間の技術的な関係を明確し、
実用化に対する評価、評価基準、そのための要件をはっきりさせる必要がある。 
 また、地球温暖化への貢献が曖昧であり、より定量的な検討が必要である。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○４．において、オイルサンド等超重質油の原油としてのニーズへの懐疑と 
 それに伴い、事業化についても困難ではないかとの意見から「１点：概ね妥当」 
 の評価があったため、平均点が２点未満となった。 
  

６－３．評点結果 

2.602.60
2.20

1.80

2.40 2.40

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

（各項目：３点満点）
平均 点

標準偏差
【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
 
○石油資源の獲得には、これまで以上に産油国との関係強化が

重要となる。革新的で、次世代に通用する優れた技術を開発
し、海外からも高く評価され、原油獲得のバーゲニングパワー
をもつような技術開発を期待する。 

 
 
○限られた資金を効率的に配分し、いかに少ない重質原油から、

効率的により多くのガソリン、高付加価値化学原料を製造する
かという現代的な目標の深化を進め、日本の石油業界が直面
する、原油の重質化、重油需要の急減、ガソリン、プロピレン等
の高付加価値製品の比重増加という喫緊の課題に対応すべく
、焦点を絞った研究開発を推進していくことを希望する。 

 
○特に地球温暖化への貢献については、定量的に明示できれば

より意義のあるプロジェクトになると期待される。 
 
 
 
 
 
○技術開発に対する実用性、実行可能性（Prospective）を経済性

、持続性から検討する必要がある。性能評価を重視した目標設
定となっているが、原料調達から輸送、貯蔵管理を含めて実行
可能性を明らかにした上で開発する事が望まれる。また、実用
化するためには、単に開発結果だけの情報では不十分であり、
技術要件、前提、根拠、制約などなど、既存設備との整合管理
のためにも、技術として確立する必要があり、そのための仕組
みづくりが必要となる。その仕組みを作る事が、研究開発プロ
ジェクトの大きな役割である。 

 

 
○ＨＳ－ＦＣＣ技術は実用化に比較的近く、産油国との関係強化に資する

技術開発と考えている。その他の重質油分解技術、オイルサンド・超重
質油等の非在来型原油の処理技術も次世代に通用する技術として世
界トップクラスの技術開発目標を設定している。技術開発目標を確実に
達成し、出来るだけ早期の実用化を目指したい。 

 
○本事業は、原油の重質化、石油需要の白油化に対応し、石油の安定供

給に資することを目的としており、その目的を達成するため、４つの要素
技術研究に焦点を絞り、実施している。 

  ご指摘を踏まえ、各要素技術研究間での情報共有をこれまで以上に行
うなど、より効率的な研究開発に取り組むことで、それぞれの各要素技
術研究間の焦点が更に絞られるよう、事業を実施してまいりたい。 

 
○地球温暖化への貢献については、ご指摘のとおり、より明確にする必要

があると考える。例えば、ＨＳ－ＦＣＣ技術では、既存技術に比べ、白油
（ガソリンやプロピレンなど）が多く得られるため、より少ない原油処理量
での製品生産が可能であり、ＣＯ２削減に資するため、本報告書でも概
要説明を入れたところ。しかし、ＣＯ２削減効果の定量化は、推算の前
提、条件等を精査することを必要とするため、事後評価に向けて様々な
方向から検討を試み、可能な限り定量化をしてまいりたい。 

 
○目標値は分解率、品質等性能目標として設定しているが、実用性能（コ

スト等）については例えば触媒開発では実用性能を評価する尺度として
寿命（例えば１年以上）、強度（リアクター充填時の粉化、破砕等の防止
）等があり、研究開発の中でこれらの要素を織り込んで開発を進めてい
る。また、実証化、プロセスパッケージ化、検証等を最終年度に実施し、
本技術開発の終了時点で総合的な評価も実施する予定である。 

    ご指摘の様々な仕組みづくりについては今後も強く意識しつつ技術
開発を進めてまいりたい。 

 
 



Ｂ．石油燃料次世代環境対策技術開発 
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１－Ｂ．石油燃料次世代環境対策技術開発事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成１９年度～平成２３年度 （５年間） 

３０億円 
（平成１９年度：１０億円 平成２０年度：１１億円 平成２１年度：９億円） 

（財）石油産業活性化センター 

尾山 宏次  （自動車・新燃料部 部長） 
 

地球温暖化問題や供給される原油の重質化など、我が国の自動車燃料を取
り巻く環境が大きく変化する中で、次世代の自動車燃料に関して、バイオ燃料
活用や燃費向上によるCO2削減、排出ガス等による大気汚染問題の解決に
向けて、技術の確立を図る。 
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 【事業の目的】 

 我が国における大気環境改善、地球温暖化対策等の環境面についての要請に対応するた
めに、自動車からの排出ガス中の大気汚染物質低減や燃費向上・効率化につながる技術開
発は重要である。こうした中、石油系燃料は、今後ともその利便性等からエネルギー源の中
心的な役割を担っていくものと予想され、これら環境保全の要請に応えていくためには、現在
よりも一層の環境負荷を低減する石油系燃料およびその利用技術の開発が必須である。 

 自動車燃料の利用面からの具体的な課題としてはCO2削減における自動車燃料へのバイ
オ燃料の導入に加え、重質油やオイルサンド等の非在来型原油から得られる燃料基材の利
用面からの拡大が必要であり、それらの技術確立を達成することは、我が国のエネルギーセ
キュリティ向上に大きく貢献する。 

 本技術開発事業では今後多様化する燃料基材、例えばバイオ燃料基材、非在来等から得
られる燃料基材など従来とは特性が異なる基材を環境面からも利用面からも高濃度で利用
できる技術を開発することであり、これにより環境対応と石油の安定供給を同時に寄与する
ことを目的としている。 

  

２ －Ｂ．事業の目的・政策的位置付け（１／２） 
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 【政策的位置付け】 
  平成22年６月に取りまとめた「技術戦略マップ2010」の「エネルギー分野」で設定され
た５つの政策目標のうち「②運輸部門の燃料多様化」、31 高度石油利用技術において
導入シナリオが示されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ －Ｂ．事業の目的・政策的位置付け（２／２） 

