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1.0

はじめに

2016 年 11 月 4 日に、2020 年以降の地球温室効果ガス排出削減の国際的な取り決めを行なう気
候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）パリ協定が発効された。同協定の中で言及された長
期的ビジョンである「2℃目標」達成のためには、世界全体で抜本的な排出削減の革新的取組を進
めることが不可欠であり、環境保全及び産業発展の両立を計りつつ、低炭素化を見据えた社会シス
テムのあり方を模索しなければならない。
我が国においては、2016 年 4 月に内閣府が「エネルギー・環境イノベーション戦略」を策定し、今後
大きな排出削減ポテンシャルを有する分野を特定したが、具体的な社会実装を進めるためには、革
新的な技術の研究開発を促進するだけではなく、長期的な視野を持って低炭素化を誘引する産業
構造・制度構築を検討する必要がある。特に、国内における CO2 の大規模排出源である石油、化学、
鉄鋼等の装置産業については、これまでと異なる、より低炭素化された革新的生産設備の導入が求
められる。しかしながら、それには多額の設備投資が必要であり、現在の社会のシステムの下で経済
性を評価した場合、投資判断を下すことは極めて困難なため、その克服策を検討する必要がある。
また、革新的な技術の導入以外に、資本の垣根を超えた同業種・異業種連携によるエネルギーおよ
び物質（例えば水素や原料・燃料など）の相互融通などを通じて、地域全体としてより低炭素な生産
体制を構築していくことも有用であると考えられるが、資本の壁等が主要因となり、国内において産
業間での連携は必ずしも進んでいるとは言えない。
本調査事業においては、まず低炭素化に資する革新技術に関して、個別の革新的な技術がいかに
社会に普及するかを調べるとともに、石油、化学、鉄鋼等の装置産業において、低炭素化技術導入
に伴う巨額な投資やそれに伴う製品の価格競争力の低下といった課題を克服するためのインセンテ
ィブ付けや規制（導入義務付け等）があり得るかを検討した。更に、2050 年を見据え、石油、化学、
鉄鋼等の業界の構造変化や連携の可能性について俯瞰的な解析を行った。
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2.0

特定分野の CO2 排出削減に資する革新技術の普及政策の諸外国（特に欧米）
の事例の概要および普及に至るまでの様々な支援策の提示（産業界の自主的
な動きも含む）

2.1

調査内容

このセクションでは、石油精製分野や化学分野（特に大規模石油化学）における CO2 排出削減に貢
献する革新的な技術を普及させるために、他の国々（特にヨーロッパ）で採用されていると考えられる
5 つの政策事例について詳細に分析した。その 5 つの政策事例を以下に示す。


省エネルギーのための革新的技術を採用するための政策と支援措置



EU におけるバイオ燃料の普及を促進する政策と支援措置



CO2 回収と貯留または隔離（CCS）技術の採用に関する政策と支援措置



ガス化複合発電（IGCC）設備（特に水素源として使用）のための政策と支援措置



中東における太陽光発電の政府支援
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2.2

省エネルギーのための革新的技術を採用するための政策と支援措置

2.2.1

EU のケース

欧州連合（EU）は、2020 年までにエネルギー消費を現在の消費ペースが 2020 年まで変わらなか
ったとした場合の 2020 年の消費予測に対して 20％削減すると約束した。
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
この目標は、「20％エネルギー効率目標」とも呼ばれている。言い換えれば、EU は、2020 年に、石
油換算で 14 億 7400 万トン 1を上回ることのない一次エネルギー消費と、同じく 10 億 7800 万トンを
上回ることのない最終エネルギー消費量を達成することを約束していることになる。
EU のエネルギー効率指令 2012 では、2020 年までに EU が 20％のエネルギー効率目標を達成
するための拘束力のある措置を確立している。この指令のもとで、EU 諸国は、エネルギーチェーン
の生産から最終消費に至るまでのすべての段階でエネルギーをより効率的に使用することが求めら
れる。
この指令において、「エネルギー効率」はエネルギーの輸入と希少なエネルギー資源への過度な依
存への対処であり、気候変動を抑制し、それに伴う経済危機を克服するために必要あると述べられ
ている。一次エネルギー消費量を削減し、エネルギー輸入量を削減することにより、EU の供給安全
性を向上させる。温室効果ガス排出を費用対効果の高い方法で削減し、それによって気候変動を緩
和するのに役立てる。この指令は、特にエネルギー部門からの温室効果ガス排出量を削減すること
で、2050 年に競争力のある低炭素経済に移行し、また 2050 年までにゼロエミッション発電を達成
するというロードマップの目標達成にも貢献するとされる。
EU の加盟国は、コスト効率の高い省エネの残された可能性や、エネルギー輸出入の変化、すべて
の再生可能エネルギー源の開発、さらに CO2 の回収と貯留、それらの早期のアクションなど、一次エ
ネルギー消費に影響を与える国の状況を考慮に入れることが可能であろう。
2.2.2

ノルウェーのケース

ノルウェーは、スウェーデンと共同で、再生可能エネルギーによる発電量を増やすための「共通電力
証書市場」と呼ばれるシステムを導入している。これは、ノルウェーとスウェーデンが 2012 年から
2020 年にかけて再生可能エネルギー由来の発電量を 26.4 TWh 増加させることを共通の目標とし
ている。ノルウェーは、両国に所在する発電シェアにかかわらず、半分の 13.2 TWh 分の資金を調達
する義務がある。
電力証書に関する法律の要件を満たす発電業者は、再生可能エネルギーによる電力 1 メガワット時
（MWh）あたり 1 単位分の電力証書を受け取ることができる。

1

石油換算トン（tonne of oil equivalent, toe）とはエネルギーの単位で、1 トンの原油を燃焼させたときに得ら
れる約 42 ギガジュールのエネルギーを 1 ユニットとしたもの。

7

電力供給者と特定の消費者グループ（エンドユーザーに電力を供給したり、自ら発電した電力を消
費したり、自ら消費する電力を北欧の電力取引や二国間協定により購入したりする事業者）は、電力
使用量または電力販売量の一定比率に応じた電力証書購入が義務付けられている。
電力証書を受け取ることができる発電業者は、売電の収入に加えて、電力証書の売却でも収入を得
ることができる。このシステムは、再生可能エネルギー由来の発電量の増加を促進する。
電力証書システムに関する情報は、以下のサイトから入手可能である。
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/
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2.3

EU におけるバイオ燃料の普及促進政策と支援措置

バイオ燃料利用の拡大は、EU にとって温室効果ガス排出量を削減する重要な戦略となっている。
2009 年の EU の 再生可能エネルギー指令（Renewable Energy Directive；RED）は、再生可能エ
ネルギーの活用を促進することを目的としている。この指令は、国ごとに全エネルギーに占める再生
可能エネルギーの割合の目標を定め、2020 年までに再生可能エネルギーの割合を（エネルギーベ
ースで）最低 10％に設定している。実際には、この 10％の目標はバイオ燃料の大幅な使用増によっ
てのみ達成することができる。
再生可能エネルギー指令では、EU 加盟各国が 2020 年までに、再生可能エネルギーが総エネル
ギー需要の少なくとも 20％を満たすことを達成することを求めている。すべての EU 加盟国はまた、
2020 年までに輸送用燃料の少なくとも 10％が再生可能資源（つまりバイオ燃料）から得られることを
確実にしなければならない。
EU のバイオ燃料へのアプローチに影響を与える重要な最近の進展の一つに、バイオ燃料の持続
可能性に対する注目がある。一部のバイオ燃料は、従来の燃料に比べて温室効果ガスの実質的な
削減をもたらさない。これに重大な影響を及ぼすのは、直接的および間接的な土地利用の変化（例
えば、バイオ燃料の需要が増えた結果、もともと食糧/飼料/繊維の為に使用されていた土地がバイオ
燃料の生産用に直接的または間接的に転用される）や、それに関連した社会経済的影響（例えば、
土地保有の紛争、強制労働/児童労働、農民の労働環境の悪化、安全衛生の危険性など）である。
欧州会計監査院の最近の報告書（2016 年）は、EU で使用されるバイオ燃料の持続可能性を評価
するためのより厳格な制度の必要性を強調している。
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=37264
2013 年に EU は、コスト競争力のある世界クラスのバイオ燃料の開発に貢献し、EU における持続可
能なバイオ燃料の展開を促進することを目指して、欧州バイオ燃料技術プラットフォーム（EBTP）を
創設した。
このプログラムは、すべての利用可能な支援手段を最大限に活用する研究開発および実証プロジェ
クトにおける公的および私的投資を促進するため、戦略的研究アジェンダを作成する官民共同のパ
ートナーシップである。
http://www.biofuelstp.eu/downloads/ebtpreports/ecn-sustainable-transport-visions-beyond-2020.pdf

2.3.1

フランスのケース

フランスは EU で最大のエタノール市場になっている。フランスは、2016 年に 2,375 百万リットルの
エタノールを生産し、次いでドイツは 1,163 百万リットルを生産し、英国は 985 百万リットルを生産し
た。フランスの貿易協会である Bioethanol Collective のデータによると、無鉛の SP95-E10 が 9 月
にフランスの総燃料販売の 38.5％を占めた。
エタノール系ガソリンは、レギュラーSP95（36.8％）とハイオク SP98（23.6％）の市場シェアを凌駕し
た。2017 年の 9 月までのデータでも、SP95-E10（スーパーガソリン）が最も売れ行きの高い燃料とし
て 0.7％上回るシェアを占めている。
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2016 年 1 月 1 日以降、SP95-E10 にかかる税（エネルギー製品への国内消費税と VAT）がリットル
当たり 0.35 セント減額された。同時に、SP95 および SP98 燃料に対しては 2.0 セント、ディーゼル
燃料に対しては 3.6 セント増額された。2017 年 1 月 1 日以降、企業のガソリン使用上の VAT の控
除率は 10％となっている。エタノール混合ガソリン SP95-E10 の VAT 控除率は、その後毎年増加
し、2018 年に 20％、 2019 年に 40％ 2020 年には 60％、2021 年 1 月 1 日には 80％になる。フ
ランスにおいては、ガソリンエンジン車を選び SP95-E10 を燃料として選択する方向で車両を徐々に
更新していける企業には最も課税されないということになる。
2.3.2

イタリアのケース

2018 年 3 月 1 日、EU 委員会は、先進的なバイオメタンとバイオ燃料のための 47 億ユーロの公的
支援スキームを承認した（https://www.jdsupra.com/legalnews/european-commission-approveseur4-7-55162/）。このスキームの下では、農業用地を必要としない原料（廃棄物、農業残留物、藻
類）を使用する先進的なバイオメタンやバイオ燃料の生産者は、化石燃料生産と比較してよりコスト
高になった分を補うプレミアムを受け取ることができ、輸送部門の化石燃料と競合できるようになる。
生産者がバイオメタンの流通や液化を改善するための投資を行う場合は、このプレミアムを高められ
る。
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1441_en.htm
このスキームはまた、農家に農業活動に由来する家畜排泄物およびその他の残留物からバイオ燃
料およびバイオメタンを生産し、それらを農業機械および車両の動力源として利用するようにインセ
ンティブを与える。
このスキームは、高度なバイオ燃料およびバイオメタンを一定比率で燃料にブレンドする義務がある
輸送燃料小売業者によって資金提供されることになる。
このスキームは、イタリアの輸送部門における 2020 年の再生可能エネルギーの使用目標を達成し、
気候変動に対応し、輸送部門における化石燃料を置き換えるのに役立つとされている。
2.3.3

ジェット燃料について

現在普及している主な再生可能ジェット燃料（RJF）は、カメリナなどの非食用植物油や食品業界の
廃棄植物、植物油の製造工程の副生物を原料とし、水素化処理した HEFA（水素化処理されたエス
テルおよび脂肪酸）である。この技術は既に商用化されているが、スケールアップの可能性は持続
可能な原材料の利用可能性によって制約を受けている。（リグノセルロース系）バイオマス源を再生
可能ジェット燃料に転換することができる技術は、HEFA 経路以外にもあるが、これらの技術の多くに
おいては、（一部の）生産プロセスは商業規模ではまだ実証されていない。
さらに、高い生産コストが、再生可能ジェット燃料の自主的な取り込みを妨げている。航空部門は、ジ
ェット燃料の生産のために用いられるバイオマス供給に十分な量が確保できない（バイオマスは既に
他の分野で高い需要がある）ため、他のバイオマスのエンドユーザー（例えば、電気、熱、道路輸送、
海洋、生化学、および生体材料）との間で、利用可能なバイオマスの奪い合いになっている。EU の
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バイオマスの供給ポテンシャルは、2030 年までに予測されるバイオエネルギー需要を賄う余裕はあ
るが、すべてのバイオマスの利用分野における需要の伸びに対応する余裕は失われつつある。
大規模に展開するためには、かなりの資金が必要になる。すべてのシナリオで、化石ジェット燃料の
価格が大幅に上昇したり、生産コストが大幅に削減されたりしない限り、RJF の価格プレミアムは存
在し、（原材料と技術の組み合わせにかかわらず）2030 年以降も継続すると考えられる。
EU において RJF 導入の総経費として 104 億ユーロが計上された。これらの資金は、RJF と化石ジ
ェット燃料の価格差を補うだけのもので、技術開発に必要な研究開発資金は含まれていない。
RJF の化石ジェット燃料に対する価格プレミアム（762€/ t RJF）は、CO2 排出削減コスト（RJF を使用
することで回避される排出コストとしての 242€/ t CO2 の削減）に対して、2020〜2030 年を平均して、
他の緩和オプションよりも比較的高いものになっている。EU の空港から出発する乗客 1 人当たりの
コスト（すべての便または国内線のみが対象となるかどうかに応じて、0.9〜4.1 ユーロ/乗客、これは、
上記の価格プレミアムの平均値を 1 トンの燃料で運べる乗客の数で割ったもの）は大きなものではな
く、上記の計算で使用した飛行時間にかかるカーボンオフセットのコスト削減（0.4〜1.5 ユーロ/乗客）
によってさらに緩和される。
現在、RJF のための政策は EU 全体としては存在せず、その価格プレミアムは、航空会社または外
部（公的または私的）の共同資金調達で対応する必要がある。
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2.4

CO2 回収および貯留または隔離（CCS）技術の採用に関する政策および支援措置

2.4.1

EU のケース

EU は、革新的な低炭素エネルギー実証プロジェクトのための世界最大の資金提供プログラムの 1
つであるプログラム NER 300 を立ち上げた。このプログラムは、EU 域内で商業的規模の環境にや
さしい CO2 回収・貯留（CCS）技術と革新的な再生可能エネルギー（RES）技術を実証するための動
機付けとして構想されている。
欧州エネルギープログラム（EEPR）および NER300 （https://ec.europa.eu/energy/en/fundingand-contracts）を通じた EU の規制による促進や、共同資金調達の機会があっても、CO2 の回収と
貯留は期待通りの速度では進展していない。欧州委員会で発足した 2013 年の協議では、以下の
点が指摘されている：


20 以上の小規模の CCS 実証プロジェクトが世界で運転されているが、いずれも EU
には存在しない



現在のカーボンプライス（炭素税や排出権）などの水準では、企業は CCS に投資する
経済的合理性はない



第 1 世代の CCS 発電所は、同規模の従来発電プラントより 60〜100％高価になると
予想される



研究開発活動やスケールメリット発現によって、CCS の費用は長期的には減少するこ
とが期待される

欧州委員会は、最初の提案募集の下で、20 の再生可能エネルギープロジェクトに総額 11 億ユーロ
を資金提供した。この金額は、20 億ユーロを超えるプライベートな資金源からの借入金に追加的に
見積もられたものと推定されている。
ヨーロッパでは、CCS の大きな勢いは過去 12 ヶ月間にわたって着実に増え続けている。ノルウェー
とロッテルダム港の両方が、産業施設から CO2 を回収し、海底下での恒久的な貯留に向けて輸送す
ることができる最初の欧州 CCS クラスターを創設する提案を進めている。
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2.5

ガス化複合発電（IGCC）設備（水素源）のための政策と支援措置

2.5.1

EU のケース

IGCC は現在のところ、イタリアのいくつかの製油所で、副生物や残渣の水素化脱硫や水素化分解
プロセスのための貴重な水素や、熱や電力を生成するための一酸化炭素（CO）に変換するために
適用されている。スペイン、オランダ、チェコ共和国で操業している 3 つの IGCC プラントは、コーク
ス、石炭、バイオマスを各国の電力系統向けの電力に変換している。
EU には IGCC プラントの設置自体を促進する政策はないが、Decision 2017/1442 では、欧州議会
と理事会の産業排出権指令 2010/75/EU が定めた効率の基準と排出の基準を整合させるための利
用可能な最良技術（BAT, Best Available Technology）を確立した。
BAT（最良の利用可能技術）の結論は、指令 2010/75/EU の第 II 章でカバーされている設備の許可
条件を設定するための参考であり、管轄当局は、通常の運転条件下では、 BAT の結論に記載され
ている最良の利用可能な技術に基づく排出量を超えないように排出制限を設定しなければならない。
100MWth 以上の IGCC 発電所から大気への SO2 排出に対する BAT 関連排出レベル（BAT-AEL）
は、年間平均で 3-16mg / Nm3 である。
100MWth 以上の IGCC 発電所から大気への NOx 排出は、年間平均 10-25mg / Nm3 である。
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1503383091262&uri=CELEX:32017D1442
大規模な燃焼プラントを考慮し、ガス化、IGCC および/または燃焼装置の正味の発電効率および/ま
たは正味の総燃料利用率および/または正味の機械エネルギー効率を決定した。
上記の値は、EN 規格に従って、ユニットの試運転後や、正味の電気効率および/または正味の総燃
料使用量、および/または ユニットの純粋な機械的エネルギー効率に著しく影響を及ぼし得るような
改造が施されるごとに、フル負荷で性能試験を実施することによって決定される。
EN 規格がない場合、BAT は、それと同等の科学的品質のデータの提供を保証する ISO、国内規
格またはその他の国際規格を使用することである。
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2.6

UAE における太陽光発電の政策支援

過去 3 年間、アラブ首長国連邦のユーティリティ（電力、ガス、水）供給会社は、導入した入札制度の
貢献もあり、価格引き下げを進めてきた。今では他の地域でも使用されているその入札モデルは、引
き続き太陽エネルギー価格に下押し圧力をかけ続けることとなる。
価格 の下落 は、 ドバイ の南東 の砂漠 に ある巨大なモ ハ メド・ ビ ン・ ラシッ ド ・アル ・マ ク ツー ム
（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）ソーラーパークを開発しているドバイ電力・水道局（DEWA）
のプロジェクトから始まった。ユーティリティ供給会社は、25 年間の電力購入契約（PPA）において、
5.84¢ / kWh の価格で支払うことに合意した。DEWA は、それまで独立していた Dubai Electricity
Company と Dubai Water Department の合併により、1992 年に設立された公共サービスインフラ
企業である。この国営企業の目的は、適切かつ信頼できる電力と水の供給をドバイの人々に提供す
ることである。
2016 年 6 月、DEWA は、アブダビに拠点を置くマスダル（Masdar Company）が率いるコンソーシ
アムが 800MW の太陽光発電プラントを建設し、そこで生産する電力に対して 2.99¢ / kWh を受け
取ると発表した。今年の 3 月、アブダビ水電力省（ADWEA）が、中国の会社ジンクソーラー
（JinkoSolar）が率いるコンソーシアムに、アルアイン（Al Ain）近くのスウェイハン（Sweihan）工場に
1.2GW の巨大な発電所を建設する契約を結んだ際にも、再び価格が下落した。ADWEA は、2019
年の初めに操業する予定である発電所からのエネルギーに対し、2.42¢ / kWh を支払う予定である。
なお、ADWEA はアブダビに拠点を置く公共サービス機関であり、1998 年に設立された。
実際に価格下落を引き起こしたのは、公益事業者が採用した入札へのアプローチであった。料金表
を設定して入札への参加者を募るのではなく、発電能力を設定して価格での入札を行った。
もう一つの重要なポイントは安い設備費であり、これがアラブ首長国連邦で重要な要因となった。ここ
では、太陽エネルギー開発者は世界で最も安い設備コストを享受している。開発者に対して規制や
設置コストを最小限に抑えるように大きなソーラーパークが設定されている。安定した政治情勢の中
で十分な銀行融資が行われているため、債務は安くなっている。また、事業者がプロジェクトの過半
数の株式を取得する場合、エクィティも利用可能である。アラブ首長国連邦の基準金利は最新で
2.25％となっている。金利は 2007 年から 2018 年まで平均 1.33％となっている。その他、日本との
比較においては、日射量、太陽光パネルの装置寿命、安い運転維持費も要因となっている。したが
って、太陽光パネル自体への補助金等の政府支援がなくても、低価格での普及を実現できていると
考えられる。
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3.0

装置産業における低炭素化に向けた生産プロセス導入のための投資促進制度
に係る調査

3.1

調査内容

このセクションでは、各国の石油と化学（特に石油化学）産業における CO2 排出削減と投資促進制
度の詳細に関して以下を含む調査を行った。
•

石油と化学産業における設備投資のための制度（例：減価償却）

•

CO2 排出削減のためのインセンティブを提供する政策（優遇税制や規制）

•

プラントの実証から商業化までのプロセスにおける開発投資リスクを軽減するための制度と
政策

この調査では、以下の地域・国を対象とした
•

EU

•

英国

•

ベルギー

•

ドイツ

•

シンガポール

•

中国
EU における排出権取引制度（ETS）

3.2

EU の排出権取引制度（EU ETS）は、気候変動に対処する EU の政策の基本であり、温室効果ガス
排出をコスト効率よく削減するための重要なツールである。これは世界で初めての主要な炭素マー
ケットであり、今でも最大である。
特徴は、次のとおり。
•

石油精製および石油化学を含む多くのエネルギー多消費型産業に適用される

•

義務的なキャップ・アンド・トレード制度

•

個々の国にあった同様の取り決めに取って代わる EU 全体の単一のキャップ

•

対象汚染物質には、CO2、亜酸化窒素、パーフルオロカーボンなどが含まれる

ETS は上記の英国、ベルギー、ドイツにも適用されている。
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
ETS は結果的に評判が悪く、これまではあまり効果的ではなかった。
景気の低迷やカーボンリーケージにより、域内の排出量が減少したため、当初設定された排出枠は
大きすぎた。これが未使用の排出権とクレジットの余剰をもたらし、クレジット価格を下落させた。この
ため、この制度は排出量削減にはあまり効果的ではなかった。このような ETS の欠点の証拠は、次
のニュースレポートで示されている。
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https://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/03/eu-has-failed-to-save-carbon-marketfrom-long-term-gloom-say-ana/
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/28/reform-of-eu-carbon-tradingscheme-agreed
3.3

英国における制度

3.3.1

強化された資本控除制度

エネルギー効率の高い機器に適用される資本控除は、減価償却の税相当額であることに注意が必
要である。したがって、この制度は減価償却控除の改善と同等である。このスキームにより、企業は新
しい機器を購入し、そのコストを利益に課される税額の削減に使用することができる。これにより、新
しい機器導入の正味のコストが削減される。したがって、この助成は補助金の一種として捉えることが
できる。
この制度の目的は、企業に次のことを促すことである。
•

ビジネスのためのエネルギー効率を高める設備投資

•

利益にかかる税金を減らすことによる資金の節約

•

間接費の削減とエネルギー使用料の削減

•

資産の構築

•

キャッシュフローの押し上げ

•

厳しい環境規制要件への適合

この制度は、エネルギーを消費する企業において次のような対策を促進しようとしている:
•

企業のエネルギー効率を高める新しい設備への投資

•

より少ないエネルギーを使用することは、より少ない CO2 が放出されることを意味する。した
がって、排出量は削減される。

•

企業にとって以下のインセンティブがある:
o

会社の税額が減るので新しい装置を導入する正味コストが削減される

o

その会社はより少ないエネルギーを使用することになるので、エネルギーコストが節
約される

o

その会社は、CO2 の排出が少なくなり、公共イメージがよくなる

英国政府の望みは、英国産業の全体的なエネルギー効率を高めることである。それによって、英国
が国際協定のもとで必要とされる CO2 排出量削減の約束履行に役立つのである。
したがって、この制度は省エネルギーと CO2 の排出削減を目指している。企業に対して、エネルギー
効率の良い設備の導入への補償として、税金節減を提供することによって、実行を奨励するもので
ある。これは、通常の会計実務と比較した場合の機器の償却期間がはるかに短くなることに相当する。
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最初の 1 年間の控除は、企業が単一の課税年度で得た課税対象利益に対して新規に取得した装
置コストの 100％を控除することが可能である（即時償却相当）。これは、事業所の課税上の利益に
対して新しいプラントや機械のコストを購入した会計年度において償却できることを意味する。この新
しい装置は、最初の 1 年後には完全に減価償却されるので、その後のこの装置の減価償却は不要
となる。
この制度は「エネルギー技術リスト（ETL）」に含まれるエネルギー効率の高い機器のうち、実際に一
定の要件を満たしたものに適用される。例として、下記のものがある。
•

自動監視およびターゲティング（AMT）装置

•

ボイラー設備

•

コンバインド・ヒート・パワー（CHP）

•

圧縮空気機器

•

ヒートポンプ

•

暖房、換気および空調（HVAC）装置

•

照明

•

モーターとモータードライバ

•

配管断熱材

•

冷凍装置

•

廃熱を電力に転換する装置

https://www.carbontrust.com/etl/?gclid=EAIaIQobChMI6dHnmJfG2QIV7JztCh1u5QSdEAA
YASAAEgIuJPD_BwE
ETL は、企業の省エネルギー製品の詳細を提供するリストで、政府のビジネス・エネルギー・産業戦
略部（BEIS）が作成し毎月更新している。このリストには、ボイラー、ヒートポンプ、電気モーター、空
調システム等々、幅広い製品と技術が含まれている。
リストに含めるには、指定されたすべての製品が指定された基準を満たしている必要がある。これら
の基準は、各製品が良好なエネルギー効率を有することを保証している。
創設以来、このスキームは約 60,000 の製品を評価しており、現在では 57 の技術カテゴリを備えて
いる。
この制度は 2001 年に始まったが、英国の産業界では妥当な評判を得ている。
3.3.2

石油精製：工業の脱炭素化およびエネルギー効率ロードマップ 2017

これは、「2050 年の脱炭素化に向けたロードマップ策定のための共同行動」構想の一部であり、工
業の脱炭素化およびエネルギー効率改善のロードマップを官民で作成するための英国政府と石油
会社の共同事業である。主な目的は次のとおり。
•