 

「運輸部門の燃料多様化」に向けた導入シナリオ  

出典：技術戦略マップ
2010 平成22年6月 

経済産業省  
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３ －Ｂ．目標、成果、目標の達成度(１／２) 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

現在までの成果 中間目
標の達
成度 

1.バイオマス燃料利用
拡大技術 
（１）ガソリン用バイオマ
ス燃料利用技術 

高濃度エタノール、および、
エタノール以外のバイオ燃
料（ETBE、ブタノール）混合
ガソリンの課題抽出、対策技
術確立および、自動車燃料
品質規格検討の基礎データ
を収集する 

①蒸留性状の排出ガス、燃費、CO2への
影響はT50JIS上限域で一部車両でE10
の影響が見られた。運転性への影響は見
られなかった。 
②蒸気圧の車両蒸発ガスへの影響評価
において顕著な影響は見られなかった。 
③一部ゴム部材（NBR）でE10のガムが
増加傾向にあったが、金属ではE10の影
響はなかった。 

達成 
 

1.バイオマス燃料利用
拡大技術 
（２）ディーゼル用バイオ
マス燃料の適用可能性
の検討 

各種バイオディーゼル燃料
を高濃度（10％～20％）混
合した軽油の課題抽出、対
策技術確立、自動車燃料品
質規格の基礎データを収集
する。 

①安定性の悪いFAMEを混合すると酸化
安定性が低下[酸化防止剤が必要）。ゴム、
樹脂への影響は小さい。 PME、RME、
SMEで曇り点より高い温度で析出物を確
認し、成分の特定を実施している。 
②PME、RME、SMEで作動限界温度の
悪化を確認した（特にPME）。 
③排出ガスへの影響は小さい。 

達成 
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３ －Ｂ．成果、目標の達成度(２／２) 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

現在までの成果 中間目
標の達
成度 

２．燃費に優れたクリー
ンディーゼル車の普及
に対応するための次世
代燃料の開発  

燃料多様化と燃費向上とい
う要請に応えるため、合成燃
料（GTL）や非在来系石油燃
料（オイルサンド）等、分解系
軽油の混合に対する課題抽
出、対策技術の基礎データ
を収集する。 

①モデル燃料を用いセタン価、組成の変
化が排出ガス、燃費、運転性に与える影
響を検討し、セタン価45以上では明確な
影響がないことを確認した。 
②分解系の実燃料をベースとした排出ガ
ス、運転性等への影響を評価している。 

達成 
 

３．自動車燃費向上に資
する新たな燃焼技術（
HCCI燃焼技術）に対応
した次世代燃料研究 
 
※HCCI：
Homogeneous Charge 
Compression Ignition 
 （予混合圧縮着火燃焼） 

新たな燃焼方式（HCCI※燃
焼）に適合する「燃料」の開
発を行うため、燃料の最適
な着火特性、着火性指標、
燃料の品質設計技術を検討
する。 

①HCCI燃焼技術の最新技術動向につい
て調査を実施し、HCCI燃焼に適した燃料
の性状についての知見を得た。 
②上記知見を基に、HCCI燃焼に適した
品質設計検討を行い、短気筒エンジン試
験を行うとともにその解析のためのベース
となる燃焼シミュレーションを行っている 

達成 
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４ －Ｂ．事業化、波及効果 
 本技術開発を推進することにより。高濃度バイオマス燃料等の利用促進効果ならびに燃費、排ガスに優れ
たディーゼル車の普及効果とともに、ディーゼル軽油基材の多様化にもつながり、ＣＯ2削減とエネルギーセ
キュリティーに貢献できる。 
 技術的な課題点を明確にすることにより、石油・自動車各社の対応技術の方向性を明確化でき、各社の独
自技術開発も促進され、投資以上の技術開発の促進が可能となる。 
 その結果、自動車燃料に関する種々の対応策が国家ならびに企業も含めて迅速・効率的に推進できる。 

 
 ①経済産業省E10規

格化検討への反映 
②経済産業省含酸素

燃料規格化に情報
提供 

③環境省自排専に
E10 ガソリンの排出
ガス影響を報告 

具体的な施策反映 

・石油業界や自動車
業界への技術情報
提供 

     ↓ 
・燃料品質設計技術・

自動車対応技術へ
の活用 

波及効果 

プロジェクトの成果 
・ガソリン用バイオマス

燃料利用技術（エタ
ノール10％等） 

 
・ディーゼル用バイオマ

ス燃料の適用可能性
検討（10～20％） 

 
・オイルサンド等非在来

型原油由来の石油留
分を高濃度に利用し
た軽油の開発 

 
・HCCI燃焼に適合する

燃料開発のための、
燃料の最適な着火特
性、着火性指標把握 

技術課題 

バイオマス燃料利
用拡大技術 

クリーンディーゼル
車普及に対応した
次世代燃料開発 

新たな燃焼技術に
対応した 

次世代燃料研究 
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研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（PEC 自動車・新燃
料部長）を設置するとともに、研究のステアリングを行うため、当該専門分野の最先端研究者である大
学、公的研究機関、民間会社における技術者からなる自動車及び研究委員会を設置した。また、研究
の技術的なアドバイスを受けるため大学の教授からなる自動車・燃料専門委員会を設定した。更に、
各技術分野の研究企画、研究推進のため、企画調査WG、先行研究企画WG、ガソリン車バイオ燃料
WG、ディーゼル車バイオ燃料WG、ディーゼル車将来燃料WG、先行研究WGを設置した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ －Ｂ． 研究開発マネジメント・体制等 

助言助言

共同研究

研究開発実施機関

（財）石油産業活性化センター
（プロジェクトリーダー：自動車・新燃料部長）

企画調査WG

（独）東京大学
（独）福井大学
（独）北海道大学
（独）早稲田大学

自動車及び燃料研究委員会

（委員長：東京工業大学教授　辰巳　敬）

自動車・燃料専門委員会

（委員長：早稲田大学教授　大聖　泰弘）

先行研究企画WG

ガソリン車バイオ燃料WG

ディーゼル車バイオ燃料

ディーゼル車将来燃料WG

先行研究WG

経済産業省　資源エネルギー庁
資源・燃料部　石油精製備蓄課

補助金

助言・評価
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６－１．総合評価（コメント） 

 バイオ燃料、ＧＴＬ、オイルサンド等の非在来原油からの燃料の導入に
当たり、十分な安全性と信頼性、性能の評価が必要であり、本事業は重
要な役割を果たしているものである。また、バイオ燃料や非在来型原油
に対応することは、国際的な観点からも時期的にもタイムリーであり、国
のプロジェクトとして推進すべきであり、ＨＣＣＩに関する研究はかなり基
礎的なものであるが、次世代技術としては重要である。 
 
 なお、開発されているバイオマス利用技術が世界的に見て、どの程度
の技術レベルにあるのかを明確にし、世界をリードできる技術を開発し
ていくべきである。また、開発によって得られた知見をどのようにして事
業化に生かすかは、費用対効果を考慮して決めていくことで極めてむず
かしことではあるが、今後はそれについての検討を行うべきである。 
 

６．評価 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

 ○４．において、（「事業化」、「波及効果」という言葉の意味することが、バイオマス燃
料や非在来型石油オリジンのディーゼル燃料の導入拡大・普及を指しているのであ
れば）いろいろな実験結果は出ているが、課題抽出を行った上での結論が必ずしも
明示されていないので、「事業化」、「波及効果」を評価できる状態にはない、との意
見から「１点：概ね妥当」の評価があったため、平均点が２点未満となった。 

６－２．評点結果 

2.60 

2.00 
2.20 

1.60 
2.20 2.20 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

（各項目：３点満点） 
平 均 点 

縦線：標準偏差 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○基礎研究から実用技術開発まで幅広いテー
マが掲げられているものが多く、事業化を
達成する上でそれぞれの技術課題がどの程
度のリスクになっているのか明確にするべ
きである。 

 

○これまで石油を活用して実現できた最も大
きい強みは、液体燃料を全国津々浦々供給
できる仕組みインフラが出来上がっている
ことである。したがって石油と固定的にこ
だわる必要はなく、この既存インフラを
使って供給が可能なありとあらゆる液体燃
料の研究技術開発を取り上げて必要とされ
る事業を実施するべきである。 

 

 ○本プロジェクトでは、多様化する燃料基材
とその高濃度利用における課題点の抽出を
図っており、技術課題の明確化を行ってい
るところである。 

 

○具体的な石油系以外の液体燃料として想定
されるものとして、FT合成によるGTL燃料、
エタノール、ブタノール、ETBE、バイオデ
ィーゼル燃料などバイオマスからの液体燃
料が考えられる。これらの燃料はいずれも
100％単独での利用よりは石油系燃料との混
合利用が現実的である。本プロジェクトで
は、高濃度の非石油系燃料等を含む混合利
用における課題点の抽出や対応技術の検討
を実施しているところである。 



Ｃ．将来型燃料高度化利用技術開発 
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１ －Ｃ．将来型燃料高度利用技術開発事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

 石油は、その長所として豊富な水素供給余力と安価な水素製造技術及び全国に展開した災
害に強いガソリンスタンドを保有している。これら石油の長所を活かした水素供給システムの
確立により、水素社会の早期実現に貢献するものである。本事業では、製油所から高純度水
素供給技術開発とガソリンスタンドを拠点とする高純度水素製造技術開発を実施する。 

 

平成２０年度～平成２２年度 （３年間） 

１５．１億円 
（平成２０年度：６億円 平成２１年度：５．１億円 平成２２年度：４億円） 

財団法人 石油産業活性化センター 

菊池 和廣 （新燃料部 部長）  平成２０年度、平成２１年度 
豊岡 義行 （技術企画部 部長） 平成２２年度 
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【事業の目的】 

 

 省エネ、二酸化炭素削減効果が見込まれる燃料電池自動車の燃料である高純度水素 
（99.99％以上）を安定的かつ経済的に供給することは重要である。石油産業は、製油所に 
おいて大量の水素を製造・消費しており、他産業よりも低コストで、かつ大量に水素供給で 
きるポテンシャルを有し、水素供給基地としての経済性・適応性に最も優れている。また、 
石油産業は、製油所と共に水素供給インフラとなりうる燃料給油所（SS）と、それをつなぐ 
流通インフラを全国的に配置しており、既存インフラの合理的活用により水素供給コスト低 
減が可能になるなど、水素の有力な供給源である。 
 この水素社会早期実現のためには、水素の有力な供給源となりうる石油系水素において 
高純度水素をより効率的に製造し供給する新たな技術が求められている。 
 本事業では、製油所から高純度水素供給技術開発とガソリンスタンドを拠点とする高純度水
素製造技術開発等を実施する。 
 

２ －Ｃ．事業の目的・政策的位置付け（１／２） 
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【政策的位置付け】 

 平成22年6月に経済産業省が取り纏めた「技術戦略マップ2010」において本事業は「高度石 
油利用技術 石油・ピッチからの水素製造・輸送技術」として「運輸部門の燃料多様化」および 
「化石燃料の安定供給とクリーン・有効利用」に寄与する技術に位置づけられている。  

２ －Ｃ．事業の目的・政策的位置付け（２／２） 
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３ －Ｃ．目標、成果、目標の達成度（１／３） 
【全体の目標】 
  燃料電池自動車等への高純度水素供給手段のコスト比較を行い、製油所からの距離
に応じた3通りの方法における開発項目を設け技術開発を進めることとした。 