脱炭素化とエネルギー効率に関する戦略とリーダーシップの提供

•

最先端技術の活用の拡大
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•

財務へのアクセスの改善

•

クラスタリング機会の発掘 2

•

スタッフトレーニングの改善

•

熱回収プロジェクトと CO2 回収の奨励

上記の支援メカニズムに加えて、英国政府はこのスキームの一部としていくつかの財政援助を提供
する予定である。これには、フィージビリティスタディと工業用熱回収プロジェクトへの設備投資に対
する財政支援が含まれる。
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652109/oilrefining-decarbonisation-action-plan.pdf
2050 年向けの石油精製ロードマップでは、技術的な脱炭素化ポテンシャルの最大値として 2050 年
までに年間 600 万トンの CO2 排出量削減が示されている。これは、2012 年レベルと比較して排出
量を 64％削減することに相当する。
石油化学を含む化学部門についても同様の 2050 年ロードマップが作成されている。
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-decarbonisation-and-energyefficiency-roadmaps-to-2050
3.3.3

気候変動税

気候変動税（CCL）は、英国の家庭以外のユーザーに供給されるエネルギーに対する税金として
2001 年に導入された。その目的は、エネルギー効率を高め、CO2 排出量を削減するインセンティブ
を提供することである。しかし、この税制を適切な炭素税で置き換えることが求められている。
英国の気候変動対策プログラムの一部を形成するものである。ほとんどのエネルギー利用者に課税
されるが、家庭および運輸部門などは特別に除外されている。また、製油所には適用されない。気候
変動に関する合意に署名したエネルギー集約型のユーザーは、最大 90％の免税を得られる可能性
がある。
直接的な CO2 排出を引き起こさないにもかかわらず、原子力発電にも課税される。もともと、新しい再
生可能エネルギーと認可されたコージェネレーション・スキームから発電された電力には課税されな
かったが、2015 年 7 月の予算において、これらの免除は 2015 年 8 月 1 日付けで削除された。
https://www.gov.uk/green-taxes-and-reliefs/climate-change-levy

クラスタリング機会とは、英国の製油所の周辺に他のエネルギー企業を集めてエネルギー産業集積地（日本
の工業団地のような）を形成する可能性のことである。その目的は、製油所の副産物（例えば、熱や CO2）を第
三者が利用できるようにすること、およびインフラのネットワーク（産業用熱回収、産業用 CO2 捕集・使用/貯
留、熱ネットワークなど）の共有である。
2
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ドイツにおける制度

3.4

ドイツは再生可能エネルギーに多額の投資をして CO2 排出量を削減している。一方で、エネルギー
消費を削減するために、業界内のエネルギー効率化も促進している。
3.4.1

環境イノベーションプログラム

連邦環境・自然保護・原子炉安全省は、環境イノベーションプログラムとして、気候保護や資源効率
改善などの主要な環境分野における工業規模のパイロットプロジェクトに資金を提供している。これ
らのプロジェクトは、環境への被害を減らし予防するために、どのように革新的な技術を実施すること
ができるのかを示している。
このいわゆる環境イノベーションプログラムは、実証目的に十分適したもので、横展開が可能なプロ
ジェクトに焦点を当てている。このプロジェクトはまた、関係する技術と環境規制の枠組みの両方の
更なる洗練につながっている。中小企業には優先的に資金が提供される。
成功事例には、ドイツ復興金融公庫（KfW）からのローンの金利相当の付与、または投資助成金のいず
れかが与えられる。KfW はこの制度の管理面と財務面を支え、連邦環境庁は環境技術の問題を管理し
ている。

https://www.umweltinnovationsprogramm.de/englisch
1999 年から 2008 年の期間に約 100 件のプロジェクトに総額 9,000 万ユーロの資金が調達された。
しかし、この資金は多数の環境分野に分散しているため、エネルギー効率に関連するプロジェクトの
数はほんのわずかである。
上記の数字に基づくと、1 プロジェクト当たりの平均補助金は 90 万ユーロであった。
プロジェクトの例として下記のものがあった:
•

高炉設備におけるトップガスリサイクル

•

省エネルギーLED 照明の設置

•

廃熱の発電への利用

http://iepd.iipnetwork.org/policy/bmu-environmental-innovation-programme
3.4.2

エネルギー集約型産業との自主協定

自主協定目標の達成に向けてエネルギー集約型産業を動機付けるために、税金の総額の 90％を
補填するだけの大きな税還付がエネルギー税と電気税に付与される。税還付は、以下の目標と条件
が満たされた場合にのみ付与される。
http://www.iipnetwork.org/IIPFactSheet_Germany.pdf
ドイツにおける産業界との最初の自主協定は 1996 年に終了した。その後 2000 年に、国家の 19 の
産業協会に拡大し、個々の排出削減目標を協会ごとに策定した。2010 年までの総削減量は、1990
年の排出量レベル比で 24.8％、595 百万トンの CO2 に相当すると推定されている。2013 年から
2222 年までの最新の自主協定にはいくつかの変更が含まれている。目標は、排出削減の代わりに
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エネルギー削減として策定されている。これらのターゲットは法的拘束力を持たない。しかし、これら
の目標を達成することは、大きな税還付の対象となるための前提条件になっている。2015 年時点で、
この協定にはエネルギー管理システムの強制的な導入も含まれる予定である。

20

3.5

ベルギーにおける制度

3.5.1

産業エネルギー効率プロジェクトの財政支援

地方政府では、エネルギー効率改善プロジェクトへの資金援助を行っている。これは次の形をとって
いる：
•

現金補助

•

税額控除
エネルギー集約型産業とのエネルギー政策セクター協定

3.5.2

参加企業は、エネルギー投資計画書を作成することにより、エネルギー使用量を削減することが奨
励されている。内部収益率（IRR）が 15％以上のエネルギープロジェクトは、すべて実施される必要
がある。各企業は、実現したエネルギー削減量と、どのエネルギー効率化プロジェクトを実施したか
を毎年報告する必要がある。これらの報告書は政府によって検証されている。
http://www.klimaat.be/files/4914/6901/4152/Landscape_of_climate_finance_in_Belgium.pdf
企業がこのような契約を締結するためのインセンティブには、以下のものがある。
•

エネルギー効率の向上

•

省エネルギー投資に対する財政支援

この合意のさらなる要件は、すべてのプラント拡張や新規プラントのエネルギー消費の観点で最適
化されなければならないことである。この最適化が実行されたかどうかの証明を、政府に提出する必
要がある。
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3.6

シンガポールにおける制度

3.6.1

炭素税

シンガポールは最近、25,000 トン/年以上の温室効果ガスを排出する企業は、2019 年から炭素税に
直面すると発表した（2018 年 2 月 19 日発表）。
炭素税は、シンガポールの温室効果ガス排出量の 80％を占める大企業 30-40 社を対象としている。
同日、政府はさらに排出量の残りの 20％をどのように考慮すべきかを検討すると述べた。
http://www.straitstimes.com/singapore/singapore-budget-2018-carbon-tax-of-5-per-tonneof-greenhouse-gas-emissions-to-be-levied
3.6.2

エネルギー効率基金（E2F）

エネルギー効率基金（E2F）は、産業施設のエネルギー効率を改善するため、企業による以下の取り
組みを支援している。
•

開発計画の設計段階の早い段階におけるエネルギーと資源効率の改善案の統合

•

エネルギー効率改善の機会を特定するための施設の詳細なエネルギー評価の実施

•

エネルギー効率の優れた設備や技術への投資

このスキームでは、コンサルティング会社による設計のレビュー費用の一部を負担する。
E2F は下記の提供も行っている：
•

エネルギーアセスメント －エネルギー監査のコストの最大 50％の資金提供（プロジェクトあ
たり上限 20 万ドル）

•

エネルギー効率の優れた設備または技術 －エネルギー効率の高い設備または技術への
投資コストの最大 30％の資金提供

http://www.nea.gov.sg/grants-awards/energy-efficiency/energy-efficiency-fund-(e2f)
https://www.nccs.gov.sg/climate-change-and-singapore/reducing-emissions/industry
3.6.3

加速減価償却費制度（ADAS）

老朽化しエネルギー消費のより多い設備をエネルギー効率が良く、エネルギーを節約できる設備に
置き換える際の、設備投資の早期償却または減価償却を可能とする税制優遇制度である。投資手
当（IA）と呼ばれるエネルギー効率化制度は、通常の投資手当に加えて、エネルギー効率化投資に
対して課税所得に対する 30％の投資引当金を追加する。
3.6.4

シンガポール認定エネルギー管理者（SCEM）プログラムと研修助成金

SCEM トレーニング・グラントは、地域の専門家や専門的なエネルギー管理能力を開発するために
Employment and Employability Institute（e2i）が管理する共同資金制度である。この制度は、製造
施設の管理に携わるか、またはエネルギーコンサルティングサービスを提供する技術者や管理者を
対象としている。
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http://www.nea.gov.sg/grants-awards/energy-efficiency/singapore-certified-energymanager-(scem)-programme-and-training-grant
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3.7

中国における制度

3.7.1

ターゲットベースのエネルギープログラム

2006年以来、最も大規模なエネルギー集約型企業に対して、義務的なエネルギー削減プログラム
が実施されている。このプログラムは、2011年には16,000を超える企業に拡大され、2014年に年間
216百万toeの削減を達成した。最大の効率向上はセメント、化学、軽工業で実現した。
第 13 次 5 カ年計画（2016-20）は、2020 年までに 2015 年レベル比で 15％のエネルギー原単位
の改善と、その年までに年間 560 百万 toe の省エネルギーを目標としている。エネルギー効率と生
産性の向上のバランスを実現するように、経済的再編によって目標とする省エネルギーの 65％を占
めるように計画されている。この規模への再編には、焦点を絞った長期的な政策リーダーシップが必
要である。
https://www.iea.org/eemr16/files/medium-term-energy-efficiency-2016_WEB.PDF
3.7.2

排出権取引制度の導入

中国は2017年12月、2019年に排出権取引制度を導入すると発表した。これには、中国の排出量の
40％を占めるすべての発電所が含まれる。将来的に石油精製や石油化学業界にまで拡大する可
能性がある。
http://english.gov.cn/news/video/2017/12/22/content_281475985835838.htm
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4.0

装置産業における低炭素化に向けた業種横断・連携による最適化の可能性に
係る調査

4.1

背景

2016 年度の日本の温室効果ガス（GHG）排出量は 2018 年 1 月に公表された速報値（修正）ベー
スで CO2 換算約 13 億トンである（http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html）。このうち、代
表的な大規模プロセス産業である石油製品製造、事業用発電、化学工業および鉄鋼部門から排出
された GHG は CO2 換算で約 7 億トンである。内訳は、石油製品製造部門から 22 百万トン、事業用
発電部門から 461 百万トン、化学工業部門から 61 百万トン、鉄鋼部門から 141 百万トンである。
日本は石油および天然ガスのほとんどを海外からの輸入に依存しているため、過去の 2 度の石油シ
ョックや原油価格高騰等の経験から、大量の化石燃料を消費する国内の製油所や石油化学プラント、
火力発電所等は、長年にわたってエネルギー効率改善の経営努力を重ねてきた。その結果、単一
事業所での更なる省エネルギーの余地は、皆無ではないが、かなり少なくなってきている。そして、
単一事業所において残された省エネルギーの余地の多くは、大きな設備投資を必要とし、かつその
投資は単純な省エネルギーのメリットだけでは所定の期間内に回収できないものである（それ故に手
付かずの状態である）。
一方、製油所と石油化学プラントには、自社内では利用価値の低い製品・半製品や未利用熱があり、
その自社での付加価値向上や活用には多額の設備投資を伴う。しかしながら、隣接する他社のプラ
ントでは、それらを投資無しまたは少額の投資にて、価値ある原料または（半）製品として使用できる
可能性がある。即ち、異業種間で連携する事により、「連携しない場合には価値が低い」モノや未利
用熱の有効活用が期待される。更に、発電所や製鉄所も製油所や石油化学プラントとの連携の余
地がある。
国内における石油、化学、鉄鋼等の生産物の需要は長期的には減退するとの見通しだが、世界に
おける需要は引き続き成長が期待される。内需の衰退に応じて生産能力を減じるだけでは競争力が
失われるだけであり、日本および世界における長期的な需給バランスの見通しも踏まえつつ、コスト
も加味しながら新たな生産プロセスや新たな原料調達となるサプライチェーンを構築出来るかが、日
本の装置産業の生き残りの鍵となる。
国内でコンビナートを構成している企業間での連携の必要性は長年議論されているが、製油所と石
油化学プラントが一体運営されている海外の先端事例に比べて、国内には必ずしも連携が進んでい
ないコンビナートが散見される。単一工場での省エネルギー（または CO2 排出削減）の余地が少な
いとすれば、革新的な技術の導入や企業間連携の強化以外に、更なる CO2 排出削減の余地は大
きくないと考えられる。
本項では、製油所、石油化学プラント、製鉄所等の大規模装置産業で構成されるコンビナートにお
いて、企業間連携を更に進めた場合の CO2 排出削減効果および経済性効果、そしてその課題や誘
発策などを調査した。
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4.2

調査方法

4.2.1

製油所と石油化学プラントの連携（RPI）の調査方法論

石油精製は原油を出発原料として各種の石油製品を製造する産業である。一方、石油化学はもとも
と、ナフサに代表される、石油精製の比較的付加価値が低い留分や副生物を出発原料として発展し
た産業である。
石油製品と石油化学製品の市況のサイクルの違いや石油製品の需要構造の変化、石油化学誘導
品の多様化等により、今やナフサは必ずしも常に最適な石油化学原料ではない。製油所と石油化
学プラントの連携（Refinery Petrochemical Integration, RPI）とは、製油所が最適な原油を選択・処
理し、製油所からその時点で最適な原料を隣接する石油化学プラントに供給することにより、石油化
学コンビナートを構成する製油所と石油化学プラントが共に安定した収益を上げる取り組みである。
石油化学コンビナートに存在する製油所および石油化学プラントに、両者の間でどのような連携（原
料や半製品の融通、用役の融通、インフラやサービスの共有・共用等）が行われているかを聞き取り
調査し、これまで実施された RPI の事例を体系化して構築した「ベストプラクティス」と比較する事に
より、各々の石油化学コンビナートの RPI の現状をベンチマーキングする事が可能である。RPI を推
進するためには、対象となるコンビナートの RPI の現状を把握する事が必要であり、最初に RPI ベ
ンチマーキング 3を実施する。
次に、対象となる製油所と石油化学プラントの装置構成や立地、製品構成、用役の需給等に鑑み、
両者の間で更なる連携が可能な案件を発掘・抽出する。この段階では、技術や経済性に関する細か
な検討は行わず、ベストプラクティスでは行われている連携を「可能性がある案件」として列挙する。
発掘・抽出された案件のうち、明らかに実施が不可能、或いは経済的に成り立たないものを除き、優
先順位を付けて技術的および経済性評価を行なう。案件は、投資を伴わないか、配管を繋ぐ程度の
少額の投資で実施可能なものと、大きな投資を伴うものに分類し、最終的には実行・実施のロードマ
ップを作成して、個々の案件を実行・実施に移すことを提案する。
原油、石油化学原料、石油製品および石油化学製品の市況は絶えず変化するため、プロジェクトの
中で合意した内容（数量・価格・規格）のままで連携を続けることは難しい。従って、プロジェクトの最
終段階では、プロジェクトが完了した後も永続的に連携を継続できるような仕組み（ブラックボックスを
利用した連携スキーム）を構築する事が重要となる。

3 RPI ベンチマーキングとは、KBC が過去に手掛けた RPI プロジェクトで蓄積された情報・データおよび文献調査等で得
られた情報を体系化した RPI に関する「ベストプラクティス」に照らして、対象となる製油所と石油化学プラントの連携度合
いを KBC 独自の手法で指標化する手法。コンビナートごとに製油所および石油化学プラントの設備構成や装置の特性等
が異なるため、連携可能な案件もコンビナートごとに異なる（例えば、水素化分解装置に関する連携案件は水素化分解装
置が存在するコンビナートでしか実施できない）。そこで、物理的に連携が可能な案件を抽出し、各々の案件の実施状況と
メリットへのインパクトを勘案して、KBC のノウハウに基づき連携度合いを数値化する。
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4.2.2

参照サイトの RPI ベンチマーキングと温室効果ガス排出削減ポテンシャルの算出

もともと、RPI は製油所と石油化学プラントの収益改善を目的としていたが、その案件の中には、CO2
排出削減に資するものが少なくない。
例えば、省エネルギーに関する案件は殆どが CO2 排出削減に繋がる。また、設備の効率改善も
CO2 排出削減に繋がる。CO2 排出量の多い燃料にしかならなかった留分や半製品が付加価値の高
い製品にアップグレードされるような案件も、結果的に CO2 排出削減に繋がる。
CO2 排出削減に資する典型的な RPI 案件は水素の有効活用である。
製油所は脱硫装置で大量の水素を消費する。製油所の接触改質装置（リフォーマー）は水素を副生
するが、多くの製油所はリフォーマーの副生水素だけでは脱硫装置が消費する水素を賄いきれない
ので、ナフサまたは LPG 等を原料とする水素製造設備が稼働している。水素製造設備にはエネル
ギー多消費型プロセスであるスチームリフォーミングがあり、水素を得るために大量の CO2 が排出さ
れている。
一方、石油化学プラントの中核設備であるエチレンプラントの分解炉オフガスには水素が含まれてい
るが、その水素を回収するには設備投資が必要なため、水素を含むオフガスを燃料として自家消費
している石油化学プラントが少なくない。
エチレンプラントの分解炉オフガスから水素を回収して製油所の脱硫用に使用すれば、水素を製造
するために排出している CO2 を削減する事が出来る。オフガスを燃料としていた石油化学プラントは、
水素を製油所へ送った分だけ燃料が必要となるが、製油所には燃料ガスが豊富にあるので、それを
石油化学プラントへ送れば良い。送った燃料に含まれる炭素の分だけ、本案件による CO2 排出削減
量が相殺されるため、水素代替の燃料としては、炭素の少ないメタン（LNG 由来）等が望ましい。
以上のように、製油所と石油化学プラントの連携の案件の中には、CO2 排出削減に資するものが少
なくない。
今回、KBC が過去に RPI プロジェクトを実施した事のある匿名のクライアントより、そのプロジェクトの
成果物を本調査事業に活用する事の同意を得た。具体的には、プロジェクトの対象となった製油所
と石油化学プラント（以後、「参照サイト」）の RPI ベンチマーキングの結果およびプロジェクトで発掘
された連携案件リストの活用である。
本調査において、まず参照サイトで発掘された各 RPI 案件につき、CO2 排出削減の可能性および
その規模を評価し、RPI を進めることによる CO2 排出削減ポテンシャル（PCO2 by RPI）を試算した。
但し、参照サイトの RPI プロジェクトは用役システムの最適化をスコープとして含んでいなかったこと
から、この部分に関しては、過去に国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の調査事業として行われたコンビナートの用役最適化検討の公開報告書を活用して、RPI
推進による CO2 排出削減ポテンシャルを推算した。
次に、参照サイトの RPI ベンチマーキング値（BTRPI）から、RPI をベストプラクティスの水準に高める
余地（RPI ベンチマーキングのギャップ、GAPRPI）を算出した。
GAPRPI ＝ 100% － BTRPI (%)
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コンビナートに立地している製油所の原油処理能力と石油化学プラントのエチレン生産能力はコン
ビナートごとに大きく異なる。そこで、参照サイトの製油所の原油処理能力、エチレン生産能力およ
び GAPRPI から、製油所の原油処理能力当たりおよびエチレンプラントのエチレン生産量当たりの、
RPI ギャップを 1%埋めるごとに達成され得る CO2 排出削減ポテンシャル（RPICO2, Ref および
RPICO2, PC）を算出した。
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
RPICO2, Ref (ton-CO2/y/bpd 4/%) ＝
原油処理能力 (bpd) ✕ GAPRPI (%)
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
RPICO2, PC (ton-CO2/y/tpa 5/%) ＝
エチレン生産能力 (tpa) ✕ GAPRPI (%)
コンビナートに用役センターを設立してコンビナート構成各社の用役設備を集約（統廃合）するような
連携案件は、製油所と石油化学プラント以外のステークホルダーの合意形成が必要であり、個社の
企業努力と CO2 排出削減のインセンティブだけでは実現が困難であるため、RPICO2 の試算は用役
センターを設立するケースとしないケースの両方に対して実施した。
4.2.3

日本全体で RPI を進めた場合の CO2 排出削減ポテンシャルの推定

国内の石油化学コンビナートに立地している全ての製油所およびエチレンプラントに、RPI の簡易ベ
ンチマーキングに必要な情報を集めるための質問票への回答を依頼した。
原理的には、コンビナートを形成している製油所と石油化学プラントの何れかから回答があればベン
チマーキングは可能だが、両者から回答を得た場合には、両方の回答を加味してベンチマーキング
を行った。
質問票に回答頂いた多くの企業より、回答内容は解析用途に限定し、公開は控えるよう要請を受け
た。そこで、個々のコンビナートのベンチマーキング結果は非公開とし、それを集計した日本全体の
RPI ギャップ（GAPRPI）のみを公開する事とした。集計方法は、各々のコンビナートの GAPRPI の原油
処理能力ベースの加重平均である。
n

日本の GAPRPI ＝

[Σ ｛（個々の GAP

RPI）i

]

× （個々の原油処理能力）i ｝ ÷ 総原油処理能力 6

i=1

4

bpd: barrel per day（1 日あたりの原油処理量）

5

tpa: ton per annum（年間生産量）

6

日本の総原油処理能力ではなく、コンビナートに立地する製油所の原油処理能力の合計
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参照サイトの RPICO2,

Ref

、コンビナートに立地する国内製油所の原油処理能力および日本の

GAPRPI から、日本全体で RPI を進めた場合の CO2 削減ポテンシャル（PCO2 by RPI）を推算した。
日本全体の PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
＝ RPICO2, Ref (ton-CO2/y/bpd/%) ✕ 原油処理能力 (bpd) ✕ 日本の GAPRPI (%)
同様に、参照サイトの RPICO2, PC 、コンビナートに立地する国内石油化学事業所のエチレン生産能
力および日本の GAPRPI から、日本全体で RPI を進めた場合の CO2 削減ポテンシャル（PCO2 by RPI）
を推算した。
日本の PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
＝ RPICO2, PC (ton-CO2/y/tpa/%) ✕ エチレン生産能力（tpa） ✕ 日本の GAPRPI (%)
4.2.4

RPI 以外に想定されるコンビナート連携と温室効果ガス排出削減ポテンシャル

石油化学コンビナートには、製油所と石油化学プラント以外に、発電所や製鉄所が立地していること
が多い。火力発電所や高炉を有する製鉄所は温室効果ガスの大きな排出源であり、案件の種類とし
ては限られるが、製油所や石油化学プラントとの連携の可能性がある。
これらの発電所や製鉄所と製油所や石油化学プラントとの連携については、過去のスタディーの経
験や国内のコンビナートからの質問票への回答・コメント、文献、聞き取り調査等を活用して、可能性
を調査する。
4.2.5

国内の石油・石油化学コンビナートへの聞き取り調査

本調査事業の目的の一つに、連携が進まない理由の解明や、連携を加速させるための政策的支援
や誘発策等の検討が含まれることから、コンビナートに事業所を展開する以下の企業に聞き取り調
査を実施した。
A 社（化学会社、事業所）
B 社（石油会社、製油所）
C 社（石油会社、本社）
D 社（化学会社、本社）
E 社（化学会社、本社）
F 社（鉄鋼メーカー、本社）
G 社（鉄鋼メーカー、本社）
H 社（電力会社、本社）
また、コンビナート連携に関わる業務経験の豊富な有識者への聞き取り調査も実施した。
4.2.6

聞き取り調査に基づく国の支援策や規制等の誘発策の考察

聞き取り調査の結果を踏まえ、コンビナートにおける異業種連携の加速による CO2 排出の更なる削
減の為の支援や規制等の誘発策について考察した。
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4.3

調査結果

4.3.1

製油所と石油化学プラントの連携とそれによる CO2 排出削減

4.3.1.1

世界における RPI の傾向

製油所と隣接する石油化学（オレフィンおよび芳香族）プラントの間では、図 1 に示すようなハイドロ
カーボンおよび用役のやり取りが可能である。

図 1

製油所・エチレンプラント・芳香族プラントの典型的な連携

隣接する製油所と石油化学プラントが何処まで高度に連携しているかは、国や地域ごと、或いは隣
接するプラントのオーナーシップにより、レベルの差がある。
例えば、シンガポールは製油所と石油化学プラントが高度に連携している。


同国の製油所と石油化学プラントは比較的新しく、多国籍企業である国際石油メジャ
ーによって、建設段階で製油所とエチレンプラントが一体運営を前提として設計されて
いた



具体的には、エクソンモービルやシェルの製油所と石油化学プラント、シンガポール・
リファイニング・コーポレーション（SRC）の製油所とペトロケミカル・コーポレーション・オ
ブ・シンガポール（PCS）の石油化学プラントである

米国の製油所とそれに隣接する石油化学プラントは、シンガポールに比べて古くから操業されてい
るが、以下に挙げる理由・背景により、シンガポールのそれらと同程度の連携を実現している。


幾つかの製油所と石油化学プラントは一体運営を前提として設計・建設された。例え
ば、エクソンモービルやシェルの米国内の製油所とそれに隣接する石油化学プラント
がこれに該当する
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幾つかの製油所と石油化学プラントは、別々に建設されたが、その後に連携を進化さ
せるプロジェクトを実施した。フィナ（FINA）の製油所とビーエーエスエフ（BASF）の石
油化学プラントがこれに該当する

中東では、原料（原油）事情を背景として、大規模でかつ高度に連携した製油所と石油化学プラント
が建設されている。
世界最大の国際石油メジャーである ExxonMobil は、製油所と石油化学プラントの連携の重要性を
繰り返し強調している。
file:///C:/Users/miurat/Downloads/Nov2010%20BoA%20Merrill%20Lynch%20Conf%20pres
entation.pdf
http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/investorreports/2013/2013analystmeetingfinalweb-posting.pdf
RPI ベンチマーキングの方法論は、新設の製油所と石油化学プラントにも、既存の製油所と石油化
学プラントにも、付加価値の向上という観点で適用される。
世界中で、製油所とそれに隣接する石油化学プラントの間では、ハイドロカーボンのやり取りは殆ど
のサイトで行われている。一方で、やり取りをしている種類や量は、サイトごとに異なる。
用役の共用はハイドロカーボンのやり取りよりも実施率が低い。
物流やサービスの共用・共有が実施されている事例は少なく、主に同一の企業（グループ）が隣接
する製油所と石油化学プラントの双方を所有しているケースである。
RPI による最も大きなメリットは、市況の変化に柔軟に対応して原料選択と操業を調整し、収益を最
大化する事によってもたらされる。
高度に連携した製油所と石油化学プラントはエネルギー効率が高いので、CO2 排出が相対的に少
なくなる。
また、典型的な石油化学原料であるライトナフサを中東から輸入する場合、ナフサ専用船は１回の航
海で約 6,500 トンの CO2 を排出するが、近隣の製油所からパイプラインで供給する原料に置き換わ
れば、石油化学原料の輸送に伴う CO2 排出も削減される。（注： 隣接する石油化学プラントへ供給
する原料は、原油選択や製油所の操業の最適化により生み出されるので、原油の輸送回数が増え
る訳ではない。）
このように、製油所と石油化学プラントの連携強化は、経済性に留まらず、CO2 排出削減にも寄与す
る。
4.3.1.2