燃料電池自動車等への高純度水素供給体制イメージ燃料電池自動車等への高純度水素供給体制イメージ

供給元 輸送 水素ステーション
（ガソリンスタンドを活用）

製油所

水素

開発項目１．

膜分離

燃料電池
自動車 等

開発項目２．

水素回収

中距離（ ５０km超 ）

（ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝ）

有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ

トルエンに
水素添加

開発項目３．

水素製造
・脱硫
・改質
・膜型分離反応器

灯油

燃料電池自動車燃料電池自動車

（ﾄﾙｴﾝ）

近距離（ ～５０km ）
圧縮水素

灯油

（圧縮） （受入）

燃料電池自動車燃料電池自動車

燃料電池自動車燃料電池自動車

赤字は本研究の
開発項目

遠距離（１００km超 ）

パイプラインが不要

水素純度：９９．９９％

定置用燃料電池

水素

将来的には重油
の活用も視野

将来的には重油
の活用も視野

製油所で製造した高純度水素
を圧縮水素とし、カードルで運
搬する。 

製油所水素を有機ハイドライ
ドとして既存のローリー等で運
搬しSSにおいて脱水素し燃料
電池自動車に供給する。 

ガソリンスタンドを拠点として、
市販灯油から高純度水素を製
造し燃料電池自動車に供給す
る。 



目標・指標 設定理由・根拠等 

１．製油所における高効率高純度水素製造技術開発として、膜を用いた
水素製造・精製工程を一体化させた反応プロセスを開発し、水素製
造効率を80%に向上させる（現状約60％）。 

既存のPSA法（Pressure Swing Adsorption）等に変わる膜を用いたプロセ 
スを開発し水素製造効率を向上させる。 

２．有機ハイドライドからの高純度水素回収技術開発として、ガソリン
スタンド（SS）において有機ハイドライドから高純度水素を回収す
るために、現状のSSに敷設できる給油機並みの大きさの水素回収装
置を開発するとともに、高純度水素回収効率を現状70%から80%に
向上する。 

水素輸送方法のひとつである有機ハイドライドを用いたオフサイト水素
供給を行う場合、既存SSに敷設可能な小型水素回収装置の開発が必要で
ある。 

３．ガソリンスタンドを拠点とする高純度水素製造技術開発として、SS
において灯油から高純度水素を製造するために、水素製造装置の普
及ネックの解消、コンパクト化、製造及びメンテナンスコストを安
価にする要素技術を開発する。 

（１）灯油に含まれる難脱硫性高分子硫黄化合物に対する高性能脱硫剤
を開発する。脱硫後の灯油硫黄分を測定下限値以下の10ppb（現状
50ppb）とし、改質触媒の長寿命化（4万時間以上）を達成する（現
状3.4万時間）。 

（２）普及ネック解消のため貴金属使用量を0.5重量％以下（現状2～3％
）に大幅に低減した改質触媒を開発する。 

（３）膜分離型反応器による高性能な高純度水素製造技術の開発を行う
。高純度水素製造効率は、80%以上（現状70%）を目指す。 

（４）膜分離型反応器に用いる水素分離膜はPd合金膜が用いられている
。このPd合金膜に対して貴金属使用量を低減させた水素分離膜の探
索・評価を行う。水素透過率は、Pd合金並みで現行Pd膜の1/20の膜
材料コストを目指す。 

（５）パイロットプラント規模（30Nm3/h）の設計図書を作成する。 

水素分離膜を用いたオンサイト型水素製造プロセスの開発により、PSA 
を用いたプロセスより高効率に水素製造が可能となる。 
 
 
（１）本研究開発では吸着脱硫工程に適用する高性能脱硫剤の開発によ

り市販灯油中の硫黄分を10ppb以下にすることにより、後段の水素

製造用改質触媒の硫黄分により起こる劣化をさらに抑制することが
可能となる。 

（２）水素供給システムを普及させるためには、触媒に使用される貴金
属使用量を大幅に低減することにより原料貴金属の供給不安や価格
高騰の問題を回避することが重要である。 

（３）水素分離膜を用いたオンサイト型水素製造プロセスの開発により
、PSAを用いたプロセスより高効率に水素製造が可能となる。 

（４）膜分離型反応器に用いる水素分離膜には、従来Pd合金膜が用いら

れているが、資源が偏在し量が限られており、高価でかつ価格が大
きく変動することから、Pd使用量の低減が望まれている。 

（５）脱硫剤、改質触媒、膜分離型反応器の開発技術を組み合わせた高
純度水素製造システムを開発する。 

４．貴金属を用いない次世代型水素製造技術開発について国内外最先端
技術を調査し、実行可能性の調査について産学官の連携等により実
施する 

ルテニウム、パラジウム、白金等の貴金属を大幅に削減又は用いない次
世代型水素製造の最先端技術を調査・研究する 
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３ －Ｃ．目標、成果、目標の達成度（２／３） 



３ －Ｃ．目標、成果、目標の達成度（３／３） 
【全体の成果】 
１．製油所における高効率高純度水素製造技術開発 

２．有機ハイドライド（水素輸送材料）からの高純度水素回収技術開発 

３．ガソリンスタンドを拠点とする高純度水素製造技術開発 

４．次世代水素製造技術についての調査研究 

水素分離膜とCO2分離膜を組み合わせた「ハイブリッド分離膜型水素精製装置」で精製した水素
の純度が99.99%以上であり、この装置での製造効率の改善効果の試算を行い、80%以上の製
造効率で製造できることが判明した。 

実機の1/20スケールの水素回収装置を製作し、実際に所定の水素量の発生を確認するととも
に、高純度水素回収効率も目標の80％を達成した。 

Tube内に触媒と膜モジュールを組み込んだ膜型反応分離機を核としたプロセスの基本設計及び
プロセスフローにより、水素製造効率80%以上が達成できることを確認した。  

改質触媒及び水素分離膜に用いる貴金属使用量を大幅に削減できる可能性が見出された。 
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４ －Ｃ．事業化、波及効果 

【事業化の見通し】 
 本事業のほとんどの研究開発テーマにおいては、最終目標を達成する見込みであり、
これまでに得られた成果については、広く公表している。 
 本研究成果をもとに次の実証化研究に取り組むことにより、実用化が可能であるとい
える。 
 
１．製油所における高効率高純度水素製造技術開発 
    ・本研究開発の成果を基に実環境下（硫黄分1ppm未満）で実用可能なハイブリッド  
    分離膜型水素精製装置を開発し、製油所への展開を目指す。 

 
２．有機ハイドライドからの高純度水素回収技術開発 
   ・本研究の成果を基に次のステップである実証試験を目指す。 
 
３．ガソリンスタンドを拠点とする高純度水素製造技術開発 
   ・本研究開発で構築した灯油を原料とした石油系液体燃料用膜型分離プロセスの  
    30Nm3/h規模での実証研究期間を経て、プロセスの性能改善、信頼性検証デー 
    タを蓄積した上で、実用プロセスとして展開を目指す。  
 