RPI のベストプラクティスとベンチマーキング

4.3.1.2.1 極東アジアの RPI の事例（石油精製・石油化学の一体設計の新設プラント）
製油所と石油化学プラントが最も高度に連携している事例として、設計段階から一体運営を前提とし
て極東アジアに近年建設された某プラントの設備構成を図 2 に示す。

31

図 2

一体運営を前提として設計された製油所と石油化学プラントの構成

このサイトの特徴は以下の通り。


製油所と石油化学プラントが単一事業所として操業されており、海外資本と現地資本
の合弁



エチレンプラントは、水素化分解された減圧軽油（VGO）のような重質分も含めて処理
可能な原料多様化設備



製品の約 10%は輸出向けである



芳香族抽出後の分解ガソリンのラフィネートはナフサ分解炉原料



芳香族プラントの製造品目はパラキシレン



分解炉からの C5 は分解炉原料としてリサイクル



分解炉からの C9 はガソリンブレンドおよび FCC ガスプラントへ



分解炉からの C10+ は水添して軽油ブレンド



分解タールは自家燃料



生産計画用 Linear Program（LP）は製油所から石油化学誘導品までを網羅し、多期
間



モデル

7

流通や物流の設備は共用

製油所と石油化学プラントの繋がった LP を使用して原油を選択し、分解炉は様々な原料に対応出
来るので、コスト競争力が非常に高い。

7多期間モデル（Multi

Period Model）の LP とは、複数の期間（時間）を同時に最適化する線形計画法（Linear Program,
LP）を使用した生産計画ツールの事である。通常、製油所や石油化学プラントは毎月生産計画を策定するが、主原料であ
る原油や石油化学用ナフサは遠く中東から船で運ばれるので、2～3 ヶ月先に使用する原料を 「今」 選択しなければなら
ない。単期間モデル（Single Period Model）の LP を使用して原油・ナフサを選択する場合、翌月から数ヶ月先までの生産
計画を月ごとに LP で最適化する。しかしながら、実際の生産活動は月ごとに区切られている訳ではないので、向こう数カ
月先までを一つの塊として最適化した方が、月ごとの最適化の積み重ねよりもより大きな収益を生む事が出来る。製油所と
石油化学プラントが高度に連携しているサイトでは、最適化の変数が多く、また定期整備のタイミングの違いなど、期間を考
慮した生産計画立案が必要であるため、多期間モデルを活用するケースが多い。
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4.3.1.2.2 東南アジアの RPI の事例（独立した既設プラントが後から連携を強化）
建設当初は独立した製油所と石油化学プラントとして運営されていたが、その後のオーナーシップ
の変化（合弁や買収等)に伴い、両者が高度な連携を実現した事例として、東南アジアの某製油所
および石油化学プラントの設備構成を図 3 に示す。

図 3

別々の事業所として発足後に高度な連携を実現した製油所と石油化学プラントの構成

このサイトの特徴は以下の通り。


事業所は複数で、製油所と石油化学プラントで合弁のオーナー構成が異なる



ガス分解炉の原料としてエタンを購入



ナフサ分解炉の原料としてはライトナフサだけを使用



芳香族プラントはオルト、メタおよびパラキシレンを製造



製品の約 30%は国外へ輸出



エチレンプラントの初留塔はファウリングの抑制に FCC のライトサイクルオイルを活用



分解タールは重油および自家燃料



芳香族プラントは混合キシレンを原料として輸入



生産計画用 LP は製油所から石油化学誘導品までのカバーし、多期間モデル



流通や物流の設備は共用



サービスの共有も（中央制御室、消防設備）

製油所と石油化学プラントの繋がった LP を使用して原油を選択するが、ナフサ分解炉の原料はライ
トナフサに限られるため、極東アジアの事例に比べると競争力がやや見劣りする。
4.3.1.2.3 中東の RPI の事例（新設かつ大規模なプラント）
製油所と石油化学プラントが高度に連携し、かつ各々が大規模で最新鋭な設備である事例として、
設計段階から一体運営を前提として中東の産油国に近年建設された某プラントの設備構成を図 4
に示す。

33

図 4

一体運営を前提として設計された中東産油国の製油所と石油化学プラントの構成

このサイトの特徴は以下の通り。


製油所と石油化学プラントが単一事業所として操業されており、オーナーも単一企業



芳香族抽出後の分解ガソリンのラフィネートは分解炉へ



分解炉ボトムの C9+ は重油ブレンド



C4 ラフィネートは MEBE 原料



このサイトが立地する地域では、C5 誘導品のビジネス展開は経済的ではなかった



FCC 装置のオフガスからの C2 回収は行われていない



芳香族プラントはパラキシレンのみ製造



製品の 80%は輸出向け



水素は完全に連携して使用



蒸気、アミン、硫黄回収装置、酸性水ストリッパー（SWS）は完全に連携



生産計画用 LP は製油所から石油化学誘導品までのカバーし、多期間モデル



流通や物流の設備は共用（桟橋など）



サービスの共有も（中央制御室、調達、消防設備）

副生物や半製品のやり取りは必ずしも最高水準とは言えないが、産油国に立地し、世界トップクラス
の規模の製油所と石油化学プラントが一体で運営されており、コスト競争力が非常に高い。
4.3.1.3

RPI ベンチマーキングの方法論

製油所と石油化学プラントの連携の具体的な案件は、図 5 に示されるように、原料や中間製品（ハイ
ドロカーボン）のやり取り（青色）、用役の融通（赤色）、インフラやサービス等の共有・共用（灰色）に
分類される。
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図 5

RPI 案件の分類

各分野に対して、製油所と石油化学プラントがどの程度連携しているかをベストプラクティスと比較す
ることにより、そのサイトの連携度合いを数値化（ベンチマーキング）する事ができる。
RPI ベンチマーキング値が低いサイトは、更なる連携により製油所および石油化学プラントの収益改
善を図る余地が大きいということになる。
4.3.1.4

日本の RPI プラクティス

日本国内には、製油所とエチレンプラントが立地する石油化学コンビナートが 7 ヶ所（鹿島、千葉、
川崎、四日市、堺、水島および大分）あり、程度の差こそあれ、製油所と石油化学プラントは連携して
いる。
日本の製油所とそれに隣接する石油化学プラントの多くは、一部を除いて所有している企業が異な
るため、ベストプラクティスと比較して、RPI は限られている。典型的な日本の RPI のパターンは図 6
に示されるように部分的な連携である。同じ企業、または同じ資本系列に属する製油所と石油化学
プラントは比較的連携が進んでいるが、異なる企業が所有しているプラント間の連携は限られる。

図 6

典型的な日本の石油化学コンビナートの連携パターン

35

日本の石油化学コンビナートにおける現状の連携の特徴および将来の連携強化の可能性は以下の
通り。


同一企業が隣接する製油所と石油化学プラントを保有している場合、ベストプラクティ
スに近い連携が進んでいる



資本系列が異なる製油所・石油化学プラントで構成されるコンビナートにおいては、部
分的な RPI が行われている（例えば、同一企業または同じ資本系列が所有する製油
所と潤滑油プラント、製油所と石油化学プラント、製油所と芳香族プラント、エチレンプ
ラントと芳香族プラント等）



その連携の内容は比較的 「やり易いもの」 に限られる



この現状は、製油所とエチレンプラントがコストの最小化と付加価値の最大化を図る上
での大きな制約になっている



ナフサ分解プラントと製油所や芳香族プラントの更なる連携の余地は存在する



製油所および/またはエチレンプラントの規模が大きい以下のコンビナートは、RPI を進
めることにより特に大きなメリットが生まれる可能性がある





千葉



川崎



水島

合併・買収、事業統合或いは合弁・共同運営は、RPI を進める推進力となり得る

岩国・大竹のようにエチレンプラントは存在しないが製油所と複数の石油化学誘導品プラントが存在
するコンビナートは、規模は小さいながらも RPI の余地がある。また、周南のように製油所は存在しな
いがエチレンプラントと複数の石油化学誘導品プラントが存在するコンビナートは、石油化学プラント
同士の更なる連携（Petrochemical Petrochemical Integration, PPI）の余地がある。
製油所や石油化学プラント（即ち、ハイドロカーボン産業）以外の大規模プロセス産業との連携の可
能性もある。例えば、基礎化学品工場（電解、アンモニア、メタノール等）、製鉄所、発電所などであ
る。
4.3.1.5

参照サイトの RPI ベンチマーキング

KBC は、過去に RPI プロジェクトを実施したクライアント（石油会社および石油化学会社）の中の 2
社に、本調査事業への協力を要請した。その結果、過去のプロジェクトで実施した RPI ベンチマー
キングおよび発掘された RPI 案件の概要を本調査事業に活用する事への同意を得た。
RPI プロジェクトにおいて対象となった製油所と石油化学プラント（参照サイト）は、製油所、エチレン
プラント、芳香族プラントおよびエチレンプラントのオーナーを含む複数の企業が操業する石油化学
誘導品プラントで構成される石油化学コンビナートの一部である。なお、参照サイトの製油所の原油
処理能力および石油化学プラントのエチレン生産能力は、日本の石油化学コンビナートの連携の例
示として相応しい規模である。
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両者は比較的 RPI が進んでいるとの認識を持っていたが、更なる連携の強化を狙って、KBC と共に
RPI プロジェクトを実施した。当該プロジェクトのスコープは、RPI の現状把握（ベンチマーキングを
含む）、RPI 案件の発掘、優先順位の高い案件の技術的および経済性評価、そしてロードマップの
検討である。検討の範囲は原料や半製品の相互融通、インフラやサービスの有効活用で、用役（蒸
気・電気・水素）の最適化は検討対象外（次のフェーズに持ち越し）とした。
参照サイトの RPI プロジェクトでは用役（蒸気・電気・水素など）の連携検討を実施していないため、
用役の連携に関しては、2000 年代前半に NEDO の調査事業として行われた、コンビナートの用役
最適化検討の公開報告書を活用した。
以上の情報に基づき、参照サイトのプロジェクト開始時点の RPI の現状をベンチマークした結果を図
7 に纏めた。

図 7

参照サイトの RPI ベンチマーキング結果

RPI ベンチマーキングは、RPI の現状を図 8 に示したように定性的に評価する手法である。
連携が全く無い状態から、連携の初期段階（Initial）、連携が進んだ状態（Substantial）、大規模な
連携（Extensive）、価値の最大化を実現（Max Value）の 4 段階に評価する。
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図 8

RPI ベンチマーキングの評価レベル

各々の連携分野の定性評価の結果（四分割評価）を、各分野の重要度を加味して加重平均する事
により、参照サイト全体の RPI のベンチマーキング値を算出した結果、参照サイト全体の RPI ベンチ
マーキング結果は連携が進んだ状態（Substantial Integration）と評価できた。
ベンチマーキング結果（ギャップ）と CO2 排出削減余地の関係

4.3.1.6

4.3.1.6.1 参照サイトの RPI プロジェクトで発掘された案件推進による CO2 排出削減余地
参照サイトの RPI コンサルティング・プロジェクトにおいては、検討の初期段階で 60 件以上の連携
のアイディアが発掘された。各アイディアについて、経済性（実現した場合のメリットと投資の有無お
よびその規模）および実行難易度（技術、リスク、規制、その他）の概要を俯瞰的に検討し、実現可能
性が高いと判断された 28 件のアイディアを優先的に取り組む連携案件としてリスト化した。
特に優先度の高い連携のアイディアとして、以下の案件の詳細評価および実現可能性の議論を行
った。




運転改善


ナフサのカットポイントの改善



エチレンプラントの高圧蒸気を製油所へ



エチレンプラントの C5 を製油所のガソリンブレンドへ

原料


ナフサ分解炉の原料として LPG を増やす



ナフサ分解炉で軽油およびそれより重質な留分を分解
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製油所と石油化学プラントを一体として原油と石油化学原料の選択



コンデンセートの活用

自家燃料


分解タールを製油所の自家燃料に



分解ボトムの C9+ を製油所の FCC ガスプラントの原料または重油のカッター
に





分解ボトムの C9/C10 をガソリン基材に、C10+ を灯油の基材に



製油所のスラリーの微粉を除去

ナフサスプリッター


フルレンジナフサの収率を最大化し、より多くのライトナフサをナフサ分解炉へ



フルレンジナフサ・スプリッターの能力増強

また、比較的大きな投資を伴うが、大きなメリットを生む可能性のあるアイディアとして、以下の案件の
評価を行った。
•

複数工場でプロピレンスプリッターを活用

•

固定床の接触改質装置を連続再生式に置き換え

幾つかの RPI 案件は、経済的なメリットに加えて、温室効果ガスの排出削減にも貢献する。例えば、
以下の様な連携のアイディアである。


用役（蒸気、燃料、電気）の連携


サイト全体のエネルギー効率を高めるので、用役の共有や最適化によりエネル
ギーの使用量が減れば、直接的に CO2 排出が削減される



一方、用役システムの改善案件の中には、用役設備の新設や更新、熱交換器
の新設・増強・配管の撤去と引き回しなど、高額な設備投資を伴うケースが多
い。そして、他国の同業他社よりもエネルギー効率改善が進んでいる日本の製
油所や石油化学プラントにおいて、未だに実施されていない投資案件の多く
は、省エネルギーによるメリットでは投資回収年が長くなり、企業の投資要件を
満たさないものが多い。そのような案件を実現させるためには、CO2 の排出削
減に対するインセンティブ、または CO2 の排出に対するペナルティー（追加の
炭素税のような政策）が必要となる。



水素の連携


4.2.2 項で述べた通り、製油所では脱硫用に多量の水素を消費するが、その
多くをナフサ等のスチームリフォーミングで賄っている。スチームリフォーミング
は製油所の中でも特に CO2 排出量が多い装置であり（最大で製油所が排出
する CO2 の 20%を占める）、このプロセスによる水素の発生量を抑えることが
出来れば、CO2 排出が大きく削減される。

39



原料の連携


日本は石油化学原料（主にナフサ）を中東に依存しており、石油化学原料をパ
イプラインで繋がっている近隣の製油所から供給を受ける事により、石油化学
原料の輸送に伴って排出される CO2 が削減される 8。



日本の石油製品の需要は減退の一途を辿っており、国内の製油所の生産量
が減らない場合、余剰の石油製品は海外へ輸出されることになる。製油所から
近隣の石油化学プラントに供給される原料が増えれば、輸出にまわる石油製
品が減るので、石油製品の輸出に伴って排出される CO2 も併せて削減され
る。

連携アイディアの中には、経済的なメリットを生むが、結果として CO2 排出が増える案件もある。
例えば、流動接触分解装置（FCC 装置）をより過酷度を上げて運転すると、プロピレン等の付加価値
の高い製品の収率が向上するが、より多くのエネルギーを消費する事になる。
また、ナフサ分解炉で重質な原料を分解した場合にも、結果として CO2 排出が増えてしまう。
CO2 排出が増える連携案件をどうするかは、地球温暖化防止の観点では、RPI の課題の一つとなる。
参照サイトの RPI 案件のうち、実施に伴い CO2 排出量に影響を及ぼし得るものを抽出し、CO2 排出
削減量の変化の概算値を試算した結果を表 1 に纏めた。（排出が削減される案件はマイナス、排出
が増加する案件はプラス表記である。）

製油所が購入する原油は、産地やグレードにより、LPG・ナフサ・ガソリン・灯軽油・重油等の収率が異なる。また、同じ
原油を使用しても、蒸留装置のカットッポイントや二次装置の処理量・過酷度を変えることにより、各種製品の収率を変える
ことが出来る。製油所は、近隣の石油化学プラントに原料を供給することを前提として原油を選択し、かつそれを前提として
生産計画を立てれば、石油化学プラント向けに原料を供給することよって原油の輸入量が変わる訳ではないので、原油の
輸送に伴って排出される CO2 量に変化は無い。

8
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表 1

参照サイトの CO2 排出量に影響のある RPI 案件の一覧
収益改善

9

設備投資

m$/y
ナフサ分解炉の LPG 原料の柔軟性強

10

CO2 排出への影響
大規模投資

大規模投資

無し

有り

t-CO2e/y

t-CO2e/y

1 - 10

Major

< -10,000

< -10,000

> 10

無し

ca -10,000

ca -10,000

<1

Minor

< 10,000

< -10,000

FCC ドライガスの回収

> 10

Major

0

> -100,000

燃料ガスからの水素の回収

> 10

Major

0

> -100,000

1 - 10

無し

> -100,000

> -500,000

1 - 10

無し

> +10,000

> +10,000

化
原油と石化原料選択の最適化
LCO をナフサ分解炉のクエンチオイル
に

エチレンプラントから製油所へ高圧蒸気
を供給
エチレンプラントの C5 をガソリン基材に
FCC を高過酷度運転

*

Major

0

ca +10,000

*

Major

0

ca -200,000

脱硫装置を分解モードで運転

*

Major

0

< -10,000

軽油留分をナフサ分解炉で分解

*

Major

0

> +10,000

Minor

> +10,000

> +10,000

Major

> -100,000

> -100,000

固定床接触改質装置を連続再生式に
建て替え

FCC 能力増強
水素の回収を強化

*

1 - 10
*

参照サイトの RPI プロジェクトでは優先順位が低かったため、経済性評価をしていない

表中の 2 つの案件につき、案件の概要、KBC が独自に試算した経済性および CO2 排出量への影
響を以下に解説する。それ以外の案件についてはノウハウ等の問題で詳細は開示できない。
事例 – 1

FCC ドライガスの回収

FCC ドライガスの回収案件の概要、経済性および CO2 排出量への影響のメカニズムを紹介する。
製油所の FCC 装置のオーバーヘッドからのガス（通称 FCC ドライガス）には価値の高いエタン、エ
チレン、プロパン、プロピレン等が含まれている。多くの製油所において、FCC ドライガス中のプロパ
ンおよびプロピレンは回収され、隣接する石油化学プラントへ供給されているが、エタンおよびエチ
レンは回収されず、燃料ガスの一部となっているケースが多い。

参照サイトの原油処理能力およびエチレン生産能力に鑑み、表中の収益改善額は、日本の石油化学コンビナートにお
いて十分に達成し得る水準である。

9

Major 投資/Minor 投資の区別は会社ごとに異なる。一般的には、各企業の投資基準に照らし、投資額および/または
投資回収年が一定水準未満で、現業部門が投資判断を下せる投資が Minor、取締役会や経営会議等における議決が必
要な投資が Major とみなされる。

10
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この案件は、FCC オーバーヘッド後段の不飽和ガスプラントから C2 以下の留分を分離し、エチレン
プラントの深冷分離工程へ送ってエタンおよびエチレンを回収するものである。エタンは分解炉の原
料、エチレンは誘導品の原料として使用される。C2 以下の留分には若干の水素も含まれている。分
解炉オフガスから水素を回収しているエチレンプラントであれば、この水素も回収可能である。
この案件は、エチレンプラントの深冷工程にガスの受け入れ余地があり、かつ FCC ドライガス中のエ
タンおよびエチレンの濃度が回収に見合うレベルにある事が成立の前提である。本案件は、FCC 装
置をより高過酷度で運転することにより（FCC ドライガス中のエタンおよびエチレンの濃度が上がるの
で）経済性が向上する。
FCC ドライガスには酸素、窒素酸化物（NOx）、硫化水素およびその他の硫黄化合物、ニトリル化合
物、硫化カルボニル（COS）、CO2、水、アセチレン、砒素および燐等の不純物が含まれている。本
案件を実施するためには、ニッケル触媒反応器、苛性ソーダ洗浄塔、モレキュラーシーブおよび活
性アルミナの乾燥塔、アセチレンの水添反応器などが必要である。
本案件の実施に際しては、製油所と石油化学プラントの生産計画用 LP（統合 LP）を使用して、FCC
ドライガスからエタン・エチレンを回収するオプションとそれらを回収せずに燃料として使用するオプ
ションの経済性を継続的に監視する必要がある。市況の変化などにより、本案件の実施継続が経済
的に不利な場合や、エチレンプラントの定期整備中には、エタン・エチレンを回収せずに燃料とする
ことが出来るよう、その経路を残しておくべきである。
本案件の実施による CO2 排出量への影響は、以下の通りである。


回収される分のエチレンを石油化学プラントでナフサ分解により製造した場合の CO2
排出が削減される



上記で使用するナフサを中東から輸入する際に船から排出される CO2 排出が削減さ
れる



回収したエチレンの代わりの燃料（天然ガスまたは製油所の燃料ガス）の燃焼により
CO2 が排出される



水素も回収可能な場合は、回収される水素をスチームリフォーミング（SMR）により製
造した場合の CO2 排出が削減される



回収した水素の代わりの燃料（天然ガスまたは製油所の燃料ガス）の燃焼により CO2
が排出される



製油所は石油化学プラントへエチレンおよび水素の代替燃料を供給するために原油
の輸入量を増やす必要はないので、その輸送に伴う CO2 排出量に変化はない 11



原料ナフサの一部がエタンに置き換わることにより、CO2 排出が削減されるが、回収し
たエタンの代わりの燃料（天然ガスまたは製油所の燃料ガス）の燃焼により CO2 が排出
される（相殺によりインパクトは小さいので、試算対象外）

製油所においては、購入する原油を変える、および/或いは蒸留装置のカットッポイントや二次装置の処理量・過酷度
を変えることにより、各種製品の収率を変えることが出来る。製油所は、近隣の石油化学プラントに燃料ガスを供給すること
を前提として原油を選択し、かつそれを前提として生産計画を立てれば、石油化学プラント向けに水素代替の燃料ガスを
供給することよって原油の輸入量が変わる訳ではないので、原油の輸送に伴って排出される CO2 量に変化は無い。
11
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ドライガスから C2 以下の留分を分離・精製する工程で CO2 が排出される（但し、使用
される機器の装置が吸着塔のようなエネルギーをあまり消費しない機器で構成され、
CO2 排出のインパクトは小さいので、試算対象外）

FCC ドライガスには 3wt%前後の水素、25wt%前後のエタンおよび 35wt%前後のエチレンが含まれ
ている。ドライガス中のエチレンおよび水素は 80％程度が回収可能である。
参照サイトの FCC ドライガスの流量および組成、ドライガスからのエチレンおよび水素の回収率およ
び年間の稼働日数から、参照サイトにおける本案件の CO2 排出量に及ぼすインパクトを以下の式に
基づき算出した結果、10 万 ton-CO2/年以上の削減効果が確認された（削減効果の数字は非公開）。
CO2 排出削減量（ton-CO2/y）
≒

エチレン回収量 （ton-ｴﾁﾚﾝ/y） × ナフサのエチレン原単位 （ton-ﾅﾌｻ/ton-ｴﾁﾚﾝ）
× ナフサ分解工程の CO2 排出 （ton-CO2/ton-ﾅﾌｻ）
＋ ナフサを輸送する際に排出する CO2 （ton-CO2/cargo） × 輸送船削減（cargo）
＋ 水素回収量 （ton-H2/y） × SMR からの CO2 排出 （ton-CO2/ton-H2）
－ 代替燃料必要量 （ton-FOE） × 代替燃料の CO2 排出原単位 （ton-CO2/ton-FOE）

事例 – 2

水素回収の強化

水素回収強化案件の概要、経済性および CO2 排出への影響のメカニズムを紹介する。
前述の通り、製油所は脱硫用に水素を大量に消費している一方、石油化学プラントは水素を含むオ
フガスを燃料として消費しているケースが多い。
石油化学プラントの燃料ガス中の水素を回収して製油所に供給することにより、製油所ではスチーム
リフォーマーの稼働を下げるか、最も望ましいケースでは同装置が不要となる。
このスキームを図 9（連携前）および図 10（連携後）に示す。

図 9

連携前（製油所はスチームリフォーマーで水素を製造）
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図 10

連携後（石油化学プラントから製油所へ水素を供給）

参照サイトにおいては、石油化学プラントはエチレンプラントのオフガス中の水素は回収して製油所
へ供給していたが、この事業所において未だ回収可能な水素が燃料ガスの中に含まれていた。な
お、既に回収していた水素をスチームリフォーマーで発生させていた場合の CO2 排出量は 10 万
ton-CO2/年以上であった。
未回収の水素を技術的に可能な範囲で回収し、製油所でスチームリフォーマーの稼働を下げるか、
或いは（複数の）スチームリフォーマーのうちの 1 基の稼働を停止する事により、CO2 の排出が削減
される。本案件の実施による CO2 排出へのインパクトは、以下の通りである。


参照サイトで稼働していた全てのスチームリフォーマー（SMR）を停止する事が可能で、
同装置が排出していた約 10 ton-CO2/ ton-H2 の CO2 排出が削減される



分解炉オフガスのうち、水素が燃料になっていた分が他の燃料ガスに置き換わる。燃
料ガス中の炭素の分だけボイラーからの CO2 排出が増える。参照サイトにおいては、
メタン・エタンを主成分とする製油所の燃料ガスをエチレンプラントへ供給するベース
でボイラーからの CO2 排出量の増加を試算した



厳密にはスチームリフォーマーが使用していた原料を中東から輸入する際に船から排
出される CO2 排出が削減され得るが、CO2 排出のインパクトは小さいので、試算対象
外



石油化学プラントで水素を追加で回収する際にエネルギーを使用するので、厳密に
はその分だけ CO2 排出量が増えるが、圧力スイング（PSA）式の吸着装置の CO2 排出
のインパクトは小さい（約 0.3 kWh/Nm3-H2 × 0.35 kg-CO2/kWh ≒ 0.12 kg-CO2/Nm3H2）ので、試算対象外

参照サイトにおいて追加で回収が可能な水素量および年間の稼働日数から、参照サイトにおける本
案件の CO2 排出量に及ぼすインパクトを算出した結果は、10 万 ton-CO2/年以上の削減効果が確
認された（削減効果の数字は非公開）。
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CO2 排出削減量
≒ 回収可能な水素をナフサの SMR で製造する際の CO2 排出量（ton-CO2/y）
－ 水素の代わりに燃料ガスを使用する事により排出される CO2 量（ton-CO2/y）
製油所において特に水素の消費量の多い装置は、重油の直接脱硫装置および重質留分の水素化
分解装置であり、減圧軽油の水素化分解装置、重油の間接脱硫装置が続く。近年、自動車排ガス
による大気汚染を防止する目的で、自動車燃料であるガソリンや軽油の硫黄含有量の規制が強化さ
れ続けている。そのため、石油製品の需要は減退傾向にあるにも関わらず、脱硫用の水素の需要は
増える傾向にある。更に、国際海事機関（IMO）による船舶燃料油に含まれる硫黄分濃度規制強化
は、2020 年以降に脱硫用水素の需要を更に押し上げる可能性がある。
FCC 装置のライトサイクルオイルは将来需要が大きく減ると見られる。ライトサイクルオイルの処理方
法として有力な LCO-X と呼ばれる分解技術があるが、LCO-X は水素を大量に消費するので、同装
置が国内で普及すると、水素の需要が更に増える。
石油化学工場において燃料として消費されている水素を可能な限り回収して製油所の脱硫用に使
用することは、これから需要が増える可能性がある水素の製造に伴って排出される CO2 の量を抑え
る一つの重要な手段となる。
4.3.1.6.2 参照サイトにおける用役（エネルギー）の連携による CO2 排出削減
参照サイトを対象とした RPI プロジェクトにおいて、用役の連携はスコープに含まれていなかったた
め、この部分の RPI 強化による CO2 排出削減ポテンシャルは、別の手段で評価・解析する必要があ
る。
コンビナートに立地する製油所と石油化学プラントを対象としたエネルギー連携は、NEDO の研究
開発事業でも過去に多くの検討がなされてきた。その切り口は多様であり、下記のようなものがある。


工場内の加熱・冷却用役を工場間レベルで共有化して効率化を図る省エネ策



工場で発生する未利用廃熱を近隣の工場で有効活用する省エネ策



ユーティリティシステムを統合する省エネ策



プロセスの統合を伴う地域連携

本項では、これらを以下のように分類する
① 用役（熱）の共有化と廃熱の活用
製油所ではプロセス内の流体温度として 150℃以下の温度領域で多量の排熱が冷却水や空気に
捨てられている（未利用廃熱）。一方で、石油化学工場や化学工場では、100℃以下のプロセス温
度領域での加熱操作に蒸気が多量に使用されているケースが多い。よって、製油所の未利用廃熱
を隣接する石油化学・化学工場で有効活用できる可能性は多々あると見られている。LNG の受入基
地で LNG を気化する際の気化熱を冷熱源として冷凍系などで利用するパターンもある。
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② 用役（電気・蒸気）の共有化
コンビナート内の製油所、石油化学工場および比較的規模が大きい化学工場内には熱電併給シス
テム（コジェネ）があり、電力においては当該工場の電力需要のおおむね半分から 100％近くを自家
発電とし、不足分を系統電力から購入しているケースが多い。これらのコジェネでは、発電と同時に
蒸気も工場内に供給する役割を果たしているが、工場の蒸気と電力の需要割合によって最適なコジ
ェネ構成は異なってくる。たとえば、蒸気需要が主体で電力需要が小さい工場では、高圧ボイラー＋
背圧蒸気タービン発電（いわゆる BTG システム）が良いが、逆に電力需要が蒸気需要に対して（熱
量対比で）何倍もある工場ではガスタービン＋排熱ボイラー＋抽気復水蒸気タービンが良かったり
する。工場の生産内容が変化する中で、多くの工場では、現在のコジェネの構成が必ずしも最適で
はなくなってきているので、複数の工場間で電力や蒸気を融通し合うことで、それぞれの有するコジ
ェネシステムをもっとも効率のよい条件で稼動させたり、相対的に低効率のコジェネを停止したりする
ことで、全体的な省エネを図ることができる。
上の 2 つの切り口は、平成 12 年度に実施された「ピンチテクノロジーによる工場地域のエネルギー
共有技術の研究開発」で千葉のコンビナート地区にある 23 工場を対象にした解析調査で採用され
た後、同地区で平成 13 年、14 年と具体的な熱共有事業案の検討、さらに同様のアプローチが水
島、鹿島、大分、北九州などのコンビナート地区にも順次適用された。
③ 地域レベルでの用役の共有化
前述の用役の共有化では、既存のコジェネシステムの最適運用による省エネを意図するものである
が、それをさらに発展させて、地域のエネルギーユーティリティを統合する形で最適なシステムに置
き換えるという策（即ち、用役センターの設立）も考えられる。複数の工場群、あるいはコンビナートの
ある一地区などを対象に、電力と蒸気の需要パターンを解析し、それに対して最適なエネルギー効
率を発揮するシステムを再構築するものである。たとえば、大型の高効率ガスタービンを据えて、高
効率な排熱ボイラーを備え、エネルギー供給基盤そのものの効率を引き上げる。また、既存のエネ
ルギーインフラに不足する要素を洗い出し、たとえば工場間の高圧蒸気接続ライン、新設の蒸気タ
ービンなどを適宜各工場に配置し、集中と分散をベストミックスした地域の統合エネルギーインフラを
構築する。製油所のオフガスや残渣類、工場の副生燃料（油、ガス）を用役センターで適宜共有化し、
場合によっては水素系との情報統合によって、使用後の廃水素の利用（分離回収、燃料利用）の最
適化も行う。
この切り口による検討は、例えば、平成 17 年度 「省エネルギー対策導入調査事業に係るコンビナ
ートの省エネルギー調査業務」 において京葉臨海コンビナート五井地区を対象として実施されてい
る。
④ エチレンセンターの統合
千葉地区のように、複数の製油所と複数のエチレンプラントが集積したコンビナートでは、例えばエ
チレンプラントを 2 箇所に集約し、分解炉に大型の高効率ガスタービンをインテグレートすれば、既
存のボイラーを停止出来て、大幅な省エネ効果が得られるという報告もある。
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この切り口による検討は、たとえば、平成 16 年度 「産業間連携に係る個別連携事業に関する調査」
における研究テーマの 「エチレンコンビナートのユーティリティセンター化による産業活性化に関す
る調査研究」 に報告されている。
本報告では、RPI の観点から製油所と石油化学工場（およびその周辺の化学工場を含む）の間のエ
ネルギー連携によってどの程度の CO2 排出削減ポテンシャルが見込めるかという点で、過去の
NEDO 報告書を紐解くこととした。上述の 4 つの切り口のうち、4 つ目はエチレンセンターの統合で
あり、これは RPI とは異なる攻め口であると考える。3 つ目については、用役センターを主体とするア
プローチであるので、隣接する製油所と石油化学プラントだけで解決出来る問題ではなさそうである。
残る 1 つ目と 2 つ目の切り口は、RPI に限らず、言い換えると業種に限らず、さまざまなコンビナート
に広範に適用されたものである。しかし、対象地区を適切に選択することで、RPI の関係性に近いエ
リアのポテンシャルを拾い出すことができるものと考える。
以上の考察に基づき、ここでは NEDO の過去の公開報告書として次の 2 つを引用する。
(ア) 平成 12 年度 「エネルギー使用合理化技術実用化開発」 研究開発成果報告書
本報告書の第 3 章に 「ピンチテクノロジーによる工場地域のエネルギー共有技術の研究開発」 が
報告されている。その省エネポテンシャルのまとめの表を表 2 を下記に抜粋する。
表 2

NEDO 「エネルギー使用合理化技術実用化開発」 研究開発成果報告書からの抜粋

⑥の“熱電併給システム最適化による省エネポテンシャル”は、先述の 2 つめと 3 つめの切り口を合
わせたものに相当する。⑦の低低圧蒸気/温水利用による省エネポテンシャルは、先述の 1 つ目の
切り口に相当する。
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偶然とは考えられるが、第 1 地区から第 3 地区まで⑥と⑦のポテンシャルはほぼ拮抗している。これ
らの地区は各々製油所と石油化学（エチレン）工場を含んでおり、その他の化学工場の構成は異な
るが、エネルギー規模において、製油所と石油化学工場の占める割合は大きいものと思われる。平
均的な省エネルギーポテンシャルとして、⑥から 17 万 kL/年、⑦から 4 万 kL/年という概算値を得る
ことができた。原油換算 1kL の省エネルギーは約 3 トンの CO2 排出削減に相当するので、CO2 排
出削減ポテンシャルとしては、⑥から 51 万 ton-CO2/年、⑦から 12 万 ton-CO2/年となる。
しかし、⑥には 3 つ目の切り口のポテンシャル（即ち、用役センターの設立による削減ポテンシャル）
も含まれる。用役センターを設立しないケースの RPI によるエネルギー連携のポテンシャルは⑥と⑦
の合計から 3 つ目の切り口のポテンシャルを差し引く必要がある。
そこで、2 つ目の引用報告書として次を採用する。
(イ) 平成 17 年度 「省エネルギー対策導入調査事業に係るコンビナートの省エネルギー調査業
務」
ここでは、地域一体型ユーティリティ統合化システム（AIUS）のコンセプトの開発と、さまざまなプロジ
ェクト案が与える省エネポテンシャルの定量的評価結果が表 3 のように報告されている。
表 3

NEDO 「省エネルギー対策導入調査事業に係るコンビナートの省エネルギー調査業務」
からの抜粋

この中で Project C が用役センター案である。内容として、「用役センターを新設し、大型ガスタービ
ン発電（45MW 級、60MW 級、120MW 級）を行い、排熱ボイラー（追い焚きあり）からの高圧蒸気を
背圧タービン発電に用い、中圧蒸気を AAA 社、BBB 社、DDD 社、GGG 社に供給」 とある。
このプロジェクト C による CO2 排出削減効果は最大ケースで 32 万 ton-CO2/年とされている。
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以上の 2 つ NEDO 報告書から得られた情報を基にして、RPI の中で用役の連携（用役センターの
設立を除く）による CO2 排出削減ポテンシャルを以下の式で算定した。
NEDO の報告書で調査の対象となった製油所と石油化学プラントの用役の連携による CO2 排出削
減ポテンシャル
＝ 報告（ア）の⑥と⑦の CO2 削減ポテンシャル － 報告（イ）の C の CO2 排出削減ポテンシャル
＝ 51 万 ton-CO2/年 ＋ 12 万 ton-CO2/年 － 32 万 ton-CO2/年
＝ 31 万 ton-CO2/年
NEDO の報告書で調査の対象となった製油所と石油化学プラントの原油処理能力およびエチレン
生産能力と、参照サイトのそれらから、参照サイトにおける RPI のうち、用役の連携による CO2 排出
削減ポテンシャルが算出される。
4.3.1.6.3 参照サイトで RPI を進めた場合の CO2 排出削減ポテンシャル
4.3.1.6.1 項および 4.3.1.6.2 項の解析結果を利用して、参照サイトにおいて用役連携を含めた全て
の RPI 案件を進めた場合の CO2 排出削減余地 PCO2 by RPI（ton-CO2/y、非公表）を推定した。
4.3.1.6.4 参照サイトの RPI ベンチマーキングのギャップ（CO2 排出削減ポテンシャル）
本調査の目的はコンビナート内での異業種連携等による CO2 排出削減余地の推定である。そこで、
経済性評価と CO2 排出削減への影響に分けて再度ベンチマーキングした結果を図 11 に示す。

図 11

参照サイトの RPI ベンチマーキング ― 経済性評価と CO2 排出削減効果 12

定性的な評価のため、四分割表記とした。0～12% は白丸、13～37% は 1/4 青、38～62％ は 1/2 青、63～87％
は 3/4 青、88～100% は青丸である。

12
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Economic Integration は現在の連携により得られている経済的メリット、GHG Impact は現在の連
携により（全く連携が無い場合に比べて）既に削減されている CO2 の排出量を表している。各々の連
携分野の実施率および各分野による CO2 排出量への影響を総合的に評価した結果、KBC の独自
の試算では、参照サイトの CO2 排出の観点での RPI ベンチマーキング結果は約 40%であり、経済
性を考慮せずに最大限連携を進めた場合の CO2 排出削減余地は約 60%であった。
Optimized Economic Integration は、経済合理性を考慮して連携を最大限に高めた場合の（即ち、
現実的な RPI による）経済的メリット、Optimized GHG Impact はその連携により（全く連携が無い場
合に比べて）削減される CO2 排出量を表している。Economic Integration の現状と Optimized の
差が経済性を考慮した範囲で RPI を最大限進めた場合の経済的メリット、GHG Impact のそれは
CO2 排出削減余地である。解析の結果、参照サイトが現実的なレベルで RPI を進めた場合の CO2
排出の削減幅は、最大ポテンシャルの約 80%であり、現状で既に約 40%の削減が達成されている
ことから、経済性を考慮して連携を進めた場合の CO2 排出削減余地は約 40％であった。経済性を
考慮しない場合との差（約 20%）を埋めるには、企業努力を超えた推進力を必要とする。
以上をまとめると図 12 のようになる。

図 12
4.3.1.7

参照サイトが RPI を強化した場合の CO2 排出削減ポテンシャル（最大／合理的）
RPI ギャップと CO2 排出削減余地の相関関係

4.3.1.7.1 コンビナートに立地している製油所と石油化学プラントの規模
コンビナートに立地している製油所の原油処理能力と石油化学プラントのエチレン生産能力は、コン
ビナートごとに大きく異なる。
日本の石油化学コンビナートに立地している製油所の原油処理能力と石油化学プラントのエチレン
生産能力を表 4 および図 13 に示す。
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表 4

日本の石油化学コンビナートに立地する製油所の原油処理能力および
石油化学プラントのエチレン生産能力

図 13

日本の石油化学コンビナートに立地する製油所の原油処理能力および
石油化学プラントのエチレン生産能力

コンビナートに立地している製油所と石油化学プラントの規模により、個々の RPI 案件を進めた場合
の CO2 排出削減余地は、原油処理能力にほぼ比例するケースもあれば、エチレン生産能力にほぼ
比例するケースもある。
例えば、製油所から石油化学プラントにナフサ分解炉の原料の供給を増やす案件は、参照サイトよ
りも原油処理能力が大きくエチレン生産能力の小さいコンビナートにおいては、ナフサ分解炉の原
料受入が制約となるので、エチレン生産能力に概ね比例する。逆に、参照サイトよりも原油処理能力
が小さくエチレン生産能力の大きいコンビナートでは、製油所からナフサ分解炉への原料供給が制
約となるので、原油処理能力に概ね比例する。従って、参照サイトの CO2 排出削減余地からその他
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のコンビナートの CO2 排出削減余地を推測するには、原油処理能力あたりとエチレン生産能力あた
りの両方の数字を必要とする。
4.3.1.7.2 RPI ギャップと CO2 排出削減余地の相関関係の解析
本調査に協力頂いた参照サイトの匿名性を担保するため、製油所の原油処理能力、石油化学プラ
ントのエチレン生産能力といったサイトの特定に繋がる情報は公表できない。
そこで、参照サイトの製油所の原油処理能力とエチレン生産能力、RPI ベンチマーキングのギャップ
（GAPRPI , 100% － 40% ＝ 60%）および RPI を進めた場合の CO2 排出削減余地 PCO2 by RPI
(ton-CO2/y、非公表）から、製油所の原油処理能力当たりおよびエチレンプラントのエチレン生産量
当たりの、RPI ギャップを 1%埋めるごとに達成され得る CO2 排出削減ポテンシャル（RPICO2, Ref およ
び RPICO2, PC）を算出した。
なお、RPI のアイディアには、隣接する製油所と石油化学プラントの企業努力で実現が可能なものと、
実現にはそれ以外のステークホルダーの協力や参画、或いは何らかの推進力が必要なものがある。
特に、コンビナートに用役センターを設立して、コンビナート内で必要な蒸気と電気を供給するような
案件は、投資額が大きい上に、用役センターの設立および運営の問題がある。そこで、用役センタ
ーを含むケースと含まないケースを分けて RPICO2 を算出した。
用役センター設立を含まないケース
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
RPICO2, Ref ＝

＝ 0.10 ton-CO2/y/bpd/%
原油処理能力 (bpd) ✕ GAPRPI (%)
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)

RPICO2, PC ＝

＝ 0.014 ton-CO2/y/tpa/%
エチレン生産能力 (tpa) ✕ GAPRPI (%)

用役センター設立を含むケース
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)
RPICO2, Ref ＝

＝ 0.13 ton-CO2/y/bpd/%
原油処理能力 (bpd) ✕ GAPRPI (%)
参照サイトの PCO2 by RPI (ton-CO2/y)

RPICO2, PC ＝

＝ 0.018 ton-CO2/y/tpa/%
エチレン生産能力 (tpa) ✕ GAPRPI (%)

用役センター設立を含まないケースは、各々の事業所が必要とする蒸気や電気は現状通りに賄う
（既に用役センターが有るコンビナートはそのまま、無いコンビナートは個々の事業所が蒸気・電気
を自社の用役設備で供給する）事を前提とした。
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用役センター設立を含むケースは、現状個々の事業所が蒸気・電気を自社の用役設備で供給して
いるコンビナートに、新たに用役センターを設立し、既存の用役設備を（一部の効率の良い設備や
バックアップ用を除いて）統廃合する事を前提とした。
用役センターを設立して、効率の悪い複数の用役設備を効率の良い大型の用役設備に置き換える
ことにより、大きな CO2 排出削減が期待されるが、投資額が大きく、またトラブルの際の供給保証の
問題などがあって、実現性へのハードルが高い為、有りと無しの 2 つのケースを評価した。
4.3.1.7.3 海外の先進事例との比較
日本の製油所およびエチレンプラントの多くは、海外の最新鋭のプラントに比べて規模が小さく、更
に建設から 40～50 年が経過している。確かに、個々の製油所・石油化学プラントを見ると、近年海
外で建設されている最新鋭の製油所・石油化学プラント一体型の大型設備に比べて規模が小さい。
しかしながら、各々の石油化学コンビナートを一つの事業所と見立てれば、それなりの規模となる。
国内最大の石油化学コンビナートである千葉コンビナートと、海外において製油所と石油化学プラン
トが一体運営されている代表的な幾つかのサイトの原油処理能力およびエチレン生産能力を表 5
に示す。
表 5

海外の製油所と石油化学プラントの原油処理能力およびエチレン生産能力

世界で最も RPI が進んでいる企業はエクソンモービルと言われている。同社の最大の事業所はメキ
シコ湾岸のテキサス州ベイタウンにあるが、千葉コンビナートの原油処理能力およびエチレン生産能
力はエクソンモービル・ベイタウンに引けを取らない。従って、千葉コンビナートに立地する全ての製
油所と石油化学プラントが高度に連携出来れば、エクソンモービルに匹敵する競争力を持ち得るこ
とになる。
現状は、資本の壁や経済性等が障害となって、国内の多くの石油化学コンビナートにおける製油所
と石油化学プラントの連携は決して十分ではない。しかしながら、RPI は CO2 排出削減にも資するこ
とから、CO2 排出削減に寄与する RPI 案件を後押しする誘発策があれば、国内の石油化学コンビナ
ートから排出される CO2 が削減されると同時に、コンビナートを構成する企業の収益力も強化され得
る。
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4.3.1.8

日本の石油化学コンビナートの RPI ベンチマーキング

日本全体の RPI の現状をベンチマーキングする目的で、国内の石油化学コンビナートに立地する
全ての製油所（14 製油所）およびエチレンプラント（11 事業所）を対象に、本調査事業への協力を要
請した。具体的には、添付 1 の質問票への回答、またはそれに相当する情報の提供である。その結
果、14 製油所および 7 エチレンプラントより調査への協力の表明を得た。エチレンプラントから回答
を頂けなかったコンビナートは製油所からの回答のみを使用し、製油所とエチレンプラントの双方か
ら回答を頂いたコンビナートについては、双方の回答を合わせて解析を実施した。質問票への回答
では不明な点は、電子メールまたは電話にて照会を行った。
質問票への回答およびコメント・質疑応答に基づき、日本の石油化学コンビナートの定性的 RPI ベ
ンチマーキングを行った結果を図 14 に示す。

図 14

日本の石油化学コンビナートの定性的 RPI ベンチマーキング（BTRPI）結果 13

通常の RPI プロジェクトにおいては、秘密保持契約を締結した上で、コンビナート構成企業から連携の現状について
詳細な情報を入手し、社内のデータベースを活用してベンチマーキングを行う。しかしながら、本調査において、情報提供
はあくまでも各企業の好意によるもので、通常の RPI ベンチマーキングに必要な全ての情報を集めることは出来ない。ま
た、エチレンプラントを操業する複数の石油化学企業からは質問票への回答協力が得られておらず、それらの石油化学プ
ラントが立地するコンビナートについては、製油所から提供された情報のみによりベンチマーキングを行う必要があった。一
方、参照サイトの RPI ベンチマーキングは通常の手法で実施されている。そこで、質問票への回答および聞き取り調査で
得られた情報に基づき、本調査の担当コンサルタントが参照サイトとの比較の形でベンチマーキングを行った。具体的な方
法は、参照サイトを含めて質問票への回答を点数化（QRPI）し、参照サイトと対象コンビナートの QRPI の比を参照サイトのベ
ンチマーキング値（BTRPI）に乗じて対象コンビナートの定性的 RPI ベンチマーキング結果（BTRPI）とした。
対象サイトの BTRPI ＝ 参照サイトの BTRPI × （対象サイトの QRPI ÷ 参照サイトの QRPI）
QRPI：質問票への回答を点数化したもの
13
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“Current GHG savings from integration” の左の列は、CO2 排出削減余地の観点で解析した、現
状の製油所と石油化学コンビナートの連携のレベルである。
右の列は、製油所と石油化学プラントの立地や装置構成、その他の諸事情に鑑み、どの程度の連
携レベルまで到達が可能かを評価したものである。
両者のギャップが、合理的な努力で RPI を進めることにより達成可能な CO2 排出削減余地を表す。
CO2 排出削減余地の観点で見た日本の石油化学コンビナートの現状の連携はベストプラクティスに
対して 25%弱であり、合理的な努力により約 67% まで連携度を高める余地がある。即ち、合理的な
RPI 努力により、約 42%の CO2 排出削減が期待されることになる。実現には相当な努力が必要とな
るが、仮に理想的なレベルまで RPI を推進した場合は、約 75%の CO2 排出削減が期待される。
これらを纏めたものが図 15 である。

図 15
4.3.1.9

日本の石油化学コンビナートの RPI 推進による CO2 排出削減ポテンシャル

日本の石油化学コンビナートで RPI を推進した場合の CO2 排出削減余地

日本の石油化学コンビナートに立地している製油所の原油処理能力は日量 2,253,200 バレル 14
（http://www.paj.gr.jp/statis/statis/data/08/paj-8 精製能力一覧 201801.pdf）である。原油処理能
力をベースに日本の石油化学コンビナートで RPI を推進した場合の CO2 排出削減余地は以下の
通り。
用役センター設立を含まないケース
合理的努力

0.10 ton-CO2/y/bpd/% × 42 × 2,253,200 bpd ≒ 946 万 ton-CO2/y

最大可能性

0.10 ton-CO2/y/bpd/% × 75 × 2,253,200 bpd ≒ 1,690 万 ton-CO2/y

14

石油連盟の発表によると、2018 年 1 月末時点の全国 22 ヶ所の製油所の常圧蒸留装置の原油処理能力の合計は日
量 351 万 8,800 バレル。このうち、国内 7 ヶ所の石油化学コンビナート（鹿島、千葉、川崎、四日市、堺、水島、大分）に立
地する 14 ヶ所の製油所の常圧蒸留装置能力（鹿島石油のコンデンセートスプリッターの処理能力 日量 35,100 バレルを
除く）の合計が日量 225 万 3,200 バレルである。
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用役センター設立を含むケース
合理的努力

0.13 ton-CO2/y/bpd/% × 42 × 2,253,200 bpd ≒ 1,230 万 ton-CO2/y

最大可能性

0.13 ton-CO2/y/bpd/% × 75 × 2,253,200 bpd ≒ 2,200 万 ton-CO2/y

同様に、エチレン生産能力をベースに日本の石油化学コンビナートで RPI を合理的なレベルまで推
進した場合の CO2 排出削減余地は以下の通り。
用役センター設立を含まないケース
合理的努力

0.014 ton-CO2/y/tpa/% × 42 × 6,102,000 tpa ≒ 359 万 ton-CO2/y

最大可能性

0.014 ton-CO2/y/tpa/% × 75 × 6,102,000 tpa ≒ 641 万 ton-CO2/y

用役センター設立を含むケース
合理的努力

0.018 ton-CO2/y/tpa/% × 42 × 6,102,000 tpa ≒ 461 万 ton-CO2/y

最大可能性

0.018 ton-CO2/y/tpa/% × 75 × 6,102,000 tpa ≒ 824 万 ton-CO2/y

以上の解析より、用役センターの設立を含まないケースで隣接する国内の製油所と石油化学プラン
トが合理的な努力により連携を推進した場合に年間 360 万～950 万トンの CO2 排出削減が期待さ
れる。更に、用役センターを設置した場合は削減余地が年間 460 万～1,230 万トンまで拡大すると
推定される。
また、何らかの政策的な後押しにより、現状では経済合理性が成り立たないような連携案件まで実現
した場合には、CO2 排出削減余地が最大で年間 820 万～2,200 万トンまで拡大する。
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4.3.2

製鉄所のコンビナート内での連携の可能性とそれによる CO2 排出削減余地

製鉄所は、それ自体がコークス炉、高炉、転炉、その他の二次精錬設備および用役設備等で構成さ
れ、それらが高度に連携している。また、製鉄所は敷地が広大で、熱の融通には距離が制約となる。
一方、現状では製鉄所内の連携が中心で、異業種との連携によるコンビナートの 「全体最適」 の余
地は存在する。
4.3.2.1

コークス炉ガス中の水素

高炉を操業する製鉄所には、石炭からコークスを製造するコークス炉と呼ばれる設備があり、その副
生ガス（コークス炉ガス、以後 COG）には約 50vol%の水素が含まれる。製鉄所は大量のエネルギー
を必要とするため、COG は製鉄所内の熱および電気を賄うための燃料として利用されている。
一方、4.3.1.6.1 項で記述した通り、製油所は脱硫装置が大量の水素を消費するが、その水素を得
るためにスチームリフォーミング装置を稼働するため、多量の CO2 を排出している。
また、石油化学プラントの中には、水素を添加する工程を含む誘導品を製造している所があり、水素
添加プロセスを多用するプラントも、スチームリフォーミング装置で水素を発生させている。
COG から水素を回収・精製して製油所や石油化学プラントに供給すれば、スチームリフォーミング装
置の稼働を下げる、或いは停止することが可能となり、同装置から排出されている CO2 が削減される。
COG から水素を回収・精製する際にエネルギーを使用するが、スチームリフォーミング装置に比べ
てそのエネルギー使用量は遥かに少ないため、CO2 排出量のインパクトは小さい 15。
製鉄所は水素を製油所や石油化学プラントに供給した分だけ燃料不足となるが、製油所や石油化
学プラントにはメタンなど炭素数の少ない炭化水素を主成分とするオフガスがあり、製鉄所に供給す
ることが可能である。また、コンビナート内に LNG 火力発電所がある場合、天然ガスの供給を受ける
ことも可能である。水素が燃料となっていたケースに比べて製鉄所側での CO2 排出量は増えるが、
その量はスチームリフォーミング装置を稼働して水素を得るよりも遥かに少ない。
COG から水素を回収・精製して製油所や石油化学プラントに供給することによる CO2 排出削減量は
以下の通りである。
CO2 排出削減ポテンシャル
≒ SMR から排出されていた CO2（ton-CO2/年）
－ COG から水素を回収する際に消費するエネルギー由来の CO2（ton-CO2/年）
－ 代替燃料の燃焼により排出される CO2（ton-CO2/年）
このスキームは、コンビナート内に高炉を保有する製鉄所があり、かつ製油所や石油化学プラントの
水素消費量が多いことが前提となる。これらの条件を満たす国内の石油化学コンビナートとしては、