４．石油系原料による水素製造の要素技術に関する調査研究 
   ・本テーマは、水素製造における新たな改質触媒や分離膜等の将来の芽探しであ 
    り、今後の技術開発に活用していく。 
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我が国は2050年までに温室効果ガスを 
60～80％削減することを表明した。 
この達成のためには、国内では経済性 
や土地利用の制約などから普及には 
一定の限界があると考えられる。 
この対策として、太陽エネルギーなどの 
自然エネルギーで水素を製造し、これを 
有機ハイドライドとして常温常圧の液体 
で水素を輸送し、国内で脱水素し発電や 
燃料電池自動車等に利用することも 
考えられる。 

波及効果 

間接 
アウトカム 

目的達成までのシナリオ 
プロジェクトの目的 将来像 

プロジェクトの成果目標 

膜を用いた水素精製技術 
及び水素製造・精製工程を
一体化させた反応プロセス
を開発し、水素製造効率を
80%に向上させる（現状約
60%）。 

ガソリンスタンド（ＳＳ）にお
いて有機ハイドライドから高
純度水素を回収するため
に、現状のＳＳに敷設でき
る給油機並みの大きさの水
素回収装置を開発するとと
もに、高純度水素回収効率
を現状70%から80%に向
上する。 

ＳＳにおいて灯油から高純
度水素を製造するために、
水素製造装置の普及ネック
の解消、コンパクト化、製造
及びメンテナンスコストを安
価にする要素技術を開発す
る。 

製油所にお
ける高効率
高純度水素
製造技術開
発 

有機ハイド
ライドからの
高純度水素
回収技術開
発 

ガソリンスタ
ンドを拠点と
する高純度
水素製造技
術開発 

［上位施策の目的］ 
 

プロジェクトのアウトカム（プロジェクトの成果が及ぼす効果等） 

直接アウトカム 
（直接カスタマー） 

     プロジェクト名 

 

水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
活
用
） 

製 
 

 
 

 

油 
 

 
 

 

所 

灯油 

有機 
ハイドライド 

圧縮水素 

 

水
素
製
造 

 

水
素
製
造 

 

水
素
製
造 

燃
料
電
池
自
動
車
の
普
及 

石油産業の水素供
給ポテンシャル・流
通インフラを活用す
ることによる水素社
会の早期実現 

○化石燃料の安定供給とク
リーン・有効利用 
 
○運輸部門の燃料多様化 

近距離 

中距離 

遠距離 

 

水
素
回
収 

・ＣＣＳと組み合わせ
てＣＯ2をゼロにする
ための検討 
・水素も電気も供給
するマルチステー
ションの整備 
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６－１．総合評価（コメント） 

 石油を原料とする水素供給システムを開発し、水素供給インフラを早
期に実現するという観点は重要であり、また３つの開発課題も適当なも
のである。また、個々の課題において開発目標を概ね達成していること
は評価できるものである。 
  
 なお、個々の課題で良好な結果が得られつつあることは疑いないが、
実際に水素供給インフラを整備するとなると本事業で開発したどの技術
をいつまでに実用化するのか、という点があいまいである。特に２０１５
年が一つの目標とすると、時間的にかなり難しいのではないか。ただ、
将来的な水素供給インフラの整備という観点に立てば、ここで取り上げ
た開発課題は更に時間をかけても実施する価値はあるのではないか。 
 

６．評価 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○４．において、「１点：概ね妥当」の評価があったため、平均点が２点未満となった。 
 

６－２．評点結果 

 
 

2.80 2.60 
2.20 1.80 2.20 2.00 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

（各項目：３点満点） 
平 均 点 

縦線：標準偏差 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○基礎研究から実用技術開発まで幅広いテー
マが掲げられているものが多く、事業化を
達成する上でそれぞれの技術課題がどの程
度のリスクになっているのか明確にするべ
きである。 

 

 

 

 

○また、石油系水素燃料に関しては、製油所
が存在するコンビナートと近隣の民生需要
も含めるぐらいの規模で、合理的に事業化
可能なプロジェクトを見出して着実に実行
するプロジェクトを企画するべきである。 

 ○本事業の成果を踏まえて平成23年度より実
施している高効率水素製造等技術開発事業
においては、分離膜の量産技術の開発とい
う目標達成に向けて、硫黄分を含む実環境
下での分離膜の品質維持が大きな技術課題
であることが本事業の成果より明らかにな
ったことから、硫黄分を含む実環境下での
長期評価等を行うこととしている。 

 

○本事業では水素の輸送先として近距離、中
距離、遠距離という３つの領域それぞれを
想定した技術開発を実施していたところ、
本事業の成果を踏まえて平成23年度より実
施している高効率水素製造等技術開発事業
においては、水素の輸送先をコンビナート
近隣を想定した近距離に焦点を絞り、技術
開発を行っている。 

   

 



Ｄ．石油精製高度機能融合技術開発 
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１ －Ｄ．石油精製高度機能融合技術開発の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

我が国エネルギーの大宗を占める石油の安定供給を図るため、石油精製
業を中心とする石油コンビナート全体の横断的かつ高度な運営機能の融合
を図り、単独企業のみでは達成困難なコンビナート域内の高効率生産、高
付加価値化学原料の製造および環境面に寄与しつつエネルギー利用の効
率化等を進めるための石油精製高度機能融合技術の開発を実施する。 

平成１８年度～平成２１年度 （４年間） 
  （２００６～２００９年度） 

２４０億円 
 （平成１８年度：４９億円 平成１９年度：７６億円 平成２０年度：７９億円 
   平成２１年度：３６億円） 

技術１部長  大西 良二 

石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 
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２ －Ｄ．事業の目的・政策的位置付け（１／４） 