圧力スイング（PSA）式の吸着装置の使用が想定されるが、同装置の CO2 排出量は約 0.3 kWh/Nm3-H2 × 0.35 kgCO2/kWh ≒ 0.12 kg-CO2/Nm3-H2 であり、ナフサを原料としてスチームリフォーミング装置で水素を発生させる場合
（1.13 kg-CO2/Nm3-H2）の約 1/10 である。

15
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千葉、川崎および水島が挙げられる。これらのコンビナートにおいて COG から可能な限り水素を回
収した場合、合計で年間 43 万トン程度の CO2 排出削減が期待される。
なお、上記試算は製鉄所が水素の代わりに製油所や石油化学のオフガスを燃料として受け取る事
を前提としている（即ち、その燃焼による CO2 排出を加味している）。製鉄所が水素を製油所や石油
化学プラントへ供給した事により不足するエネルギーを再生可能エネルギーで賄うことが出来れば、
CO2 排出削減効果は更に大きくなるが、その実現には、再生可能エネルギーのコストや、熱の代わり
に電気による加熱が必要になる、といった諸課題がある。
世界中で COG から水素を回収して製鉄所に隣接する水素の需要家へ供給している事例は極めて
少なく、調査した範囲では国内で 2 件のみで、かつ 1 つの事例は休止している模様である。その理
由は、COG が石炭由来である事から、様々な不純物があって水素の回収・精製が難しい事と、
COG から回収した水素のコストが見合わない事による。多くの製鉄所では COG を全て燃料として使
用しても自社内のエネルギーを充足できないので、COG の一部から水素を分離・精製して外部へ
供給した場合、その分だけエネルギーの補償が必要となり、追加コストが発生する。
従って、このスキームが国内の石油化学コンビナートで普及するには、COG からより低コストで水素
を回収する技術開発に対する支援や、CO2 排出削減に対するインセンティブのような誘発策が必要
となる。また、水素を再生可能エネルギーで代替しない限り、製鉄所側では CO2 排出が増えてしまう
ので、このスキームに関与する全ての企業がインセンティブの恩恵を受けられる（或いは、このスキー
ムで CO2 排出が増えてしまう企業がペナルティーを受けないで済む）仕組みも必要となろう。
4.3.2.2

高炉オフガスや転炉ガス中の CO

高炉のオフガス（BFG）には 20～30%の一酸化炭素（CO）が含まれ、その他の主成分は窒素である。
また、転炉での吹錬の際に発生する転炉ガス（LDG）には約 65%の CO が含まれる。製鉄所では
BFG および LDG も回収して燃料として使用している。
一方、石油化学プラントの中には、CO を原料とするプロセスが幾つかある。例えば、ポリカーボネー
ト、ポリウレタン原料のイソシアネート、オキソアルコール等である。石油化学プラントでは、水素と同
様、スチームリフォーミング装置により CO を発生させているケースが多い。
また、高純度の窒素は半導体製造や様々な工場の計装用イナートガスとして広く使用されおり、空
気の深冷分離や窒素 PSA により製造されている。
BFG または LDG から CO または CO と窒素を回収してコンビナート内で供給すれば、スチームリフ
ォーミングによる CO 製造に伴い排出されている CO2 や、空気の深冷分離に伴い排出されている
CO2 が削減される。（PSA 方式の窒素発生装置は電気をエネルギーとして使用するので、火力発電
由来の電気を使用している場合には、このスキームで CO2 排出が削減される。）
しかしながら、COG と同様、BFG および LDG 中の CO は製鉄所内でエネルギーとして使用されて
おり、また CO の需要は水素の需要に比べて小さいため、CO2 排出削減のインパクトはそれほど大き
くないと推測される。
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4.3.2.3

タールからの芳香族化合物

COG からは芳香族化合物を含むタールが得られる。日本の鉄鋼メーカーの多くは自社の関連会社
にタールを供給し、そこでベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族化合物を製造している。
一方、製油所や石油化学プラントには芳香族プラントが併設されている事が多く、それらのプラント
では、ヘビーナフサを接触改質した後のリフォーメートや分解ガソリンから蒸留または抽出により芳香
族化合物を製造している。
国内には、ヘビーナフサを輸入して接触改質装置にかけ、芳香族化合物の原料を製造している製
油所が複数ある。製鉄所からタール由来の芳香族化合物原料を入手できれば、ヘビーナフサの輸
入が不要になり、更には接触改質装置の一部を休止する事も出来る。
しかしながら、前述の通り、日本の鉄鋼メーカーの多くは自社の関連会社でタールをほぼ消費出来
ており、この連携案件による CO2 排出削減のインパクトはそれほど大きくないと推測される。
4.3.2.4

石油コークスや石油ピッチのコークス代替

石油コークスや石油ピッチの石炭コークス代替は可能性があるが、現状はコストまたは技術的な課題
があり、そのままでは使えないとの意見が多い。また、石油コークスや石油ピッチは製油所にとって副
生物であり、使用する原油の種類により性状が変わり、また石油製品の市況により生産量も変動する。
常に安定した品質で安定した量を供給される保証がないため、製鉄所での活用が難しいとの声もあ
る。
4.3.2.5

エネルギーの融通

製鉄所は大量の熱と電気を消費するが、多くの製鉄所は自家発電率が高い。
製鉄所ではイジェクター用に中圧蒸気を使用しているが、製鉄所は敷地面積が広大なため、移送距
離が長くなり、近隣の製油所または石油化学プラントから蒸気の提供を受けるのは難しいとの意見が
ある。
製鉄所の未利用の廃熱は主に炉の排ガスで 200～300℃。温度としては必ずしも回収できない廃熱
ではないが、製鉄所の外に持ち出すには温度が低過ぎ、廃熱ボイラーを設置するには酸露点など
の問題があり、技術的または経済的な理由で利用が難しい。
一方、鋼板工程の 330℃の排ガスからの熱回収（蒸気として）は可能性がある。現在は経済性が成り
立たないが、CO2 排出削減によるインセンティブが加われば、一部実現するかもしれない。
排ガス以外の未回収廃熱としては、高炉のスラグ、高炉ガス、コークス炉ガス、転炉スラグ、転炉ガス、
圧延鋼材、焼結鉱等があるが、スラグは品質の問題、ガスは高温仕様の集塵機が必要、焼結器はそ
もそも熱回収が困難、といったように、現在の技術では回収が困難なものが多い。しかしながら、
個々の熱ロスは数十～数百 GJ/h と大きいため、これらの廃熱の回収技術の開発に対する助成など
は CO2 排出削減に資するものと考えられる。
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4.3.2.6

製油所・石油化学プラント以外との連携

製鋼工程は酸素を必要とするので、製鉄所の多くは空気の深冷分離装置を保有している。余剰の
窒素は近隣の事業所（ガラス工場、発電所など）へ供給している。
空気の深冷分離に近隣の LNG 受け入れ基地の冷熱を利用する可能性があるが、製鉄所と LNG 受
け入れ基地の距離が近くないと、実現は難しい。
製鉄所で未利用の廃熱を発電所のボイラー給水の予熱に使用できる可能性があるが、製鉄所と発
電所の距離が遠いと熱ロスが大きくなり、実現は難しい。
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4.3.3

発電所のコンビナート内での異業種連携の可能性とそれによる CO2 排出削減余地

4.3.3.1

蒸気・電気の供給

火力発電所は天然ガスや重油、石炭などの化石燃料を燃焼してガスタービンまたはボイラーと蒸気
タービンの組み合わせにより発電を行っている。
国内には、共同火力発電所が製油所や石油化学プラントに電気や蒸気を供給している石油化学コ
ンビナートが幾つかあるが、コンビナートの中には個々の製油所・石油化学プラントの用役設備で蒸
気・電気を賄っている所も少なくない。また、共同火力発電所があっても、蒸気まで供給しているコン
ビナートは限られる。火力発電所が電気だけを供給するよりも、蒸気と電気を供給した方がエネルギ
ー効率が高いので、コンビナート内の共同火力発電所が蒸気と電気の両方を供給するのが望ましい。
製油所や石油化学プラントにとって、用役の供給は本業ではないため、投資の優先順位はプロセス
装置よりも低く、老朽化した比較的規模の小さい設備を使用し続けているケースが散見される。用役
は製油所や石油化学プラントにとって必要不可欠ではあるが、用役設備を自前で持たなければなら
ない理由は無いので、コンビナート内の複数の事業所が操業する用役設備を切り離して、電力会社
等にその操業を委託することにより、全体最適が図られ、更には効率の悪い設備のスクラップアンド
ビルドも進みやすい。即ち、用役（ユーティリティー）センターを電力会社等が運営する発想である。
このスキームを活用すれば、効率の悪い設備は高効率の設備に置き換わり、また製油所や石油化
学プラントがバックアップ用に自前の用役設備を低稼働で操業し続ける必要が無くなるので、エネル
ギー効率が高まった分だけ CO2 の排出が削減される。
4.3.3.2

燃料の受給

国内の製油所には蒸留残渣のような重質留分をアップグレードする装置を操業している所が少なく
ないが、重油やアスファルトの生産がゼロの完全な「ボトムレス」の製油所は限られる。また、重質留
分のアップグレーディング装置の中には、石油コークスや石油ピッチを製造するものがあり、それらは
発電用の燃料として使用できる。また、エチレンプラントのボトム留分（分解タール）も発電用燃料とし
て使用できる。
石炭は安価なため、経済性のみで考えれば発電用燃料として非常に適している。しかしながら、石
炭を燃焼させた際には、天然ガスに比べては勿論、重油と比較しても、多量の CO2 が排出されるた
め、地球温暖化防止の観点からは石炭焚きの火力発電所は望ましくない。
石炭をガス化して利用する発電方式を石炭ガス化複合発電（石炭 IGCC、日本では単に IGCC とも）
と呼ぶ。IGCC は、コンバインドサイクル発電（ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせての発電）に
より、石炭を燃料として使用しながらも CO2 排出の比較的少ない（石油火力並みの）発電が可能にな
る。IGCC は従来の石炭焚き火力発電所では使用できなかった低品位炭が利用できるため、燃料費
のコスト削減にも資する。この IGCC の燃料として製油所の石油コークスや石油ピッチ、エチレンプラ
ントの分解タール等を活用する事により、石炭 100%の IGCC よりも CO2 排出の少ない発電が可能
となる。
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製鉄所と発電所のエネルギー連携は国内で実績がある。例えば、鹿島臨海工業地帯にある鹿島共
同火力株式会社は東京電力フュエル＆パワー株式会社と新日鐵住金株式会社の共同出資により、
製鉄所の副生ガスを主燃料として発電を行い、電力を新日鐵住金株式会社と東京電力エナジーパ
ートナー株式会社に供給している。
4.3.3.3

水素の供給

4.3.3.2 項で紹介した IGCC は、石炭をガス化して得た合成ガス（水素と CO の混合ガス）を燃料とす
る。合成ガスの一部を抜き出して、水素を分離・精製する事により、製油所で水素を発生するために
稼働しているスチームリフォーミング装置の一部または大半を休止出来るかもしれない。4.3.1.6.1 項
で述べた通り、スチームリフォーミング装置の稼働を減らすことによる CO2 排出削減効果は非常に大
きい。
石油化学コンビナートに IGCC を採用した共同用役センターを設立し、燃料（の一部）は石炭の代わ
りに石油コークス、石油ピッチおよびエチレンプラントの分解タールを使用する。そして、合成ガスの
一部を水素製造に活用する。このスキームの概念を図 16 に示す。このスキームが成り立つのはエ
ネルギーおよび水素の消費量が大きなコンビナートに限られるが、少なくとも日本の石油化学コンビ
ナートの中で、千葉、川崎および水島はこのスキームが十分に適用できるものと考えられる。

図 16

IGCC から製油所および石油化学プラントへ水素を供給するスキーム

海外において導入されたこのスキームの事例における CO2 排出量の収支は以下の通りである。
（前提）
IGCC のフィード 51 t/hr

製油所の重質残渣、ピッチ、石油コーク、
エチレンプラントの分解タール等

水素製造

1,600,000 Nm3/d

高純度水素（> 99.5%）

発電量

150 MWe

一部は系統を通じて売電

蒸気発生量

－

売電とのトレードオフ（蒸気供給も選択肢）

CO2 リッチガス

－

CO2 外販または地下貯留も選択肢
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（CO2 排出量への影響）
IGCC 原料

- 1,300,000 ton-CO2e/y

原料のボトム留分を燃焼させた場合との比較

IGCC の排出量 +

920,000 ton-CO2e/y

IGCC プラント全体からの CO2 排出

水素製造

-

480,000 ton-CO2e/y

スチームリフォーミング削減効果

正味の影響

-

860,000 ton-CO2e/y

CO2 外販または地下貯留は除く

例えば、国内最大の石油化学コンビナートである千葉地区に 200 t/h 程度の石油精製・石油化学の
ボトム留分を燃料として蒸気・電気・水素を供給する IGCC を設立し、系統を通じて 300 MWh の電
力をコンビナート外へ販売した場合、超概算で年間約 470 万トンの CO2 排出が削減される 16。また、
CO2 を回収して化学品や飲料の原料に活用するか、CCS による地下貯留まで含めれば、CO2 排出
削減量は更に大きくなる。
4.3.3.4

LNG 冷熱の利用

LNG 受け入れ基地において LNG を気化させる際の冷熱は、エチレンプラントの冷凍機や空気の深
冷分離などに活用できる。
国内では、大阪府堺市のコンビナートにおいて、LNG 冷熱を利用した省エネルギー化プロセスが世
界で初めて大規模に導入された。これは、大阪石油化学株式会社のエチレンプラントが大阪ガス株
式会社泉北製造所第一工場より-160℃の LNG を受け入れ、エチレンプラントの大型冷凍機の負荷
を大幅に下げることを可能にしたもの。三井化学株式会社（大阪石油化学の親会社）、大阪石油化
学株式会社および大阪ガス株式会社による発表によると、本プロセスの導入により、大阪石油化学
のエチレンプラントから排出される CO2 が年間約 3.8 万トン削減された。
http://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2011/1193064_4332.html
この事業は 2011 年 1 月に完了しているが、残念ながら同じスキームが国内の他のコンビナートで採
用されていない。聞き取り調査等によると、その最も大きな理由はエチレンプラントと LNG 受け入れ
基地の距離にあるが、その他に、エチレンプラントの心臓部である大型冷凍機の操業が他社（LNG
受け入れ基地）の操業に左右されることを嫌う事も挙げられる。
LNG 冷熱は、冷凍機以外にも冷水の製油所等での活用が考えられる。
国内では、愛知県知多市の知田エル・エヌ・ジー株式会社で LNG 気化時に発生する冷水を出光興
産株式会社へ供給する事業が実施されている。製油所では、この冷水を精製装置で活用する事に
より、設備の冷却効率の向上に伴う製品回収率および重油の分解率の向上が可能となった。この連
携により、同じ量のガソリンを製造するのに必要な原油量が年間 4 万キロリットル削減された。原油の
常圧蒸留装置は製油所の中で特にエネルギーを消費する装置の一つであり、原油の処理量が減っ
た分だけ、省エネルギーとなり、CO2 排出も削減された。
この事業も 2010 年に事業化されているが、残念ながら同じスキームが国内の他のコンビナートで採
用されていない。聞き取り調査等によると、その理由は製油所と LNG 受け入れ基地の距離にある。

千葉地区のコンビナートに立地する製油所および石油化学プラントの用役に関する個別情報を公表できないため、計
算根拠は開示できない。
16
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今後、LNG 受け入れ基地が製油所や石油化学プラント、製鉄所などの近くに建設されれば、LNG
冷熱の有効利用による CO2 排出削減が期待される。
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4.3.4

基礎化学品プラントのコンビナート内での異業種連携の可能性とそれによる CO2 排出
削減余地

4.3.1.6.1 項で詳述した通り、製油所は脱硫用に大量の水素を消費し、その製造のために CO2 排出
の多いスチームリフォーミング装置を稼働している。また、窒素肥料の主原料であるアンモニアは、空
気中の窒素と水素を触媒の存在下で反応させて合成する。
一方、コンビナートには食塩水の電気分解で苛性ソーダや塩素を製造している電解プラントが少なく
ない。電解プラントで副生する水素は自社の工場内で燃料として使用しているケースが多いが、その
水素を製油所の脱硫用またはアンモニア合成用に使用する事が可能であれば、スチームリフォーミ
ング装置の稼働を下げるか停止することが出来るので、CO2 排出削減に寄与する。電解プラントを操
業する事業所が水素を自家燃料として消費している場合には、製油所から代替燃料を提供するか、
近隣に LNG 受け入れ基地があれば天然ガスを燃料として受け入れれば良い。
購入電力に頼っている電解プラントの場合、以前は昼夜の電力単価の差を考慮して、昼よりも夜の
方がプラントの稼働が高かった。そのため、昼夜の稼働の変動が殆ど無い製油所やアンモニア工場
で電解水素を活用するのは困難であった。しかしながら、昨今は昼夜の電力単価の差が殆ど無いケ
ースが多く、そのような場合は電解プラントの稼働が昼夜一定なので、製油所やアンモニア工場で電
解水素を活用する可能性は高まっている。但し、電解設備の定期整備中は水素の供給が止まるの
で、製油所内で水素の消費量の多い脱硫触媒の触媒交換のタイミングを電解設備の定期整備と合
わせると行った工夫が必要であろう。
また、電解設備は多量の電力を消費するため、大型の自家発電装置を操業している事業所が多い
が、安価な石炭を燃料としているケースが少なくない。そのような事業所が用役センターから電力を
受給する事になれば、CO2 排出の多い石炭焚き発電設備を停止することが出来る。
C1 ケミストリーの代表的な出発物質であるメタノールは、一酸化炭素（CO）と水素から合成される。
CO と水素はナフサ、LPG またはメタンのスチームリフォーミングで得られる合成ガスの主成分であり、
その製造に大量の CO2 を排出する。製鉄所の COG や高炉オフガスから CO および水素を回収し
てメタノールプラントへ供給すれば、メタノールプラントから排出される CO2 が削減される。或いは、
水素併給の IGCC を応用して、水素・CO 併給の IGCC とする事も可能である。
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4.3.5

異業種連携や企業間連携が進まない理由と誘発策についての考察

4.3.1.9 項で述べた通り、石油化学コンビナートに立地する製油所と石油化学プラントが、合理的な
努力で推進が可能な連携により達成が可能な CO2 排出削減量は、年間 360～950 万トンと推定さ
れる。質問票への回答や聞き取り調査を通して、異なる企業間での異業種連携を阻んでいる要因が
主に資本の壁やインフラの不足、規制や税制等である事が明らかになった。
4.3.5.1

異業種連携が進まない理由

4.3.5.1.1 資本の壁
資本の壁は主に、製油所と石油化学プラントの間でやり取りする原料や半製品の価格を決める時や、
設備投資を伴う案件の投資額の分担について、合意形成が難しい事にある。原料や製品の性状や
規格などの技術的な課題で合意できないケースも有る。
国内で複数の製油所または石油化学プラントを操業する会社との連携では、一企業内の全体最適
化とコンビナートの全体最適化の優先順位の問題もある。
また、石油製品および石油化学製品の国内需要の減退を背景に、隣接する製油所または石油化学
プラントがいつまで操業を続けるのか分からないとか、一部製品の生産を中止して副生物が出なくな
る懸念といった、経済性以外の要因も存在する。
資本の壁の克服は、実は容易ではない。何故ならば、「他社よりも儲けたい」 という、企業であれば
当たり前の感情が、異業種連携では障害になるからである。また、融通するものが供給側にとっての
副生物である場合、供給の安定性に対する懸念は払拭できない。
資本の壁の克服策の一つは、合併または買収による垂直統合である。国際石油メジャーであるエク
ソンモービルやロイヤル・ダッチ・シェルは、製油所と石油化学プラントを保有し、両者を一体運営す
る事により競争力を維持している。また、米国のライオンデルバセルは、石油化学会社でありながら、
過去の合併の際に取得した製油所を石油化学原料の製造拠点としてそのまま維持している。石油
会社による石油化学会社の買収、石油会社と石油化学会社の合併、或いは石油化学会社による特
定の製油所の買収といった垂直統合は、異業種連携を進化させるための今後の選択肢の一つとな
り得る。
買収や合併には、株主の賛同を得る難しさや、独占禁止法の問題がある。また、買収には被買収側
の感情的な問題もある。
買収や合併といった資本の統一まで追求しなくても、隣接する製油所と石油化学プラントを合弁会
社に移管、或いは有限責任事業組合（LLP）を設立する事により、異業種連携を阻む資本の壁をあ
る程度克服出来る可能性がある。
国内では、製油所同士または石油化学プラント同士の合弁会社または LLP の事例は幾つか見られ
るが、製油所と石油化学プラントの合弁会社または LLP は未だ設立されていない。株主の賛同や独
占禁止法等のハードルを避けつつ、異業種連携を推進する方策の一つとして、合弁化や LLP は有
効かもしれない。
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海外では、製油所と石油化学プラントの連携強化にコンサルティング会社を活用するケースもある。
製油所とも石油化学プラントとも資本等の繋がりがない公平な第三者に、連携のスキームや個々の
連携案件の技術的および経済的評価を委ねるのである。国内では、コンビナート連携のサポートを
コンサルティング会社に委託する事例は少ないが、CO2 排出削減に資するという観点から、コンサル
ティングの活用に対する支援策（補助、税制優遇等）があれば良いかもしれない。
4.3.5.1.2 インフラの不足
インフラの不足は主に、製油所と石油化学プラントを繋ぐ配管に関するものである。例えば、両者が
河川や運河で隔てられている場合、配管用トンネルまたは配管橋が無い、またはそれらの能力が不
足している。或いは、複数の事業所を繋ぐ水素の配管や蒸気配管を施設するスペースが限られる、
といった問題もある。この問題については、国有地の活用、産業道路の地下の埋設配管の設置また
は拡張、といったインフラ整備を国または自治体が行う事が必要である。
スクラップアンドビルドにより老朽化した設備を高効率の設備に更新しようとした場合には、用地の問
題もある。事業の継続を考えると、既存の設備の廃棄は新しい設備が完工した後にしたいが、コンビ
ナート内にあるスペースは限られているため、既存の設備を稼働しつつ新しい設備を建設することは
困難である。一方で、コンビナート内には有休の土地があるかもしれない。コンビナート内の土地の
有効活用のための仕組み作りや、新しい設備を建設する場所へのインフラ（アクセス道、配管等）整
備の補助など、国や自治体の支援策が必要である。
4.3.5.1.3 規制や税制の問題
聞き取り調査の結果、設備投資を伴う連携案件を進めるためには、補助金、減価償却規則の緩和、
固定資産税の優遇や減免といった支援策が有効との声が多く寄せられた。特に、補助金は投資判
断の壁（回収年の問題）を越えられるので、他の支援策よりも有効との声があった。内需が減退する
中でコンビナート競争力を維持・強化するという観点から、輸出用インフラの投資に対する補助を求
める声もあった。
補助金に関して、現在の制度は単年度設計が多いが、単年度内で大型設備の発注は困難であり、
現実的な運用を考えると、複数年にまたがって活用できる仕組みを求める声があった。
また、製油所と石油化学プラントの連携案件の中には、メリットを最大化しようとすると CO2 排出が増
えてしまうものがあり得るので、そのような場合に、経済性のメリットを減らして CO2 排出を抑制した場
合に、その分をインセンティブで埋め合わせてもらうような仕組みがあると良いとの提案があった。
用役センターに関連して、燃料を輸入する際のコスト変動に関する政府保証なものが有ると良いとの
声があった。
スクラップアンドビルドに関連して、廃棄コストやプラントが稼働しない期間の逸失利益が大きいため、
廃棄の際の税制優遇があると設備更新が進みやすいとの声があった。
一方、規制緩和に関する声もあった。
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例えば、高圧ガスと危険物の規制（法規）が異なり、混合して輸送できない。混ぜて送ることが出来れ
ば、配管を分けずに済むので配管スペースを節約出来る。
また、高圧ガス配管と危険物配管を同一トンネル内や配管橋上を通すには、距離を 5m 以上離すか、
後に設置する配管を二重管にしなければならないが、配管の技術・性能も進歩しており、規制緩和
が進めば、より多くの配管を限られたスペースに通すことが可能になる。
エネルギー連携に特有な問題

4.3.5.2

製油所と石油化学プラントの連携に加えて、全ての石油化学コンビナートが用役センターを設立して
必要な蒸気・電気および水素を供給する体制にした場合、合理的な努力で推進が可能な連携により
達成が可能な CO2 排出削減量は、年間 460～1,230 万トンまで拡大すると推定される。
国内において、共同火力発電所が立地しているコンビナートは幾つか存在するが、何れもコンビナ
ート全体のエネルギーを供給する用役センターのレベルではなく、以下のような部分的な連携に留
まっている。


電気のみの供給に留まる



蒸気も供給しているが、製油所や石油化学プラントの需要の一部を賄っている



部分的な連携（例えば、製鉄所と火力発電所だけの共同火力発電所）

聞き取り調査によると、エネルギーの連携が限られる主な要因は以下の通りであった。


用役センターの設備コストや運転コストを誰がどのように負担するかの合意形成が難し
い



高圧蒸気の輸送には設備コストがかかる



中圧～低圧蒸気の輸送は熱ロスが大きいので事業所間の距離が遠いと難しい



用役センター用の敷地や、用役センターと熱の需要家を繋ぐ蒸気配管の敷設スペー
スが無い



（全ての蒸気・電気の需要を外部に頼ってしまうと）用役センターにトラブルが生じた場
合に事業所全体の操業停止に追い込まれる

鹿島臨海工業地帯には、コンビナート内で使用する電気、蒸気および純水を供給する用役センター
として、鹿島北共同発電株式会社および鹿島南共同発電株式会社が存在する。両社は、鹿島臨海
工業地帯の設立時にコンビナート内の主要企業の出資によって設立されたものである。
既に存在しているコンビナートに新たに用役センターを設立するには、大きな困難が伴う。コンビナ
ートに立地する製油所や石油化学プラント、製鉄所などの蒸気および電気の需要を賄える用役設備
は非常に大規模であり、その設備コストを 1 社で負担するのは難しい。また、用役センターの設備に
トラブルが発生した場合の供給の問題もあるので、ステークホルダー1 社がオーナーとなるスキーム
は現実的ではない。一方、蒸気および電気のユーザーであるコンビナート内企業による共同出資は
一つのアイディアであるが、数が多くなるほどステークホルダーの合意形成が難しくなる。更に、既に
償却が終わっている既存の用役設備の廃棄を伴う事が、問題をより複雑にする。
一方、4.3.3.1 項で述べた通り、製油所や石油化学プラント（そして製鉄所）にとって、用役設備への
投資は優先順位が低く、結果として効率の低い設備が稼働し続ける事になる。用役供給をコア事業
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とする用役センターが設立され、CO2 排出削減にインセンティブが与えられれば、常に効率の良い
状態で設備が維持・操業される筈である。
用役センターの運営は、発電所の操業を本業とする電力会社に委託するのが良いかもしれない。コ
ンビナート内に効率の良い設備がある場合、その設備は存続させ、用役センターに移管し、用役セ
ンターの設備の一部として運営する事も考えられる。設備投資に対する補助金や（CO2 排出削減の）
インセンティブ、国有地等の活用、税制優遇措置といった誘発策が充実すれば、大手総合商社のよ
うな投資やビジネス・スキームを得意とする企業をパートナーとして加える事により、CO2 排出削減、
用役センターとしての収益力およびコンビナート内企業へのメリット還元のバランスを持続的に保つ
ことが出来るかもしれない。
用役センターの用地や蒸気配管の施設スペースに関しては、国有地の活用や産業道路の地下イン
フラの整備、規制緩和等の施策が必要である。
4.3.5.3

企業努力を超えた異業種連携を推進する鍵

現在の様々な前提を取り払って、「究極の」 製油所と石油化学プラントの連携を達成した場合には、
CO2 排出削減ポテンシャルは年間 820～2,200 万トンまで拡大する。更に、製鉄所や発電所、無機
化学プラント等も含めたコンビナート連携が実現すれば、年間数百万トン規模の CO2 排出削減が上
積みされ得る。しかしながら、これらを達成するためには、強力なインセンティブや政策的な後押しが
不可欠である。
異業種連携は、案件ごとに経済性と CO2 排出削減ポテンシャルが異なる。図 17 は、参照サイトで
CO2 排出量に影響のある RPI 案件を抽出し、それを CO2 排出削減ポテンシャルの多い順に並べて、
経済的なメリットと CO2 排出量への影響をイメージ化したものである。

図 17

RPI 案件の経済性と CO2 排出量に及ぼす影響
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CO2 排出削減に経済的なインセンティブが無ければ、CO2 排出削減量が大きいが経済的なメリット
が少ない案件（例えば、投資を伴う用役の最適化や水素の最適化等）は実施されない。また、結果と
して CO2 排出を増やしてしまうような案件（例えば、ナフサクラッカーの原料の重質化）がそのまま実
施されてしまう。その結果、経済性のみを追求して RPI を進めた場合の CO2 排出削減量は、図 18
のようになる。

図 18

経済性のみを追求して RPI を進めた場合の CO2 排出削減量

CO2 排出削減に対するインセンティブがあれば、経済性が成り立たなかった RPI 案件が実施される
ようになる。また、CO2 排出量を増やしてしまうような案件は実施を控えるか、或いは経済的なメリット
が多少減っても、CO2 排出量の増加を抑える工夫がなされるであろう。
その結果、図 19 のように、インセンティブが無かった場合に比べて大きな CO2 排出削減が達成さ
れ得る。
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図 19

インセンティブ等の誘発策が有る場合の RPI による CO2 排出削減量

なお、経済性が成り立たない案件の多くは設備投資を伴うものであり、CO2 排出削減そのものに対
するインセンティブの代わりに、投資に対する補助金または税制優遇措置等も効果があるものと考え
られる。
大規模な投資を伴う連携案として、IGCC を事例として挙げる。
4.3.3.2 項および 4.3.3.3 項で述べた通り、製油所や石油化学プラントのボトム留分を燃料とする
IGCC を建設した場合、CO2 排出削減に大きく寄与する事が分かっている。しかしながら、IGCC は
ガス化装置を含む複数の装置から構成されるため、通常の発電設備に比べて建設コストが大きい。
投資回収年の面でも、或いは投資額の面でも、一企業の判断により IGCC の建設を決めるのは難し
く、複数企業の共同出資にして出資額を分散したとしても、投資回収年の問題は解消されない。
世界規模である原油処理能力日量 40 万バレルの製油所にボトム留分のガス化設備を組み込んだ
スキームを図 20 に示す。製油所にボトム留分のガス化設備を組み込んだ事例は海外に幾つか見ら
れる。例えば、ポーランドのグルパ・ロトス SA は、2008 年に自社のグダニスク製油所にボトム留分の
ガス化プラントを建設した。米国テキサス州のハントン・エナジーは 2007 年に近隣の製油所で製造
される石油コークスを使用する 1,200 MW の IGCC プラントを建設した。
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図 20

製油所と IGCC の連携の概念図

（出典 ： Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) Technologies）
https://books.google.co.jp/books?id=XrF0BgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

用役センターの役割を拡大し、IGCC で熱・電気に水素も併せて供給する仕組みを構築すると、更な
る CO2 削減が期待されるが、このスキームが成立するのは、水素需要が大きく、このスキームによっ
て複数のスチームリフォーミング装置を停止できるようなコンビナートに限られる。具体的には、千葉、
川崎および水島が候補として考えられる。
インドのリライアンスは 2017 年に、同社がグジャラート州に保有する世界有数のジャムナガール事業
所内にガス化設備を導入した。ガス化の原料は同製油所で製造している石油コークスで、10 基のガ
ス化炉で構成され、同事業所の電気、蒸気および燃料ガスを供給する。同事業所の用役の連携を
図 21 に示す。
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図 21

リライアンスのジャムナガール事業所の用役連携

（出典 ： Gasification Technologies Conference 2014）
https://www.globalsyngas.org/uploads/eventLibrary/2014_6.1_Reliance,_Antony_Francis.pdf

ガス化後の合成ガスは図 22 に示す通り、同事業所の製油所・石油化学プラント・パラキシレンプラ
ント内で使用する燃料にもなるが、一部は水素の原料としても使用される。同社は将来的に、IGCC
由来の水素を活用してアンモニア・尿素、メタノール・ジメチルエーテル（DME）、オキソアルコール
等の化学品製造を視野に入れている。

図 22

リライアンスのジャムナガール事業所のハイドロカーボンの連携

（出典 ： Gasification Technologies Conference 2014）
https://www.globalsyngas.org/uploads/eventLibrary/2014_6.1_Reliance,_Antony_Francis.pdf
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IGCC で水素も併せて供給する体制を構築するには、巨額な投資が必要となるため、投資に対する
補助や税制優遇などの支援策が欠かせない。また、水素のインフラ整備に国が参画する事も選択肢
となろう。
酸素吹き込みの IGCC の場合は、空気分離装置も必要となる。IGCC、空気の深冷分離装置、水素
プラントおよび製油所が高度に連携すると、図 23 のようなスキームになる。
このスキームでは、ボトム留分をガス化し、脱硫後の合成ガスの一部はガスタービンへ、一部はシフト
反応器を経て水素プラントへ送られる。図中、HCU は製油所の水素化分解装置（Hydrocracking
Unit）の事である。HCU が蒸留残渣の水素化分解装置の場合、HCU のボトム留分がガス化の原料
となり得る。
IGCC からは高濃度の CO2 を回収可能であり、尿素などの化学品原料や、ドライアイスや飲料用の
炭酸ガスとして活用出来る。需要がない場合には、CO2 の地下貯留も選択肢となる。

図 23

IGCC、空気深冷分離、水素プラント、製油所の連携の概念図

（出典 ： GE Power Systems, IGCC Gas Turbines for Refinery Applications）
https://www.ge.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/documents/technical/ger/ger-4219-igccgas-turbines-for-refinery-applications.pdf

千葉、川崎および水島のように、コンビナート内に高炉を持つ製鉄所があり、かつ水素の需要が大き
なコンビナートは、COG から水素を回収して製油所や石油化学プラントへ供給する事により、CO2 の
排出が大きく削減されると前述した。しかしながら、将来的には製鉄所の高炉は水素を還元剤として
使用する可能性が示唆されている。水素還元技術が進んだ場合、還元剤としてのコークスの需要が
なくなるか、少なくとも減少するので、製鉄所における COG の量が減ってしまう。逆に、製鉄所が水
素を必要とすることになるので、水素併給の IGCC は将来の製鉄所が必要とする水素の供給ソース
としても活用できる。製鉄所が将来必要とする水素を賄うだけの IGCC の投資額は、相当大きなもの
になる事が容易に推察されるので、投資に対する補助は言うまでもなく、インフラ整備などに国また
は自治体の支援が必要と考える。
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4.4

結論

日本の石油化学コンビナートにおいて、隣接する製油所と石油化学プラントが合理的な努力により
連携を推進した場合に年間 360～950 万トンの CO2 排出が削減されると推定される。これは、2016
年度に石油製品製造部門および化学工業部門から排出された GHG の 4～11%に相当する。この
連携を阻んでいる要因は主に資本の壁やインフラの不足、規制や税制等である。資本の壁は垂直
統合や合弁化といった企業における経営判断や公平な第三者の活用により緩和し得るが、インフラ
の不足や規制・税制の問題は、国や自治体による支援や規制緩和が必要である。
日本の全ての石油化学コンビナートに、コンビナート内で消費する用役（電気、蒸気および水素）の
大部分を供給する 「用役センター」 を設立した場合、CO2 排出削減ポテンシャルが年間 460～
1,230 万トンに拡大すると推定される。このスキームを成立させるためには、CO2 排出削減に対する
インセンティブを与え、効率の悪い老朽化（または規模の小さい）設備の効率の良い設備への置き換
えを促す必要がある。また、コンビナート全体に用役を供給する重要な役割を担う用役センターは、
国有地等の活用、税制優遇措置など、投資やビジネス・スキームを得意とする企業をパートナーとし
て迎えられるような誘発策の充実が必要である。
経済的なメリットでは実現できない製油所と石油化学プラントの連携案が幾つかある。その中には、
CO2 排出削減ポテンシャルの大きな案件が含まれる。製油所と石油化学プラントが様々な制約を取
り払って連携することが出来た場合、それにより削減可能な CO2 排出量は日本全体で年間 820～
2,200 万トンにまで拡大する。これは、2016 年度に石油製品製造部門および化学工業部門から排
出された GHG の 10～27%に相当する。さらに、製鉄所、発電所、基礎化学品プラント等も含めたコ
ンビナート連携が実現すれば、年間数百万トン規模の CO2 排出削減が上積みされる。しかしながら、
この数字を達成するには、CO2 排出削減に対する強力なインセンティブや政策的な後押しが不可欠
である。何故ならば、ここに分類される連携案件は、経済的なメリットでは投資回収が困難か、投資回
収に長い年月を必要とするため、企業の経営判断では実現に至らないからである。
コンビナートにおける異業種連携は、CO2 排出削減にも資すると同時に、コンビナートに立地する産
業の競争力強化にも役立つ。米国や中東においては、安価な原料を背景に、世界規模の製油所や
石油化学プラントが相次いで建設されている。また、中国やインドにおいては、旺盛な自国の消費を
支えるために、製油所と石油化学プラントが高度に統合された世界規模の事業所が複数建設されて
いる。また、海外の先進的な事例では、製油所と石油化学プラントがガス化複合発電（IGCC）設備と
も一体運営されている。
人口の減少や国民のライフスタイルの変化、環境対応のニーズ等に伴い、国内の石油製品および
石油化学製品の需要は減少の一途をたどっている。一方で、製油所や石油化学プラントが立地する
コンビナートは数千人単位の従業員が働いており、更には保全や工事等の業者を含めると、コンビ
ナートが立地する自治体の雇用や経済を大きく支えている。内需の減退に合わせて製油所や石油
化学プラントを閉鎖し続けた場合、我が国の雇用や経済に深刻な影響を与えかねない。
日本はもともと資源の乏しい国であり、安価な原料を輸入し、それを国内で付加価値を高めて輸出
することにより経済を繁栄させてきた。日本の石油化学会社の多くは現在、高付加価値な誘導品の
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開発や海外展開等に注力している。そのこと自体は正しいが、足下の日本において原料となる石油
化学基礎原料の競争力なくして、誘導品の競争優位性が未来まで維持できるのか甚だ疑問である。
海外の競合相手が安価な原料を活用し、高度に統合された大規模な製油所と石油化学プラントで
生産活動を行っているのに対し、規模が小さな日本の製油所や石油化学プラントが個々の最適化
だけで太刀打ち出来るのであろうか。
世界の石油メジャーであるエクソンモービルやロイヤル・ダッチ・シェルが世界中で操業する製油所
の多くは、石油化学プラントと一体運営されている。ロイヤル・ダッチ・シェルは過去 10 年間に世界
中で複数の製油所を売却しているが、そのほとんどは単独で操業されていた製油所であり、石油化
学プラントと一体運営している製油所はほとんど売却されていない。これらの事実を見ても、製油所と
石油化学プラントの連携の重要性が伺い知れるであろう。
日本の石油化学コンビナートには、世界でも類を見ないほど多様な事業所が集積している。その構
成はコンビナートごとに若干異なるが、例えば我が国最大の石油化学コンビナートである千葉県市
原市から袖ケ浦市にかけての一帯には、4 つの製油所、4 つのエチレンプラント、数多くの石油化学
誘導品プラント、電解プラントおよび火力発電所が立地している。また、周辺の市には製鉄所も立地
している。これらの事業所が高度に連携した場合の経済的なメリットおよび CO2 排出削減余地は、
個々の事業所が単独で取り組む最適化によるメリットの積み上げでは到底及ばないものである。
世界最大の石油メジャーであるエクソンモービルは、製鉄所も（電解、アンモニア、メタノールのような）
基礎化学品プラントも保有していない。日本の石油化学コンビナートは、エクソンモービルさえも成し
得ない異業種連携を実現する可能性を持っている。日本のコンビナートに立地している各社は、今
こそ異業種連携によるコンビナートの全体最適にこれまで以上に注目するべきであり、また日本国政
府はそれを後押しする政策メニューを提供すべきであろう。
なお、コンビナート連携の強化策のうち、大規模な設備投資案件だけを追求しても、やはり年間 820
～2,200 万トンの CO2 排出削減は達成出来ない。投資無しまたは少額投資の連携と、大規模な設
備投資を伴う連携の、両方を目指すことが日本のコンビナートに求められているのである。
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Appendix A - RPI ベンチマーキングの為の質問票の回答

質問票
調査対象： A製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れて
いますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ熱分解タールをコーカー原料として受け入れていますか？
[yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

Yes

Yes
Yes
Yes
Both
No
No
Yes
Both
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes

No
Yes
Yes
No

Yes
No
No
No

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定性半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
余剰
No
No
No
No
No

No
Yes
No

Yes
No

質問票
調査対象： Ｂ製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

no

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
※実ガスベース
自社の水素製造装置で発生 [m3/d] ※実ガスベース
近隣のエチレンプラント [m3/d]
その他 [m3/d] ※実ガスベース
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： C製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ熱分解タールをコーカー原料として受け入れていますか？
[yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

設備なし

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [千m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [千m3/d]
近隣のエチレンプラント [千m3/d]
その他 [千m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

設備なし

質問票
調査対象： D製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣
のナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣
のナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れて
いますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]

回答

近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティーを
上げて運転していますか？ [yes/no]
４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を検
討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： E製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

設備なし

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定性半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

設備なし

質問票
調査対象： F製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族を近隣のナフサクラッカーへ供給していますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定性半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： G製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣
のナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣
のナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？
[yes/no]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？
[yes/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給しています
か？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れて
いますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？
[yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか （低額の投資による対応も含め
て）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ） の運用を最適化して在庫を最
小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC） に置き換える事を検討した経験はありますか？
[yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？
[yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている） があるとお考え
ですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： H製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： I製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？
[yes/no]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？
[yes/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給しています
か？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族を近隣のナフサクラッカーへ供給していますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？
[yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか （低額の投資による対応も含め
て）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

yes

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ） の運用を最適化して在庫を最
小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてコークス炉ガスの軽油留分の供給を受けていますか？
[yes/no]
コークス炉ガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC） に置き換える事を検討した経験はありますか？
[yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？
[yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている） があるとお考え
ですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： J製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
Nm3-d-100% H2
自社の水素製造装置で発生 [m3/d] Nm3-d-100% H2
近隣のエチレンプラント [m3/d]
その他 [m3/d] 固定床の接触改質装置から発生する水素 Nm3-d-100% H2
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： K製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： L製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のラフィネート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族をナフサクラッカーの分解ガスコンプレッサーの洗浄油として供給していますか？
[yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れて
いますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ熱分解タールをコーカー原料として受け入れていますか？
[yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定床半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を検
討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足/バランス]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： M製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
重質芳香族を近隣のナフサクラッカーへ供給していますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れ
ていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ熱分解タールをコーカー原料として受け入れていますか？
[yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定性半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： N製油所
回答

１．近隣の石油化学プラントへの原料の供給
近隣のナフサクラッカーへ原料を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？
LPG （プロパン・ブタンの合計） [ton/year]
ライトナフサ [kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
供給している場合、貴社の製油所の原油購入と近隣のナフサクラッカーの原料購入の
最適化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣のナフサクラッカーに供給している場合、供給量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
貴製油所のナフサスプリッターに余力はありますか？ [yes/no]
フルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けていますか？（パラフィンリッチなフルレ
ンジナフサはそのまま近隣のナフサクラッカーに供給する） [yes/no]
LPGを近隣のナフサクラッカーへ供給している場合、供給量の増加について話し合っ
たことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴製油所/近隣の
ナフサクラッカー/両者]
コンデンセートを近隣のナフサクラッカーと共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへFCCのライトサイクルオイル（LCO）を供給していますか？ [yes/no]
FCCドライガスからC2留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes/n
o]
FCCドライガスからプロピレンを回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか？ [yes
/no]
供給している場合、貴社の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業して
いますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへCokerから回収されたC2留分を供給していますか？ [yes/no]
燃料ガス（オフガス）からC2やC3留分を回収して近隣の石油化学プラントへ供給していますか
？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を供給してい
ますか？ [yes/no]
２．近隣の石油化学プラントからのブレンド基材や二次装置原料の受け入れ
近隣のナフサクラッカーから分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として受け入れて
いますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからC5留分をガソリンのブレンド基材として受け入れていますか？ [y
es/no]
近隣のナフサクラッカーからC9+の芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ熱分解タールをコーカー原料として受け入れていますか？
[yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
芳香族 （BTX） は既存設備で可能な限り回収していますか
（低額の投資による対応も含めて）？ [yes/no]
接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化学（芳香族）製
品の収率を考慮していますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーにパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置にフィードする混合
キシレンを最大化するような運転を試みていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビアリティー
を上げて運転していますか？ [yes/no]

回答

４．近隣の石油化学プラントとの装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントのプロピレンスプリッターを活用していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ石油コークスを供給していますか？ [yes/no]
石油コークス以外に近隣の製鉄所へ原料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
固定性半再生式リフォーマーの連続再生式リフォーマーへの建て替えを検討した事はありま
すか？ [yes/no]
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーへのナフサ供給量を増やすためにナフサスプリッターの能力増強を
検討した事がありますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の石油化学プラントへ燃料を供給していますか？
供給している場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タールを燃料として受け入れていますか？ [yes/no]
近隣のナフサクラッカーからナフサ分解タール以外に燃料として受け入れているものはありま
すか？ [yes/no]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴製油所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の石油化学プラントへ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントから常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントと蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [
yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣のナフサクラッカーも含めてのカスケード利用ですか？
[yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の石油化学プラントへ常時電気を供給していますか？ [yes/no]
貴社の水素の需要および主な供給源を教えて下さい。
水素の需要 [千m3/d]
自社の水素製造装置で発生 [千m3/d]
近隣のエチレンプラント [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
近隣の石油化学プラントに未だ回収可能な水素 （現状は燃料になっている）
があるとお考えですか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： 石油化学事業所A
回答

１．近隣の製油所からの原料の受け入れ
近隣の製油所からクラッカー原料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？
プロパン （LPGとしてではなく） [ton/year]
ブタン （LPGとしてではなく） [ton/year]
（混合物として受け入れている場合） LPG [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
受け入れている場合、貴社のクラッカー原料の購入と近隣の製油所の原油購入の最適
化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
近隣の製油所のナフサスプリッターに余力があるかご存じですか？ [yes/no]
近隣の製油所がフルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けているかご存知ですか
？（パラフィンリッチなフルレンジナフサはそのまま貴社へ供給する） [yes/no]
LPGを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
コンデンセートを近隣の製油所と共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣の製油所からFCCのライトサイクルオイル（LCO）を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したプロピレンを受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、近隣の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業
していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所から、燃料ガス（オフガス）から回収したC2やC3留分を受け入れていますか？
[yes/no]
近隣の製油所からナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を受け入れていますか
？ [yes/no]
近隣の製油所から重質芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
２．近隣の製油所へのブレンド基材や二次装置原料の供給
近隣の製油所へ分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として供給していますか？ [
yes/no]
近隣の製油所へC5留分をガソリンのブレンド基材として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所へC9+の芳香族を供給していますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
近隣の製油所は既存設備から芳香族 （BTX）
を可能な限り回収していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油
化学（芳香族）製品の収率を考慮していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社にクラッカー原料としてパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置
にフィードする混合キシレンを最大化するような運転を試みているかご存ですか？ [yes/no]
近隣の製油所が貴社のクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビ
アリティーを上げて運転しているかご存知ですか？ [yes/no]

Yes

Yes
Yes
Yes
Both
Yes
Yes
Yes
Both
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No

回答

４．近隣の製油所との装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
余裕がある場合、近隣の製油所にその余力を活用させていますか？ [yes/no]
近隣の製油所と一緒に中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して、在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ原料・中間原料等を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、具体的にどのようなものですか？
近隣の製鉄所から芳香族原料としてコークス炉ガスの軽油留分の供給を受けていますか？ [
yes/no]
コークス炉ガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣の製油所からナフサクラッカーの原料として何かを新たに受け入れる為に、クラッカーへ
の投資を検討した事はありますか？ [yes/no]
ある場合、どのような原料を受け入れるためですか？
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社のクラッカーへのナフサ供給量を増やすために、ナフサスプリッターの
能力増強を検討した事があるかご存知ますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の製油所から燃料を受け入れていますか？
受け入れている場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣の製油所へナフサ分解タールを燃料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所へナフサ分解タール以外に燃料として供給しているものはありますか？ [yes/n
o]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴事業所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の製油所へ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所と蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣の製油所も含めてのカスケード利用ですか？ [yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時電気を受け入れていますか？ [yes/no]
貴社の水素の需給バランスおよび主な供給源を教えて下さい。
（需給バランス）
事業所内の水素の需要 [m3/d]
事業所外への水素の供給 [m3/d]
（供給源）
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
ナフサクラッカーのオフガスからの回収 [m3/d]
ナフサクラッカー以外の化学プロセス [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
貴事業所から近隣の製油所への更なる水素供給について協議したことはありますか？ [yes/
no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： 石油化学事業所B
回答

１．近隣の製油所からの原料の受け入れ
近隣の製油所からクラッカー原料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？
プロパン （LPGとしてではなく） [ton/year]
ブタン （LPGとしてではなく） [ton/year]
（混合物として受け入れている場合） LPG [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
受け入れている場合、貴社のクラッカー原料の購入と近隣の製油所の原油購入の最適
化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し
合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
近隣の製油所のナフサスプリッターに余力があるかご存じですか？ [yes/no]
余力がある場合、近隣の製油所からの供給余力がどの程度かご存知ですか？ [t
on/year]
近隣の製油所がフルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けているかご存知ですか？
（パラフィンリッチなフルレンジナフサはそのまま貴社へ供給する） [yes/no]
LPGを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
コンデンセートを近隣の製油所と共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用していますか
？ [yes/no]
近隣の製油所からFCCのライトサイクルオイル（LCO）を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量 はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したプロピレンを受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れている場合、近隣の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業し
ていると思いますか？ [yes/no]
している場合、それは触媒および助触媒の選定によるものかご存知ですか？ [ye
s/no]
或いは、FCCへのフィード性状の最適化
原油選択、減圧蒸留装置のカットポイント、等）
によるものかご存知ですか？ [yes/no]
或いは、Deep Catalytic Cracking を実施しているかご存知ですか？ [yes/no]
近隣の製油所から、Cokerから回収されたC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から、燃料ガス（オフガス）から回収したC2やC3留分を受け入れていますか？ [
yes/no]
その受け入れ量はどの位ですか？
C2留分 [ton/year]
C3留分 [ton/year]
近隣の製油所からナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を受け入れていますか
？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から重質芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]

回答

２．近隣の製油所へのブレンド基材や二次装置原料の供給
近隣の製油所へ分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として供給していますか？ [y
es/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC5留分をガソリンのブレンド基材として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC9+の芳香族を供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その用途は何ですか？
[C重油のカッター/ガソリン基材（C9,C10）/軽油基材（C10+）]
また、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ熱分解タールをコーカー原料として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
近隣の製油所は既存設備から芳香族 （BTX）
を可能な限り回収していると思いますか？ [yes/no]
未回収のBTXが有る場合、その合計量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所が接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油化
学（芳香族）製品の収率を考慮していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社にクラッカー原料としてパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置
にフィードする混合キシレンを最大化するような運転を試みているかご存ですか？ [yes/no]
近隣の製油所が貴社のクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビア
リティーを上げて運転しているかご存知ですか？ [yes/no]
４．近隣の製油所との装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
余裕がある場合、近隣の製油所にその余力を活用させていますか？ [yes/no]
活用している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所と一緒に中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して、在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ原料・中間原料等を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、具体的にどのようなものですか？
している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてコークス炉ガスの軽油留分の供給を受けていますか？ [y
es/no]
受けている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
コークス炉ガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣の製油所からナフサクラッカーの原料として何かを新たに受け入れる為に、クラッカーへの
投資を検討した事はありますか？ [yes/no]
ある場合、どのような原料を受け入れるためですか？
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社のクラッカーへのナフサ供給量を増やすために、ナフサスプリッターの
能力増強を検討した事があるかご存知ますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の製油所から燃料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣の製油所へナフサ分解タールを燃料として供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ分解タール以外に燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no
]
供給している場合、その熱量はどの位ですか？ [GJ/year]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴事業所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足] 能力余裕有
近隣の製油所へ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所と蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [yes/no]

回答

近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣の製油所も含めてのカスケード利用ですか？ [yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時電気を受け入れていますか？ [yes/no]
貴社の水素の需給バランスおよび主な供給源を教えて下さい。
（需給バランス）
事業所内（SDK） の水素の需要 [m3/d]
事業所外（SDK以外） への水素の供給 [m3/d]
（供給源）
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
ナフサクラッカーのオフガスからの回収 [m3/d]
ナフサクラッカー以外の化学プロセス [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
貴事業所から近隣の製油所への更なる水素供給について協議したことはありますか？ [yes/n
o]
ある場合、製油所の水素需要がどの程度かご存知ですか？ [ton/year] or [分からない]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
あるとお考えの場合、最大でどの程度の水素を供給出来る可能性があるかご存知です
か？ [ton/year] or [分からない]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： 石油化学事業所C
回答