事業の目的 

ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ確保 
国際競争力強化 
地球温暖化防止 

海外における大規模かつ最新鋭の製油所の新増設、新興国を中心とした世界的な石油需要

の増加に伴う資源獲得競争等のグローバル競争に直面している厳しい経営環境の中で、石

油の安定的かつ低廉な供給確保を図る上で、より一層の競争力強化に向けた取組みが求め

られている。また、国際社会が取り組むべき重要課題である地球環境問題への対応を確実に

実現していくことが求められている。 
 
そのためには、石油精製を中心としたコンビナートの果たす役割と重要性がますます大きく

なっている。特に、石油精製と石油化学等との連携を通じ、コンビナート域内の一体運営によ

る機能高度化を進めるためには、コンビナート域内の横断的な統合化に向けたシステム開発

等の取り組みを進めることが重要な課題となっている。 
 
そこで、石油精製業を中心とする石油コンビナート全体の横断的かつ高度な運営機能の融合

を図り、単独企業のみでは達成困難なコンビナート域内の高効率生産、高付加価値化学原料

の製造および環境面に寄与しつつエネルギー利用の効率化等を進めるための石油精製高度

機能融合技術を開発する。 



49 

  

２ －Ｄ.事業の目的・政策的位置付け（２／４） 

事業の概要 

石油精製業を中心とするコンビナート企業間の機能を高度に融合し、精製業単体では 
達成不可能な資源の高度利用と､一層のエネルギー最適利用のための統合技術の開発 
を実施する。併せて、コンビナート高度機能融合に係る総合調査研究を実施する。 

石油精製高度機能融合技術開発 

ＪＸ日鉱日石エネルギー＊、
三菱化学、旭化成ケミカルズ、
山陽石油化学

水島地区

出光興産、コスモ石油、極東石油工業、
三井化学、住友化学、丸善石油化学、
大陽日酸

千葉地区

鹿島石油、三菱化学、ＪＳＲ、
鹿島アロマティックス

鹿島地区

①石油・石化原料統合
効率生産技術開発

②コンビナート副生成物・水素統合
精製技術開発

③コンビナート原料多様化最適
供給技術開発

ＪＸ日鉱日石エネルギー＊、
三菱化学、旭化成ケミカルズ、
山陽石油化学

水島地区

出光興産、コスモ石油、極東石油工業、
三井化学、住友化学、丸善石油化学、
大陽日酸

千葉地区

鹿島石油、三菱化学、ＪＳＲ、
鹿島アロマティックス

鹿島地区

①石油・石化原料統合
効率生産技術開発

②コンビナート副生成物・水素統合
精製技術開発

③コンビナート原料多様化最適
供給技術開発

＊2010年７月 新日本石油精製㈱と㈱ジャパンエナジーが経営統合し、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱

コンデンセート

原油

石油精製

原料多様化
最適供給ｼｽﾃﾑ

石油化学

ナフサ

石精ナフサ

未利用副生
留分有効活用

輸入ナフサ

副生水素高純度水素

需給タイトが予測
されるプロピレン
や芳香族の増産

エネルギー
セキュリティ
の確保

副生水素集積・活用（供給システム）

未利用Ｃ５/
分解残油

未利用分解Ｃ４

コンビナートの全体最適化
（石油精製・石油化学連携）

石油精製高度機能融合技術開発



  

石油・石化製品の効率的な統合生産に向けて、コンビナートの多様なナフサを原料として
脱硫し、石油精製における芳香族生産、ガソリン基材生産および、石油化学におけるエチ
レン、プロピレン生産の原料となる軽質ナフサ留分を効率的に連続蒸留により最適分離・
供給する一連の技術開発 
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２ －Ｄ.事業の目的・政策的位置付け（３／４） 

事業の概要 石油精製高度機能融合技術開発 

実施する研究開発テーマは、以下のとおりである。 

①石油・石化原料統合効率生産技術開発 （鹿島地区） 

コンビナート域内事業所間での連携・機能融合の更なる高度化により、石油、石化装置か
ら副生する未利用の分解Ｃ４留分を原料として、高付加価値化学原料のプロピレンを高効
率で生産できる技術の開発。併せて、コンビナート全域で副生する水素を集積し、大規模
に高度活用するための安定供給システム、高純度回収技術の開発 

コンビナートの石油・石化原料多様化、ベストミックスのため、新たに天然ガスコンデンセー
トを一括脱硫により精製処理し、ナフサや灯・軽油等のエチレン装置原料および芳香族生
産のための改質装置原料を高効率で安定的に製造し、最適供給する技術を開発。併せ
て、コンビナート全体最適化のための効果的な留分活用の研究、開発 

②コンビナート副生成物・水素統合精製技術開発 （千葉地区） 

③コンビナート原料多様化最適供給技術開発（水島地区） 
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２ －Ｄ.事業の目的・政策的位置付け（４／４） 

技術戦略マップ２０１０（２０１０年６月） 

「エネルギー分野」の「①総合エネルギー

効率の向上、⑤化石燃料の安定供給確

保と有効かつクリーンな利用」において、

「コンビナート高度統合化技術」として導

入シナリオが示されている。 

出所：「技術戦略マップ２０１０」（2010年6月）経済産業省 

（注） 「⑤化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな利用」にも、当該技術を掲載 

「コンビナート高度統合化技術」に係る
技術マップ（技術リスト、抜粋）  

政策的位置付け 
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３ －Ｄ.目標、成果、目標の達成度 

全体目標の達成度 

目標・指標 成果 達成度 

エネルギー使用量削減（原油換算） 
       ７５，０００ ｋｌ/年 
 

        ８１，０００ ｋｌ/年 

       （技術レベルを確立） 
達成 

ＣＯ２排出量削減 
     ２００，０００ ﾄﾝ/年 
 

      ２１６，７００ ﾄﾝ/年 

       （技術レベルを確立） 
達成 

プロピレン生産量 
     １５０，０００ ﾄﾝ/年 
コンビナート内の集積分解Ｃ４留分を原料として、 
高付加価値プロピレンを高効率で生産する技術 

プロピレン生産量 １５２，０００  ﾄﾝ/年の 
達成見込確認 

達成 

重質油白油転換量  
     ４～６ 万kl/年 
エチレン装置分解残油の石油精製熱分解設備に 
よる白油化技術 

エチレン装置分解残油を活用し、白油留分
に転換する基盤技術を確立 
 重質油白油転換量 ５～６  万kl/年  

達成 

副生水素集積活用量 
     １０８ 万Nm3/日 
コンビナート全域で副生する水素を集積し、高度
活用する技術 

副生水素集積活用量 １１３  万Ｎm3/日  
を確認 達成 
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４－Ｄ.事業化、波及効果（１／２） 