１．近隣の製油所からの原料の受け入れ
近隣の製油所からクラッカー原料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？
プロパン （LPGとしてではなく） [ton/year]
ブタン （LPGとしてではなく） [ton/year]
（混合物として受け入れている場合） LPG [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
受け入れている場合、貴社のクラッカー原料の購入と近隣の製油所の原油購入の最適
化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
近隣の製油所のナフサスプリッターに余力があるかご存じですか？ [yes/no]
余力がある場合、近隣の製油所からの供給余力がどの程度かご存知ですか？ [
ton/year]
近隣の製油所がフルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けているかご存知ですか
？（パラフィンリッチなフルレンジナフサはそのまま貴社へ供給する） [yes/no]
LPGを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
コンデンセートを近隣の製油所と共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣の製油所からFCCのライトサイクルオイル（LCO）を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量 はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したプロピレンを受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れている場合、近隣の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業
していると思いますか？ [yes/no]
している場合、それは触媒および助触媒の選定によるものかご存知ですか？ [y
es/no]
或いは、FCCへのフィード性状の最適化
（原油選択、減圧蒸留装置のカットポイント、等）
によるものかご存知ですか？ [yes/no]
或いは、Deep Catalytic Cracking を実施しているかご存知ですか？ [yes/no]
近隣の製油所から、Cokerから回収されたC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から、燃料ガス（オフガス）から回収したC2やC3留分を受け入れていますか？
[yes/no]
その受け入れ量はどの位ですか？
C2留分 [ton/year]
C3留分 [ton/year]

回答

近隣の製油所からナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を受け入れていますか
？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から重質芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
２．近隣の製油所へのブレンド基材や二次装置原料の供給
近隣の製油所へ分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として供給していますか？ [
yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC5留分をガソリンのブレンド基材として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC9+の芳香族を供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その用途は何ですか？
[C重油のカッター/ガソリン基材（C9,C10）/軽油基材（C10+）]
また、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ熱分解タールをコーカー原料として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
近隣の製油所は既存設備から芳香族 （BTX）
を可能な限り回収していると思いますか？ [yes/no]
未回収のBTXが有る場合、その合計量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所が接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油
化学（芳香族）製品の収率を考慮していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社にクラッカー原料としてパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置
にフィードする混合キシレンを最大化するような運転を試みているかご存ですか？ [yes/no]
近隣の製油所が貴社のクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビ
アリティーを上げて運転しているかご存知ですか？ [yes/no]
４．近隣の製油所との装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
余裕がある場合、近隣の製油所にその余力を活用させていますか？ [yes/no]
活用している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所と一緒に中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して、在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ原料・中間原料等を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、具体的にどのようなものですか？
している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてコークス炉ガスの軽油留分の供給を受けていますか？ [
yes/no]
受けている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
コークス炉ガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣の製油所からナフサクラッカーの原料として何かを新たに受け入れる為に、クラッカーへ
の投資を検討した事はありますか？ [yes/no]
ある場合、どのような原料を受け入れるためですか？
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社のクラッカーへのナフサ供給量を増やすために、ナフサスプリッターの
能力増強を検討した事があるかご存知ますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の製油所から燃料を受け入れていますか？
受け入れている場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣の製油所へナフサ分解タールを燃料として供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ分解タール以外に燃料として供給しているものはありますか？ [yes/n
o]
供給している場合、その熱量はどの位ですか？ [GJ/year]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴事業所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の製油所へ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]

回答

近隣の製油所と蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣の製油所も含めてのカスケード利用ですか？ [yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時電気を受け入れていますか？ [yes/no]
貴社の水素の需給バランスおよび主な供給源を教えて下さい。
（需給バランス）
事業所内の水素の需要 [m3/d]
事業所外への水素の供給 [m3/d]
（供給源）
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
ナフサクラッカーのオフガスからの回収 [m3/d]
ナフサクラッカー以外の化学プロセス [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
貴事業所から近隣の製油所への更なる水素供給について協議したことはありますか？ [yes/
no]
ある場合、製油所の水素需要がどの程度かご存知ですか？ [ton/year] or
[分からない]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
あるとお考えの場合、最大でどの程度の水素を供給出来る可能性があるかご存知です
か？ [ton/year] or [分からない]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： 石油化学事業所D
回答

１．近隣の製油所からの原料の受け入れ
近隣の製油所からクラッカー原料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？
プロパン （LPGとしてではなく） [ton/year]
ブタン （LPGとしてではなく） [ton/year]
（混合物として受け入れている場合） LPG [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
受け入れている場合、貴社のクラッカー原料の購入と近隣の製油所の原油購入の最適
化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
近隣の製油所のナフサスプリッターに余力があるかご存じですか？ [yes/no]
近隣の製油所がフルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けているかご存知ですか
？（パラフィンリッチなフルレンジナフサはそのまま貴社へ供給する） [yes/no]
LPGを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
コンデンセートを近隣の製油所と共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣の製油所からFCCのライトサイクルオイル（LCO）を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したプロピレンを受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、近隣の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業
していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所から、Cokerから回収されたC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所から、燃料ガス（オフガス）から回収したC2やC3留分を受け入れていますか？
[yes/no]
近隣の製油所からナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を受け入れていますか
？ [yes/no]
近隣の製油所から重質芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
２．近隣の製油所へのブレンド基材や二次装置原料の供給
近隣の製油所へ分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として供給していますか？ [
yes/no]
近隣の製油所へC5留分をガソリンのブレンド基材として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所へC9+の芳香族を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所へナフサ熱分解タールをコーカー原料として供給していますか？ [yes/no]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
近隣の製油所は既存設備から芳香族 （BTX）
を可能な限り回収していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油
化学（芳香族）製品の収率を考慮していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社にクラッカー原料としてパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置
にフィードする混合キシレンを最大化するような運転を試みているかご存ですか？ [yes/no]
近隣の製油所が貴社のクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビ
アリティーを上げて運転しているかご存知ですか？ [yes/no]

yes

回答

４．近隣の製油所との装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
余裕がある場合、近隣の製油所にその余力を活用させていますか？ [yes/no]
近隣の製油所と一緒に中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して、在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ原料・中間原料等を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、具体的にどのようなものですか？
近隣の製鉄所から芳香族原料としてコークス炉ガスの軽油留分の供給を受けていますか？ [
yes/no]
コークス炉ガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣の製油所からナフサクラッカーの原料として何かを新たに受け入れる為に、クラッカーへ
の投資を検討した事はありますか？ [yes/no]
ある場合、どのような原料を受け入れるためですか？
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社のクラッカーへのナフサ供給量を増やすために、ナフサスプリッターの
能力増強を検討した事があるかご存知ますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣の製油所から燃料を受け入れていますか？
受け入れている場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣の製油所へナフサ分解タールを燃料として供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所へナフサ分解タール以外に燃料として供給しているものはありますか？ [yes/n
o]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴事業所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の製油所へ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の製油所と蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣の製油所も含めてのカスケード利用ですか？ [yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時電気を受け入れていますか？ [yes/no]
貴社の水素の需給バランスおよび主な供給源を教えて下さい。
（需給バランス）
事業所内の水素の需要 [m3/d]
事業所外への水素の供給 [m3/d]
（供給源）
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
ナフサクラッカーのオフガスからの回収 [m3/d]
ナフサクラッカー以外の化学プロセス [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
貴事業所から近隣の製油所への更なる水素供給について協議したことはありますか？ [yes/
no]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

質問票
調査対象： 石油化学事業所E
回答

１．近隣の製油所からの原料の受け入れ
近隣の製油所からクラッカー原料を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？
プロパン （LPGとしてではなく） [ton/year]
ブタン （LPGとしてではなく） [ton/year]
（混合物として受け入れている場合） LPG [ton/year]
ライトナフサ [ton/year または kl/year]
灯油留分 [ton/year または kl/year]
軽油留分 [ton/year または kl/year]
分解軽油 （VGO） 留分 [ton/year または kl/year]
接触改質装置 （リフォーマー） のリフォーメート [ton/year]
ノルマル C5 [ton/year]
水素化分解装置の未分解油 [ton/year または kl/year]
芳香族抽出装置のラフィネート [ton/year または kl/year]
その他 （あれば） [ton/year または kl/year]
（上記の一部が開示不可の場合） ナフサ換算の合計受け入れ量 [ton/year]
受け入れている場合、貴社のクラッカー原料の購入と近隣の製油所の原油購入の最適
化を考慮していますか？ [yes/no]
考慮している場合、原料購入の最適化のために製油所とクラッカーの統合 LP
（線形プログラム） を活用していますか？ [yes/no]
ライトナフサを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話
し合ったことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
近隣の製油所のナフサスプリッターに余力があるかご存じですか？ [yes/no]
余力がある場合、近隣の製油所からの供給余力がどの程度かご存知ですか？ [
ton/year]
近隣の製油所がフルレンジナフサのタンクを性状毎に使い分けているかご存知ですか
？（パラフィンリッチなフルレンジナフサはそのまま貴社へ供給する） [yes/no]
LPGを近隣の製油所から受け入れている場合、受け入れ量の増加について話し合った
ことがありますか？ [yes/no]
話し合ったことがある場合、それはどちらからの打診ですか？ [貴事業所/近隣の
製油所/両者]
コンデンセートを近隣の製油所と共同で調達していますか？ [yes/no]
している場合、コンデンセートをライトナフサとヘビーナフサに分離して使用しています
か？ [yes/no]
近隣の製油所からFCCのライトサイクルオイル（LCO）を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量 はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所のFCCドライガスから回収したプロピレンを受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れている場合、近隣の製油所はプロピレンの供給を最大化するようFCCを操業
していると思いますか？ [yes/no]
している場合、それは触媒および助触媒の選定によるものかご存知ですか？ [y
es/no]
或いは、FCCへのフィード性状の最適化
（原油選択、減圧蒸留装置のカットポイント、等）
によるものかご存知ですか？ [yes/no]
或いは、Deep Catalytic Cracking を実施しているかご存知ですか？ [yes/no]
近隣の製油所から、Cokerから回収されたC2留分を受け入れていますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
受け入れていない場合、どの程度のC2留分を回収可能ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から、燃料ガス（オフガス）から回収したC2やC3留分を受け入れていますか？
[yes/no]
その受け入れ量はどの位ですか？
C2留分 [ton/year]
C3留分 [ton/year]

回答

近隣の製油所からナフサクラッカー以外の石油化学原料としてC4留分を受け入れていますか
？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所から重質芳香族を受け入れていますか？ [yes/no]
２．近隣の製油所へのブレンド基材や二次装置原料の供給
近隣の製油所へ分解ガソリンのラフィネートをリフォーマーの原料として供給していますか？ [
yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC5留分をガソリンのブレンド基材として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へC9+の芳香族を供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その用途は何ですか？
[C重油のカッター/ガソリン基材（C9,C10）/軽油基材（C10+）]
また、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ熱分解タールをコーカー原料として供給していますか？ [yes/no]
受け入れている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
３．石油化学製品の収率を考慮した製油所の操業
近隣の製油所は既存設備から芳香族 （BTX）
を可能な限り回収していると思いますか？ [yes/no]
未回収のBTXが有る場合、その合計量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所が接触改質装置後段のナフサスプリッターのカットポイントを決める際に、石油
化学（芳香族）製品の収率を考慮していると思いますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社にクラッカー原料としてパラフィンを供給する目的で、芳香族抽出装置
にフィードする混合キシレンを最大化するような運転を試みているかご存ですか？ [yes/no]
近隣の製油所が貴社のクラッカーへのナフサの供給量を増やすために間接脱硫装置のシビ MCCとして受
アリティーを上げて運転しているかご存知ですか？ [yes/no]
け入れなし
４．近隣の製油所との装置の共有や共用の可能性
自社内のプロピレンスプリッターの処理能力に余裕はありますか？ [yes/no]
余裕がある場合、近隣の製油所にその余力を活用させていますか？ [yes/no]
活用している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所と一緒に中間タンク （特にフルレンジナフサ）
の運用を最適化して、在庫を最小にする努力をしていますか？ [yes/no]
５．近隣の製鉄所との原料のやり取り
近隣の製鉄所へ原料・中間原料等を供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、具体的にどのようなものですか？
している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製鉄所から芳香族原料としてオフガスの供給を受けていますか？ [yes/no]
受けている場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
オフガス以外に近隣の製鉄所から受け入れている原料はありますか？ [yes/no]
６．将来の設備投資の可能性
近隣の製油所からナフサクラッカーの原料として何かを新たに受け入れる為に、クラッカーへ
の投資を検討した事はありますか？ [yes/no]
ある場合、どのような原料を受け入れるためですか？
BTX 装置の蒸留塔を分離壁型 （DWC）
に置き換える事を検討した経験はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所が、貴社のクラッカーへのナフサ供給量を増やすために、ナフサスプリッターの
能力増強を検討した事があるかご存知ますか？ [yes/no]
７．用役 （燃料、蒸気、電気、水素） のやり取り
近隣のから燃料を受け入れていますか？
受け入れている場合、その量は重油換算でどの位ですか [kl/year]
近隣の製油所へナフサ分解タールを燃料として供給していますか？ [yes/no]
供給している場合、その量はどの位ですか？ [ton/year]
近隣の製油所へナフサ分解タール以外に燃料として供給しているものはありますか？ [yes/n
o]
供給している場合、その熱量はどの位ですか？ [GJ/year]
近隣の製鉄所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
近隣の製鉄所から燃料として受け入れているものはありますか？ [yes/no]
近隣の火力発電所へ燃料として供給しているものはありますか？ [yes/no]
貴事業所は通常は蒸気余剰ですか、それとも蒸気不足ですか？ [余剰/不足]
近隣の製油所へ常時蒸気を供給していますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]
近隣の共同火力設備から常時蒸気を受け入れていますか？ [yes/no]

回答

近隣の製油所と蒸気ヘッダーを繋げるため、ヘッダー圧力を調整していますか？ [yes/no]
近隣のLNG受け入れ基地の冷熱を利用していますか？ [yes/no]
利用している場合、それは近隣の製油所も含めてのカスケード利用ですか？ [yes/no]
電力会社への売電はありますか？ [yes/no]
電力会社からの買電はありますか？ [yes/no]
近隣の製油所から常時電気を受け入れていますか？ [yes/no]
貴社の水素の需給バランスおよび主な供給源を教えて下さい。
（需給バランス）
事業所内の水素の需要 [m3/d]
事業所外への水素の供給 [m3/d]
（供給源）
自社の水素製造装置で発生 [m3/d]
ナフサクラッカーのオフガスからの回収 [m3/d]
ナフサクラッカー以外の化学プロセス [m3/d]
近隣の製鉄所 [m3/d]
その他 [m3/d]
水素を大量に消費する近隣の化学プラント （アンモニア等） に水素を供給していますか？
貴事業所から近隣の製油所への更なる水素供給について協議したことはありますか？ [yes/
no]
ある場合、製油所の水素需要がどの程度かご存知ですか？ [ton/year] or
[分からない]
近隣の製鉄所から水素の供給を受ける事を検討したことはありますか？ [yes/no]
あるとお考えの場合、最大でどの程度の水素を供給出来る可能性があるかご存知です
か？ [ton/year] or [分からない]
特記事項がございましたら、以下にご記載下さい。

Appendix B -聞き取り調査の議事録

ヒアリング議事録
A 社 （石油化学プラント）
質問①
石油化学プラントと製油所との連携の重要性に関する認識をお聞かせ下さい。
回答
重要だと思っている
質問②
自社の石油化学プラントと隣接する製油所の現在の連携に関する状況認識や社内での議論の状況
について教えて下さい。
回答
未だ出来そうな気がするが、具体的なアイディアがない
多くの物質は、利用先が他にある （石化コンビナート内＋コンビナート外） ため、製油所に供給する余
地がない。
質問③
連携の余地が未だあるとの認識であれば、その理由は何だとお考えかお聞かせ下さい。
回答
お互いに余剰なものを持っているが、互いに使い切れていない。
例えば、現状オフガスは燃料として消費している。価値のある成分は含まれているが、隣接する製油
所へ提供しようとすると、細かなスペックが合わなかったり、設備投資が必要になったりする。
質問④
製油所と融通する物質として比較的前向きなものを教えて下さい。
回答
ナフサ。
LPG は制約があって、多く受け入れられない。
質問⑤
発電所や製鉄所との連携の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
CO2 や H2 は必要だが、製鉄所のオフガスは純度が問題になる。
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質問⑥
コンビナートに共同ユーティリティーセンターを作る話に興味はありますか。
回答
興味は有る、但し、ボイラーを止められるかが問題。
蒸気は遠くに届けられないが、地理的に近い所は OK と考えている。
質問⑦
連携を強化するために何が必要かお聞かせ下さい。
回答
国の補助や規制緩和が必要と考える。
質問⑧
現地の当事者間で出来る事と当事者間では難しい事はどうお考えですか。
回答
当事者で出来る － マテリアル・バランス、送り方、等の技術的な話、融通量の相談、品質
当事者間では難しい － 「値決め」
質問⑨
IoT やビッグデータ等の連携への活用の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
連携に活用できるような新しい技術があれば良いかも知れない。
質問⑩
制度面・政策面の後押しにより連携が強化するような事はあり得るでしょうか。例えば、税制とか、不可
抗力による供給途絶時の保証とか、資金面とか。
回答
そもそも、プラントの心臓部に関わる連携は難しいだろう。
質問⑪
連携に必要な技術開発は何かありますか。
回答
製鉄所のコークス炉ガス （COG） の処理は、技術開発テーマになると考える。
現在存在している技術は冷やして温めるようなもので、エネルギーロスが大きい。

エネルギーをあまり消費せずに COG から水素や CO2 が回収されるようになれば、製鉄所は有用な
水素源となり得る。
質問⑫
そちらのコンビナートが異業種連携に関わる特区に指定されるとしたら、どのような事を望みますか。
回答
これまでの石油化学プラントと製油所の連携に関する国の補助等は、個別案件に対してのものだった
が、より包括的なアプローチを可能にするような仕組みを考えて欲しい。
質問⑬
合同会社 （LLC） や特別目的会社 （SPC） は企業間連携に寄与している/寄与すると思いますか。
回答
互いに手の内を見せられるので有効ではあると思う。
質問⑮
隣の製油所との連携を考える上で、定修の時期がずれている事は問題になりますか。
回答
定修の時期がずれている事は必ずしもデメリットとは考えない。定修の時期がずれていれば、設備管
理を考え易いし、共通部品の相互融通等も考えられる。

ヒアリング議事録
B 社 （製油所）
質問①
製油所と石油化学プラントとの連携の重要性に関する認識をお聞かせ下さい。
回答
重要だと思っている
質問②
自社の製油所と隣接する石油化学プラントの現在の連携に関する状況認識や社内での議論の状況
について教えて下さい。
回答
ライトナフサは全量石油化学原料になっている。
コンビナート内の連携よりも個社での最適化が優先される傾向にあるかも知れない。
質問③
連携の余地が未だあるとの認識であれば、その理由は何だとお考えかお聞かせ下さい。
回答
個社での最適化が優先される傾向にある （前述）
成立しなかった連携案件の多くは、メリットが小さいか、設備投資を伴うものが多かった。
（片方だけにメリットが生じる案件は、そのメリットを他方に分け与えるような事も試みた事はある。）
質問④
製油所と融通する物質として比較的前向きなものを教えて下さい。
回答
パイプインカスタマーである石油化学に引き取ってもらうことでより安定的な製品出荷に繋がるもの、例
えばライトナフサがある。
質問⑤
発電所や製鉄所との連携の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
発電所の場合、一般論として、燃料受け入れターミナルの共用や、火力発電所用燃料の供給などが
あるかもしれない。
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質問⑥
コンビナートに共同ユーティリティーセンターを作る話に興味はありますか。
回答
共同ユーティリティーセンターには関心はある。
現在、主要な用役はコンビナート内で相互融通している。
蒸気の融通は、個々の事業所のバランスが崩れた時に不足側が他者に供給を打診、余力があれば
供給する仕組み。
質問⑦
連携を強化するために何が必要かお聞かせ下さい。
回答
燃料に掛かる税の還付対象を広げると、共同ユーティリティーセンターの設立が促進されるのではな
いか。
質問⑧
当事者間で出来る事と当事者間では難しい事はどうお考えですか。
回答
－
質問⑨
IoT やビッグデータ等の連携への活用の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
着手はしている。
質問⑩
制度面・政策面の後押しにより連携が強化するような事はあり得るでしょうか。例えば、税制とか、不可
抗力による供給途絶時の保証とか、資金面とか。
回答
補助金は投資判断の最初の壁を越えられるので、減価償却や固定資産税優遇よりも有効と思われる。
高度化法の第三次告示により、石油化学原料や中間留分が増えるので、輸出を増やさなければなら
ないが、輸出用オフサイトが十分ではないコンビナートも少なくない。輸出用の投資に対する補助があ
ると良いのではないか。

また、保税の手続きが複雑であり、国として輸出を増やす方向性を打ち出すのであれば、作業の簡素
化を望みたい。
例えば、石化用途で輸入した重質ナフサは税関に事前申告しなければならず、申告した通りに操業し
なければならない為、操業に柔軟性がない。本来、ガソリンに抜いた分をきちんと報告して税を支払え
ば、事前申告など不要ではないか。
質問⑪
連携に必要な技術開発は何かありますか。
回答
一般論として、製鉄所のコークス炉ガス （COG） からの水素の回収は可能性有り。
ロスの少ない蒸気の長距離輸送手段は共同ユーティリティーセンター構想に役立つ。
ボトムを潰して石油化学原料に出来るような技術開発が出来ないか。
質問⑫
そちらのコンビナートが異業種連携に関わる特区に指定されるとしたら、どのような事を望みますか。
回答
「連携特区」 のアイディアとしては、以下が考えられる。
1) 物流
2) 税
3) ガス事業法
物流に関しては、特に航路 （海の出入りの強化） が挙げられる。
原油船、ナフサ大型船、鉄鉱石船等の航路は、最も水深の浅い所に支配される。水深のボトルネック
が県外にある場合、他県に浚渫をお願いする手段がない。物流コストを下げるには大型船を活用した
いので、県外に水深のボトルネックがある場合の解消の仕組みがあると良い。
また、7km を超えて配管を繋ぐ際には 「特別移送取扱書」 が必要となる。地理的に距離のあるコンビ
ナート内や、コンビナート同士で配管を繋ぐ為に、この手続を簡素化されると良い。
コンビナート内でガスを融通しようとした場合、ガス事業法に基づくと供給側にガス事業者主任が必要
になる。オフガスや水素等のコンビナート内の融通を容易にするには、ガス事業法の規制緩和または
特区扱いが望ましい。
質問⑬
合同会社 （LLC） や特別目的会社 （SPC） は企業間連携に寄与している/寄与すると思いますか。

回答
他の事例を見ていて、機能しているようだ。
製油所と石油化学プラントが LLC または SPC を設立するなど、活用の仕方がありそうな気がする。
質問⑭
2040 年、2050 年の石油化学産業・石油化学プロセスがどうなっているとお考えですか。
回答
－
質問⑮
隣の石油化学プラントとの連携を考える上で、定修の時期がずれている事は問題になりますか。
回答
連携を進めていくと、定修は同じタイミングの方が良いと思うが、定修が大きくなると今度はヒトの確保
が問題になるので、一概にどちらが良いと言い切れない。
質問⑯
既存のプラントのプロセス改善への投資額の許容範囲は幾らくらいですか。
回答
－
質問⑰
連携のリスクは何でしょうか。また、その緩和策はありますか。
回答
「連携相手にトラブルが起きたらどうなる」 は確かにハードル。特に用役。恐らく、バックアップ用ボイラ
ーを低稼働運転する事になるだろう。或いは、「連携保険」 でも作ってもらうか。
また、「急所を握られる感」 の払拭が必要。例えば、蒸気の供給が減った時、どのユーザーの装置を
止める或いは絞るのかで揉めそう。決め事で解決出来るかも知れないが。

ヒアリング議事録
C 社 本社 （石油会社）
質問①
製油所と石油化学プラントとの連携の重要性に関する認識をお聞かせ下さい。
回答
製油所と石油化学プラントの連携は勿論重要と考えている。
製油所の価値を高めるには石油化学プラントとの連携により価値を高めないと。
一方で、石油化学側の 「縄張りに入って来るな」 的な意識も理解は出来る。
質問②
自社の製油所と隣接する石油化学プラントの現在の連携に関する状況認識や社内での議論の状況
について教えて下さい。
回答
一定程度の連携が出来ている製油所と連携がほとんど出来ていない製油所がある。
連携が殆どできていない製油所の中には、余地は多い所と、そもそも連携が難しい所がある。特に、
石油化学プラントとの距離が遠い所は、連携の可能性が限られる。
質問③
連携の余地が未だあるとの認識であれば、その理由は何だとお考えかお聞かせ下さい。
回答
更なる連携が可能な製油所については、現在の連携が不十分な理由は以下と考えている。
1) 資本の壁
2) 優先順位 （当社が積極的ではなかった）
3) インフラが整っていない （配管および配管橋）
4) 近隣の石油化学プラントが原料多様化の意識、需要が低いのではないか
質問④
製油所と融通する物質として比較的前向きなものを教えて下さい。
回答
軽質ナフサ、プロピレン、ブタン、水素、トルエン / キシレン
質問⑤
発電所や製鉄所との連携の可能性についてお聞かせ下さい。
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回答
電気代が安くなるなら、発電所との連携の可能性もある。
LNG ターミナルとの連携は、距離が離れていなければ可能性あるかも。
質問⑥
コンビナートに共同ユーティリティーセンターを作る話に興味はありますか。
回答
共同ユーティリセンターは歓迎。各社が保有する既存設備による連携では、特定のプラントにおいてト
ラブルが生じた際の供給不安が問題となる。
水素需要の大きいコンビナートでは、共通ユーティリティーセンターが水素も供給できると役立つかも
知れない。
質問⑦
連携を強化するために何が必要かお聞かせ下さい。
回答
成功事例。「あそこのコンビナートで上手く行った」 → 「何故うちのコンビナートでは出来ない？」 とい
う議論になり、連携が進むと考える。
質問⑧
当事者間で出来る事と当事者間では難しい事はどうお考えですか。
回答
－
質問⑨
IoT やビッグデータ等の連携への活用の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
－
質問⑩
制度面・政策面の後押しにより連携が強化するような事はあり得るでしょうか。例えば、税制とか、不可
抗力による供給途絶時の保証とか、資金面とか。