事業化の見通し 

それぞれの研究開発テーマにおいて研究設備等の基本性能を確認し、本格的な実証研究に
入っている段階であるが、最終目標を達成できる見込みであり、産業技術としての確立の目処
がついたと言える。 各研究開発テーマにおける産業技術の面からの主要課題は、以下のとお
りであり、継続した実証研究に取り組む。 
 
研究開発テーマ 継続する実証研究の主要課題 

①石油・石化原料統合 
効率生産技術開発 
（鹿島地区） 

・ナフサ性状の大幅な変動や、石化設備の運転条件変更等に対応した  
  安定運転、最適運件条件の確立 
・Ｃ５留分不純物除去設備（重質分分離設備）の原料組成や不純物濃 
  度の変化に対する、塔底温度、滞留時間等の最適運件条件の確立 

②コンビナート副生成物・
水素統合精製技術開発 
（千葉地区） 
 

・分解Ｃ４成分高度活用技術に係る連続運転データの収集・解析を行い、 
  最適な運件条件を探索するとともに、プロピレン転換触媒および不純 
 物除去の性能を継続して確認 
・環境変化等による水素流量、圧力、純度の変化に対応して制御する 
  水素圧力安定制御、緊急遮断システムの実証化研究 

③コンビナート原料多様
化最適供給技術開発 
（水島地区） 

・原料多様化実証化設備の反応性について継続して解析を行い、触媒  
  の劣化傾向（触媒寿命を含む）を把握・解析し、実証化を確立 
・エチレン装置残油の希釈倍率や加熱時間を変更し、ディレードコーカ 
  ーへの適用可能性を詳細検討 
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４－Ｄ.事業化、波及効果（２／２） 

波及効果 

研究開発テーマ 波及効果 
①石油・石化原料統合 
効率生産技術開発 
（鹿島地区） 

・多様なナフサを脱硫し、最適分離・供給する技術は、ナフサ 
  輸入比率の高いコンビナートに適用可能 
・イソプレン抽出後Ｃ５留分の有効活用技術は、同様な余剰留 
  分があるコンビナートでの適用が可能 

②コンビナート副生成物・
水素統合精製技術開発 
（千葉地区） 
 

・分解Ｃ４留分高度活用技術は、未利用Ｃ４留分が多く、集積 
  効果の大きいコンビナートでの適用が可能 
・水素統合精製高度化技術は、未利用水素が多く、高エネル 
  ギー消費型水素製造装置を有しているコンビナートでの適用 
  を期待 

③コンビナート原料多様
化最適供給技術開発 
（水島地区） 

・コンデンセートの一括脱硫技術・最適供給システムは、コンデ 
  ンセートの活用を考えるコンビナートに適用可能 
・エチレン分解残油活用生産技術は、類似の熱分解装置（コー 
  カー）があるコンビナートでの適用を期待 

研究開発テーマ毎に先進的な技術開発を行ってきたが、その要素技術やシステム開発に係る
成果の波及は、以下のとおりである。 



コンビナートの多様なナフ
サを原料として脱硫し、石
油精製における芳香族生
産、ガソリン基材生産およ
び、石油化学におけるエチ
レン、プロピレン生産の原
料となる軽質ナフサ留分を
効率的に連続蒸留により最
適分離・供給する一連の技
術開発 

① 
石油・石化
原料統合効
率生産技術
開発 

② 
コンビナート
副生成物・
水素統合精
製技術開発 

③ 
コンビナート
原料多様化
最適供給技
術開発 

（参考） プロジェクトのアウトカム（プロジェクトの成果が及ぼす効果等） 

石油、石化装置から副生す
る未利用の分解Ｃ４留分を
原料として、高付加価値化
学原料のプロピレンを高効
率で生産できる技術の開発。
併せて、コンビナート全域で
副生する水素を集積し、大
規模に高度活用するため
の安定供給システム、高純
度回収技術の開発 

天然ガスコンデンセートを
一括脱硫により精製処理
し、ナフサや灯・軽油等のエ
チレン装置原料および芳香
族生産のための改質装置
原料を高効率で安定的に
製造し、最適供給する技術
を開発。併せて、コンビナー
ト全体最適化のための効果
的な留分活用の研究、開発 

コンデンセートを複数に蒸
留分離することなく一括で
脱硫するプロセス技術（世
界初）と石油・石化原料とし
て最適供給する技術を確立
する。またエチレン装置分
解残油をディレードコーカー
装置により白油化する基礎
技術を得る。 

未利用分解Ｃ４留分からプ
ロピレンを高効率で生産で
きる技術、およびコンビナー
ト副生水素を集積し、大規
模に高度活用するための
安定供給システム技術（水
素供給側５社・消費側６社、
世界初）を確立する。 

多様なナフサの原料統合
最適脱硫処理と連続蒸留
分離による総合的ナフサ精
製処理技術、およびＣ５留
分中の重質成分の除去と
水素化処理による有効活
用技術を確立する。 

石油精製業を中心とす
る石油コンビナート全
体の横断的かつ高度
な運営機能の融合を
図り、単独企業のみで
は達成困難なコンビ
ナート域内の高効率生
産、高付加価値化学
原料の製造および環
境面に寄与しつつエネ
ルギー利用の効率化
等を進めるための石油
精製高度機能融合技
術を開発 

石油安定供給の
要たりうる強靭な
石油産業を中心
とするコンビナー
トが、将来にわ
たって持続的に
発展し、我が国
の製造産業力の
中枢としての役
割を十分に果た
す。 

原料の多様化、石油の有効利用を図る
技術として、石油の安定供給の確保に寄
与するものである。 
当該プロジェクトにより開発した技術が 
波及するとともに、コンビナートの 
全体最適の取り組みが各種産業間 
連携や一体運営にもつながり、 
我が国の産業競争力の強化 
や地域の発展への大きな 
貢献が期待できる。 

○石油の安定供給確保 
○総合エネルギー効率の向上 
○化石燃料の安定供給確保と 
    有効かつクリーンな利用 

エネルギー使用量削減 
（原油換算）75千ｋｌ/年 
ＣＯ２排出量削減 200 千 kl/年 
プロピレン生産量 150千ﾄﾝ/年 
重質油白油転換量4～6万kl/年 
副生水素集積活用量108万Nm3/日 

コンデンセート

原油

石油精製

原料多様化最
適供給ｼｽﾃﾑ

石油化学

ナフサ

石精ナフサ

未利用副生
留分有効活用

輸入ナフサ

副生水素高純度水素

需給タイトが予測
されるプロピレン
や芳香族の増産

エネルギー
セキュリティ
の確保

副生水素集積・活用（供給システム）

未利用Ｃ５/
分解残油

未利用分解Ｃ４

コンデンセート

原油

石油精製

原料多様化最
適供給ｼｽﾃﾑ

石油化学

ナフサ

石精ナフサ

未利用副生
留分有効活用

輸入ナフサ

副生水素高純度水素

需給タイトが予測
されるプロピレン
や芳香族の増産

エネルギー
セキュリティ
の確保

副生水素集積・活用（供給システム）

未利用Ｃ５/
分解残油

未利用分解Ｃ４

コンビナートの全体最適化
（石油精製・石油化学連携）

石油精製高度機能融合技術開発

目的達成までのシナリオ 

プロジェクトの成果目標 

プロジェクトの目的 将来像 

波及効果 

直接アウトカム 
（直接カスタマー） 間接アウトカム 

石油精製高度機能融合技術開発 

－実証化後（目標）－ 

コンビナート原料多様化 
 輸入原料多様化（ガソリン、
石化コンデンセートの原料に
なるコンデンセート活用）によ
るエネルギーセキュリティ確保 
複数事業者からの未利用副
生留分の高付加価値利用 
 副生Ｃ４留分（未利用）から、
プロピレン（合成繊維、自動車
部品、電気製品素材等）を効
率的に生産 
副生水素の集積・活用によ 
  る省エネ・省資源 
 エネルギー多消費型の既設
水素製造装置の稼動を低減・
停止。水素製造原料に相当す
る石油消費量削減 
エネルギー利用の効率化 
 ＣＯ２排出量削減を通じた地
球環境問題への対応 

ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ確保 
国際競争力強化 
地球温暖化防止 

上位施策の目的 
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６－Ｄ.研究開発マネジメント・体制等（１／２） 

研究開発実施体制 

経済産業省 資源エネルギー庁 
資源・燃料部 石油精製備蓄課 

補助金 

石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 

旭化成ケミカルズ株式会社 
出光興産株式会社 
鹿島石油株式会社 
鹿島アロマティックス株式会社 
極東石油工業株式会社 
コスモ石油株式会社 
山陽石油化学株式会社 

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社＊ 
ＪＳＲ株式会社 
住友化学株式会社 
大陽日酸株式会社 
丸善石油化学株式会社 
三井化学株式会社 
三菱化学株式会社 

＜ 組合員参画 １４社 ＞ 

＊2010年７月  新日本石油精製㈱と㈱ジャパンエナジーが経営統合し、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 
 （組合員参画 １５社→１４社） 
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６－Ｄ.研究開発マネジメント・体制等（２／２） 

運営管理体制 

◇各地区研究開発グループの主任研究者が、それぞれの研究開発の実施に関わる全てを掌握 
  → 研究・運営・管理に関わる役割と権限を集中 
◇各主任研究者で構成する技術分科会により､研究開発実施状況の共有化、懸案課題の迅速な意思決定と対応 
  ＊事務局と研究開発全体の企画・推進・管理および調整に関する業務を効率的に実施。運営面並びに技術開 
    発推進についての相互の情報、助言等を通じて効果的な運営 
◇研究開発グループは､専門分野の研究者・技術者を結集して構成 
  → 各社の研究者・技術者が､切磋琢磨する機会（人材育成にも寄与） 

石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 

幹事会

財務分科会

技術分科会

監事

運営委員会

総 会

理事会

総務部

技術１部

＜専務理事＞

事務局 研究開発グループ 調査研究グループ

プロジェクトリーダー

大西 良二

水島地区

千葉地区

鹿島地区

主任研究者

加藤 静香

寺本 正志

笹木 敏行
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６－１．総合評価（コメント） 

 石油精製業単独では限界のある資源の高度利用、省エネルギーを、
コンビナートにおける業種・企業間の枠を超えた連携により、設備装置
や副生物の相互活用により達成しようとする事業で、効果が上がってい
るものである。また、全体目標・個別要素技術の目標に関して、設定内
容と矛盾・齟齬のない成果が上がっており、その意味でプロジェクトの成
果を十分にあげることができたと評価でき、世界初の試みとなる成果が
上がっている点も評価される。論文件数、発表件数、特許件数も他のプ
ロジェクトに比べて多く、この点も評価できる。 
 
 なお、事業の成果をコンビナート間で共有する可能性の追求も積極的
に進めるべきであろう。さらに異業種の範囲を拡大することを視野に入
れるべきではないか。 
 

６．評価 



3.00 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－２．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
（事後評価の場合）  
   ３点：実施された事業は、優れていた。 
   ２点：実施された事業は、良かった。 
   １点：実施された事業は、成果等が 
         今一歩のところがあった。 
   ０点：実施された事業は、成果等が 
         極めて不十分であった。 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

○基礎研究から実用技術開発まで幅広い
テーマが掲げられているものが多く、
事業化を達成する上でそれぞれの技術
課題がどの程度のリスクになっている
のか明確にするべきである。 

 ○各地区のいずれの研究開発テーマに
関しても、これまでの実証研究におい
て、研究設備等の基本性能の確認を
図っており、産業技術の確立の目処を
つけている。引き続き、本事業の成果
を踏まえた民間によるそれぞれの開発
プロセス・システムの連続操業・運転
に係る実証研究を行い、着実かつ早期
に懸案技術課題の見極めを行いつつ、
事業化の達成を図る。 
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