回答
国に期待することの第一は、製油所と石油化学プラントの連携が大事であるとの （特に、製油所と石
油化学プラントの連携が増えれば CO2 排出削減に繋がるという） メッセージ。
後押しとしては、補助金が考えられる。特に、投資に対する補助金について、現在の制度は単年度設
計が多いが、単年度内での発注は難しいので、複数年度にまたがるような仕組みを考えて欲しい。
減価償却期間を会社の損益に応じて選べるようにするとか、固定資産税の減免等も連携強化を後押
しする。
なお、製油所と石油化学プラントの連携案件の中には、メリットを最大化しようとすると CO2 排出が増
えてしまうものもあり得る。その様な場合、経済性のメリットを減らして CO2 排出を抑制した場合に、そ
の分をインセンティブで埋め合わせてもらうような仕組みがあると良い。
質問⑪
連携に必要な技術開発は何かありますか。
回答
コークス炉ガス（COG）を低コストで有効に利用する為の技術開発。
質問⑫
そちらのコンビナートが異業種連携に関わる特区に指定されるとしたら、どのような事を望みますか。
回答
連携に係る税制の優遇
配管橋に関する自由度（スペースの制約の緩和）
土地の確保（埋め立て）の環境アセスメントの迅速化
スクラップ＆ビルドの際に、同じ用途であれば土壌調査を不要にする
共通配管のスペースの拡張
質問⑬
合同会社 （LLC） や特別目的会社 （SPC） は企業間連携に寄与している/寄与すると思いますか。
回答
－

質問⑭
2040 年、2050 年の石油化学産業・石油化学プロセスがどうなっているとお考えですか。
回答
－
質問⑮
隣の石油化学プラントとの連携を考える上で、定修の時期がずれている事は問題になりますか。
回答
－
質問⑯
既存のプラントのプロセス改善への投資額の許容範囲は幾らくらいですか。
回答
数十億円の規模になるとハードルが一段上がる
質問⑰
連携のリスクは何でしょうか。また、その緩和策はありますか。
回答
－

ヒアリング議事録
D 社・本社 （総合化学会社）
質問①
石油化学プラントと製油所との連携の重要性に関する認識をお聞かせ下さい。
回答
石油精製も石油化学もエネルギーインテンシブ産業であり、連携による CO2 排出削減余地は有ると
考えている。
スチームクラッカーは 40～50 年稼働している。
一方、石油化学コンビナートには製油所、製鉄所、LNG 発電所があり、石油化学誘導品製造設備群
もある。用役の集約で大規模化・高効率化が図られれば、CO2 排出削減は必ず出来るが、リソースの
制約がある。
質問②
自社の石油化学プラントと隣接する製油所の現在の連携に関する状況認識や社内での議論の状況
について教えて下さい。
回答
将来のあるべき姿は社内で共有されている。また近隣の製油所ともある程度共有されている。
質問③
連携の余地が未だあるとの認識であれば、その理由は何だとお考えかお聞かせ下さい。
回答
資本の壁、個社の都合、お金 （投資 / 取引価格）、土地
資本の壁により、ビジネスモデルの合意形成が難しい。交渉に労力がかかる。経営課題として、wish
を共有することが大事。
取引価格については、例えば現在燃料になっている副生留分を（中間）原料として活用する場合、そ
の価値を幾らと評価するかでいつも揉める。
何か新しい設備を建てようとすると、土地が無かったりする。
投資の壁としては、省エネ補助金は、最高 50％補てんされうるが、設備投資は強力なイニシアティブ
が必要。例えば、投資回収期間は石油化学の世界では 8 年では長い、5 年くらいに加速できるプロジ
ェクトだと実施できるかもしれない。
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質問④
製油所と融通する物質として比較的前向きなものを教えて下さい。
回答
用役 （燃料、蒸気、電気、水素など）
質問⑤
発電所や製鉄所との連携の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
－
質問⑥
コンビナートに共同ユーティリティーセンターを作る話に興味はありますか。
回答
コンビナート内に共同ユーティリティーセンターが既に存在している。
質問⑦
連携を強化するために何が必要かお聞かせ下さい。
回答
前提条件を相互に開示せずにメリットのイメージを共有する仕組みがあると良い。
質問⑧
当事者間で出来る事と当事者間では難しい事はどうお考えですか。
回答
実際の連携の話は当事者同士の話し合いになるが、それが難しい理由は前提条件 （お互いの機密
情報） を共有できない事。
質問⑨
IoT やビッグデータ等の連携への活用の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
－
質問⑩
制度面・政策面の後押しにより連携が強化するような事はあり得るでしょうか。例えば、税制とか、不可
抗力による供給途絶時の保証とか、資金面とか。

回答
投資回収年が長い案件や投資金額が大きな案件は難しい。例えば、近隣の製油所と当社でボイラー
およびタービンを共同でスクラップ＆ビルドしようとすると、投資規模は数百億円規模になるだろう。
従って、投資に対する 50%補助は連携推進のドライバーになり得る。
燃料を輸入する際のコスト変動に関する政府保証のようなものがあると良い。
また、実際には、廃棄コストや動かない期間の逸失利益もあるため、スクラップ＆ビルドの際の税制優
遇 （特に廃棄の） は有難い。
税制が理由で実現が難しい製油所・石油化学プラントの連携ネタは確かに有るが、（CO2 削減への）
インパクトはそれ程大きくはないと思う。
コンビナート連携に関する協議会があっても、制度や資金面での協力が得られる訳ではないため、国
としての制度設計は歓迎。個別の連携については、こうした機能による調停ではなく、個々でやったほ
うがよい。
質問⑪
連携に必要な技術開発は何かありますか。
回答
特に思いつかない。
質問⑫
そちらのコンビナートが異業種連携に関わる特区に指定されるとしたら、どのような事を望みますか。
回答
－
質問⑬
合同会社 （LLC） や特別目的会社 （SPC） 等は企業間連携に寄与している/寄与すると思いますか。
回答
LLP は連結納税ができず、法人格が不充分等、資格要件が足りない。
質問⑭
2040 年、2050 年の石油化学産業・石油化学プロセスがどうなっているとお考えですか。

回答
現時点で建設から既に 40 年、50 年経過しているプラントをどうするかの問題に突き当たる。
出来るなら勿論スクラップ＆ビルドだが、場所、資金、建設中の供給等、課題が多い。
質問⑮
隣の製油所との連携を考える上で、定修の時期がずれている事は問題になりますか。
回答
－
質問⑯
既存のプラントのプロセス改善への投資額の許容範囲は幾らくらいですか。
回答
石油会社、鉄鋼メーカー、化学メーカーはそれぞれ会社規模が全く違うので、投資に対するハードル
が会社毎に大きく異なると思う。
質問⑰
連携のリスクは何でしょうか。また、その緩和策はありますか。
回答
燃料を輸入する際の、購入時と実際に使用する際のコスト変動
トラブルによる供給途絶のリスクはあるが、緩和すれば良い。
供給途絶のリスクとして気になるのは、トラブル（一過性） よりもむしろ相手側との喧嘩別れや、現在は
友好な関係にあるパートナーでも、将来にオーナーシップが変わったり、方針の変更があったりすると、
当社ではコントロール出来ない。連携により、自社の事業の可能性を制約するかもしれないというリスク
を恐れる。

ヒアリング議事録
E 社・本社 （石油化学会社）
質問①
石油化学プラントと製油所との連携の重要性に関する認識をお聞かせ下さい。
回答
非常に重要だと認識している。
質問②
自社の石油化学プラントと隣接する製油所の現在の連携に関する状況認識や社内での議論の状況
について教えて下さい。
回答
国内の他の製油所と石油化学プラントに比べると連携が進んでいると考えている。
隣の製油所は重要製油所と位置づけられており、連携を強化しようというドライビングフォースがマネジ
メントにも強く働いている。また、汎用石油化学製品であるが故、製造コストを下げることが経営の重要
課題であり、石油石化連携を強く意識してきた。
一方で、世界のベストプラクティスに比べると連携の余地がある事は認識しており、第三者に連携強化
に関するコンサルティングを依頼した。
質問③
連携の余地が未だあるとの認識であれば、その理由は何だとお考えかお聞かせ下さい。
回答
隣の製油所との間で配管を通すには配管橋またはトンネルが必要で、既存のインフラは配管を通す
余地が限られているため、残るスペースをどの案件に使うのかで合意がなかなか形成できなかった。
更に新たな配管を引くにはトンネルが必要となる。配管だけであれば 1 本 10 億円程度で通せるが、ト
ンネルを掘るとなると、プラス 100 億円必要。
また、石油製品と石油化学製品の市況サイクルが異なるため、タイミング次第で原料や半製品の融通
でメリットが出たり出なかったりする事も連携を難しくする。
また、原料や製品の規格で折り合わない事もある。
質問④
製油所と融通する物質として比較的前向きなものを教えて下さい。
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回答
燃料、水素、燃料油等は前向き。
蒸気は 4～5 km を超えると送りにくい。（量に対して配管が太い、U 字管の数が増える、４キロから５キ
ロの自社のコンビナートを通るだけで放熱が大きい）
当社のクラッカーは建設から 50 年が経過し、小さな分解炉が多数可動している。順次更新する予定
だが、新しい炉は灯油や軽油留分を分解出来るように改造することが容易なので今後は市況次第で
ナフサ代替原料としての活用が視野に入る。
LPG のうち、ブタンは通常のナフサ炉で問題ないが、プロパンはエタン炉またはプロパン炉が必要で、
現状は受け入れ可能量が限られる。
質問⑤
発電所や製鉄所との連携の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
最も近い LNG の受け入れ基地でも、冷熱を利用するには距離があり過ぎる。
川崎地区のように発電所からの熱（蒸気）供給は可能性があると思う。
質問⑥
コンビナートに共同ユーティリティーセンターを作る話に興味はありますか。
回答
安価な燃料が調達できるかどうかだと思う。足元の検討は蒸気を供給できる距離としてコンビナート内
での用役最適化に留まっている。
質問⑦
連携を強化するために何が必要かお聞かせ下さい。
回答
資本関係のない相手との連携では疑心暗鬼に陥りがち。破談の主な原因はコスト （移転価格、投資）。
定修のタイミングは重要。例えば電解設備からの水素の有効活用を考えるとき、電解設備の定修中は
水素の供給が止まるので、水素消費量の多い脱硫装置の触媒交換のタイミングを電解設備の定修と
合わせるといった工夫が必要。
質問⑧
当事者間で出来る事と当事者間では難しい事はどうお考えですか。

回答
隣の製油所との間では、ある程度当事者間で話し合いが出来ていると思うが、それでも連携案件の経
済性評価や優先順位、石油精製と石油化学の両方の知見を持つ第三者の介在が有益なケースはあ
ると考えている。
質問⑨
IoT やビッグデータ等の連携への活用の可能性についてお聞かせ下さい。
回答
－
質問⑩
制度面・政策面の後押しにより連携が強化するような事はあり得るでしょうか。例えば、税制とか、不可
抗力による供給途絶時の保証とか、資金面とか。
回答
2 以上の事業所間における省エネ補助金は非常に有用。
質問⑪
連携に必要な技術開発は何かありますか。
回答
連携に限りませんが、不純物を安価に除去できる技術が開発されれば、コンビナート各社の留分の相
互利用が進むかもしれない。
質問⑫
そちらのコンビナートが異業種連携に関わる特区に指定されるとしたら、どのような事を望みますか。
回答
高圧ガス、危険物、圧力容器に関する規制を一元管理が望ましいのではないか。
質問⑬
合同会社 （LLC） や特別目的会社 （SPC） は企業間連携に寄与している/寄与すると思いますか。
回答
（この質問はせず）
質問⑭
2040 年、2050 年の石油化学産業・石油化学プロセスがどうなっているとお考えですか。

回答
－
質問⑮
隣の製油所との連携を考える上で、定修の時期がずれている事は問題になりますか。
回答
定修の時期がずれている場合、主原料や用役の途絶により操業できない或いは相当の制約を受ける
ため好ましくない。一方で、定修時期の異なる 2 つ以上の製油所と石化が連携している場合、一方の
製油所が定修中でも別の製油所から原料や用役の供給を継続できるので、安定供給という観点でメリ
ットになる。
質問⑯
既存のプラントのプロセス改善への投資額の許容範囲は幾らくらいですか。
回答
費用対効果で判断するので金額の上限はないものの、当社は 20 億円を超える規模の投資は取締役
会の決議事項になるのでハードルは高くなる。
質問⑰
連携のリスクは何でしょうか。また、その緩和策はありますか。
回答
石油製品の需要減少に伴い、隣の製油所が閉鎖される事は連携のリスク。

ヒアリング議事録
F 社・本社 （鉄鋼メーカー）
① 製鉄所の概要
鉄鉱石から銑鉄を製造する高炉では、コークス炉で石炭から製造するコークス （実際にはコークスの
燃焼・ガス化により発生する CO） を還元材として使用する。高炉からは CO を約 20%含むオフガス、
コークス炉からは 1000℃の蒸し焼きにより、水素を約 50%含むコークス炉ガス（COG） が副生し、製
鉄所内で燃料 （自家発電用を含む） として使用される。
また各炉の排熱は主として中圧の蒸気で回収し、熱源、イジェクター用、発電用に使用している。
また、タールを原料として関連会社において芳香族化合物 （粗ナフタレン、粗 BTX およびベンゼン・
トルエン・キシレン） が製造される。粗 BTX を市場に出すか、ベンゼン・トルエン・キシレンに分けた後
に市場に出すかは市況次第。
② 同社の製鉄所と製油所・石油化学プラント・発電所との連携
コンビナートに立地している製鉄所においては、多少の連携が存在する。
発電所は製鉄所によって、自家発または共同火力で、ボイラーやガスタービン燃料として副生ガス（高
炉オフガスや COG）を使用。電力の需給バランスによる売買は発生する。
製鋼工程は酸素を必要とするので、空気の深冷分離装置を保有している。
窒素や排熱回収蒸気を一部、近隣の事業所へ供給している事例がある。
水素は燃料となっており、外販するとその分の補填が必要。水素が高く売れ、かつＣＯ２の排出量が増
えないスキームができるなら、融通を考える。
③ 更なるコンビナート連携の可能性
近隣の製油所または石油化学工場から蒸気の提供は、製鉄所は敷地面積が広大なため、移送距離
が長いことによる熱ロスが大きくなり、コスト的に難しいのではないか。
石油ピッチのコークス代替も検討したことがあるが、粘性があってそのままでは使えない。（サラサラ
か、ガスにならないと使えない。）
製鉄所の未利用廃熱は主に炉の排ガス（熱回収済）で、200℃以下。技術的に回収が難しい温度領
域、経済的に製鉄所外へ運べるかが課題。近隣の製油所や石油化学工場で利用するには温度が低
いのではないか。
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用役センター （水素源も含めて） は興味あり。石炭のインフラをどう使っていくべきか、という課題はあ
る。

④ 連携の阻害因子と緩和策
熱の供給に対しては熱事業法、ガスの供給に対してはガス事業法と異なる法律が適用されることが連
携を進め難くする要因の一つ。
連携先との物理的な距離の問題もある。
補助金により投資回収年が短縮されれば、投資のハードルは下がる。
副生物のやり取りはあくまでも 「副生物」 なので、供給が安定しないと困る。（トラブル等による短期的
な供給途絶はタンクで解决できるが、将来的にその副生物が出なくなる可能性が排除できない）
⑤ 将来の CO2 削減策
NEDO の COURSE 50 プロジェクトは、コークスの代わりに水素を還元材として使用する研究開発。
COG を改質して水素リッチガスとし、還元材として使用するもので、改質の熱源は COG の顕熱。還
元用コークスの削減により、CO2 排出削減を狙っている。
現在燃料となっている COG を還元材として一部使用することになるので、燃料が足りなくなる可能性
がある。そこで、後工程の熱回収も併せて検討している。

ヒアリング議事録
G 社・本社 （鉄鋼メーカー）
① G 社の製鉄所の概要
製鉄所では各プロセスが高度に連携しており、一つのコンビナートのようなものである。
水は蒸発以外回収 （90%）、副生ガスも回収している。
コークス炉で石炭からコークスを製造した際の副生ガスであるコークス炉ガス（COG。水素約 55%、メタ
ン約 30%、炭化水素約 15％） は 100%回収している。
高炉からの高炉ガス （BFG。窒素約 50%、CO、CO2 がそれぞれ 20～22%、水素 2～3％） も、燃料とし
て使用。（その他に転炉での吹錬の際に発生する転炉ガス（LDG。CO65%）も回収して利用）
大量の電気を消費するが、自家使用分以上の電力を発電して売電している一方、外部電力も安価な
場合は買電している。蒸気は全量自給でほとんどは排熱回収蒸気。
コークス炉からのタールは化成プロセスへ送り、芳香族化合物（BTX）等の原料にしている。また、硫黄
分はアンモニアで中和して肥料に、高炉スラグはセメント原料、製鋼スラグは路盤材等のほか海域利
用 （藻場再生）も。
② 同社の製鉄所と製油所・石油化学プラント・発電所との連携
融通できるものは融通しているが、自社内で消費しているものが多く、副生物などで外部に売る対象
はあまりない。
国等の水素社会実証プロジェクトに、COG 起源の水素を供給しているが、経済性や供給保証などの
点で、持続的事業としては課題あり。
近隣の化学会社から高炉ガスに含まれる CO が欲しいと言われたことがあるが、水素と同様 CO も余
っているわけではないし（CO を出したら代替する燃料が必要になる）、発生量も鉄鋼生産により変動
する。また、現行の規制では CO は街中を運べない。
基本的に熱は長距離には送れない。廃熱はあるが 200～250℃と低温なので、近隣に送るのは難しい。
低品位廃熱の活用手段として、カリーナ発電が 1 基稼働中 （2,500 kW）。
③ 更なるコンビナート連携の可能性
供給責任フリーで、かつ価格が折り合えば、水素の供給は可能。
未利用熱の活用は難しいので、可能性があるとすればエネルギーのカスケード利用（エクセルギーの
活用）くらいか。
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④ 連携の阻害因子と緩和策
製鉄の副生物は、すでにほぼすべて利用されている。加えて、副生物の発生は鉄鋼生産量に影響を
受けるため、常に一定量の外部供給を、長期にわたって保証することは困難。供給保証が不要で、か
つ経済性も成り立つ場合にはじめて、外部への副生物供給の可能性が生まれる。
⑤ 将来の CO2 削減策
日本全体で年間に発生する COG には 500 億㎥ の水素が含まれる。但し、COURSE 50 のさらに先
のフェーズに進むと、コークス炉が不要になり、製鉄所が水素を購入する時代になる。従って、安価な
水素の供給インフラの構築が望まれる。但し、水素コストとし相当安価にならないと実現しない。
COURSE 50 では、アミン法で二酸化炭素を回収。反応温度の低温化（120～130℃）、分離エネルギ
ーの低減によって、現在未利用の中低温排熱が利用できる可能性がある。
COURSE50 の後は、高炉を使わずに水素還元になる可能性がある。C や CO による還元は発熱だが
水素還元は吸熱なので、熱の補償が必要になる。この熱の手当も課題の一つ。

ヒアリング議事録
H 社・本社 （電力会社）
ヒアリングの冒頭での協議により、電力会社の立場としてではなく、電力向けコンサルタントの立場でコ
メントを頂いた。電力会社の意見を代表するものではないことに留意する。
① 川崎スチームネットについて
川崎スチームネット（KSN） は東京電力（現在は、東京電力フュエル＆パワーのグループ会社）、旭化
成および日本触媒の合弁会社で、新設の蒸気配管を通じた蒸気供給（蒸気条件 2.2 MPa、350℃、
最大 100 t/H）及び一部ＪＸＴＧエネルギーの既存蒸気配管を通じての蒸気託送を行っている。当初計
画は年間 30 万トンの蒸気供給であったが、平成 28 年度の実績は 61 万トンに達した。
原油換算 2.2 万 KL/年の省エネ に貢献した。これは、１万 8200 世帯の年間エネルギー消費量に値
する。CO2 削減量も平成 28 年度に年間 5.1 万トンで、9100 世帯分の年間ＣＯ２排出量に値する。
省エネの考え方次第であるが、2.2MPa で 350℃もあれば十分に発電に使える蒸気であり、余ってい
るわけでない．自分たちの発電効率が低下するものの、近場に供給した方が地域全体としてより省エ
ネに繋がると考えている。蒸気供給量は各社から事前に提出される需要に基いて供給計画を策定す
る。
KSN の成功要因は以下と考えている。
 コンビナート各社が近場で、かつ需要が比較的安定していた。
 火力発電所の建替え工事とタイミングが合った。

 神奈川臨海鉄道跡地を活用して主たる配管を引くことが出来た 。国道沿いで各社の門に近か
った。（実は大きな要因）


KSN は企業間連携による省エネ対策に賛同する企業で成立したため、ＮＥＤＯの補助金もあ
り、価格についても適正な価格でまとまった。

需要が弱ければ （低圧蒸気での発電も可能なので） 蒸気を外に出す量を絞る事ができる。
② コンビナート連携について
モノを製造している企業において動力部門・用役部門の事業所内でのヒエラルキーが低い。製造部門
では生産計画は企業秘密であることが多く、製造部門から動力部門・用役部門に対し 「最大これだけ
の蒸気を出せ」 と必要量を一方的に注文されることが一般的ではないか。したがって、用役部門はボ
イラの効率向上など供給設備の管理に限定され、生産全体の改善には手を付けられない。また、製油
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所やエチレンプラントの閉鎖や縮小など、動力部門がコントロール出来ない経営判断により用役のバ
ランスが大きく変わることもある。どうしても 「大きく変動する需要への対応」 になるので、長期的な投資
が難しいのではないか。中でも石油業界はエネルギー供給構造高度化法で、事業所やプラントの統
廃合が見込まれるなか、15 年後の計画は立てられないのではないか。
そこで、コンビナート各社の既存の用役設備を横連携としてエネルギー会社のような１社の事業体に
移管して、そこが 「用役サービス」 として蒸気・熱も電気も供給するのはどうか。そうすれば、各事業体
に設置された利用率が低く効率の悪い装置のスクラップ＆ビルドのような投資判断はエネルギー会社
が下せば良い。
いずれにせよ、需要量、供給責任、今後の将来性などが大きな課題ではないか。
③ 将来の CO2 削減策
蒸気はそのまま使えるというメリットがある一方、距離とエネルギーの掛け合わせから考えると蒸気配管
やドレンからの放熱があるので、蒸気の輸送は大きな熱ロスを伴い省エネ化のボトルネックになる。燃
焼ロスも含めて、蒸気による加熱では投入エネルギーの 30%未満しか活用されていないケースもあ
る。2 次エネルギーとして熱を運ぶより利用端で熱を作る，蒸気や熱水（水の潜熱）供給をしたほうがい
いと考えている。10 年前の数字であったが、地域熱供給による熱ロスは平均 7%程度。
加熱の例だが、車の塗装の乾燥工程では大空間をボイラで焚いた温風または蒸気により室内温度や
熱量を制御している。これに対し、マツダの一部工場ではセンサーや制御技術の革新により乾燥工程
に赤外線ヒーターを導入した事例がある。局所加熱により乾燥工程のラインを短くすることも可能にな
ったという話もある。結果、 無駄となっていた加熱の熱量を大幅に減らせるので、熱源を燃料からヒー
ターに変更するだけでも低コスト、省エネになる。また、洗浄用など温水の需要にはヒートポンプも効果
的である。ヒートポンプはエクセルギーを向上させるための技術であるため、排熱を廃棄せず、少しの
投入エネルギーで再度利用できる温度帯に引き上げることが可能となるので一層効率的である。電気
ヒーターの利用やヒートポンプは、蒸気配管といったインフラが不要で、個別分散設置できることもメリ
ット。生産量の大小に応じて増減設することや台数制御などにより、効率低下を招く部分負荷運転が
なくなり、熱源機器の高効率な点での稼働も可能にする。また、燃料価格は変動が激しいが電力価格
は比較的安定しているため、エネルギーコストの見通しが立てやすい。加えて再エネ利用率を高めた
い事業者にとっては熱需要での電気利用は、今後の再エネ発電の大量導入でＣＯ２削減にも期待しう
る。最高温度の問題や，熱流束の点において、きわめて高い温度や大きな熱量を要するプロセスの代
替は難しいが、最終効用で使う熱需要は必ずしも高温・大熱量ではないので需要場所で置き換えで
きる部分は多い。直接加熱は産業部門が消費しているエネルギーの半分以上であり、電化等で代替
可能な領域が大きい。また、流体がガスで 200 度から 500 度帯なら、蒸気再圧縮技術である VRC を
用いて熱量を上げる手法もある。

低温の廃熱の有効利用については経済性の点で低品位廃熱発電よりも近年大幅に発電単価が下が
っている太陽光・風力発電で発電を行い、その電気とヒートポンプを使って排熱を再利用のほうが安
価になる可能性が高い。燃料を消費して追い炊きするのは高コスト。これまであまり着目されていなか
ったが、比較的小さい温度上昇幅で昇温する高温ヒートポンプのニーズがあると思う。（蒸気が必要な
ところは高温ヒートポンプで、蒸気が不要なところは低温のヒートポンプでよくなる。小幅な昇温であれ
ば循環加温方式のヒートポンプもある。蒸気駆動エアコンプレッサーなども電気式に変えられるので、
センサー、制御技術と電気による加熱の性能が向上すると将来は蒸気の需要が減ると予想されるの
で、高温のヒートポンプは不要になる可能性がある。）
LNG の気化を基地以外で行うことは困難であり、基地以外で利用するには蒸発潜熱を水などに熱交
換して顕熱で利用することとなるため、蒸気の潜熱利用と比べるとより小さい。顕熱で使うとなると連携
に利用しても大きな省エネにはならない
熱については、多くの企業が自社内のこともわかっていない。温度の測り方も異なっている。熱の計
測・評価技術が必要。省エネ法は１次エネルギーならよく、最終利用での計測は求めていない。
コンビナート内の水素は今後の課題になる。水素のコストの大きな部分は実は輸送コスト。再生可能エ
ネルギーからの水素 （地産地消） は一つの考え方ではないか。UAE の太陽光発電のコスト 2～3 円
/kwh は日本では難しいとしても、日本の再生可能エネルギーのコストも今後下がると予想される。
過渡期の技術としては、天然ガスのパイプラインに水素を混ぜて低炭素ガスとして供給するアイディア
もある。石油化学の苛性ソーダも水素の供給地になる。

ヒアリング議事録
有識者 （大手エンジニアリング会社 OB）
大手エンジニアリング会社を退職されるまでコンビナートのエネルギー連携事業に長年携わった経験
をお持ちの有識者に、コンビナートのエネルギー連携が何故進まないのか、進めるにはどのような政
策や仕組みがあると良いか、といったテーマについてヒアリングした。
① ユーティリティーセンター構想
用役は必要不可欠ではあるが、用役設備を自前で持たなければならない理由は無い。従って、複数
の事業所が用役設備を切り離して、複数の設備を１つのオペレーションで運営するユーティリティーセ
ンター会社を設立するのが良い。各事業所の用役設備は新会社に移管し、新会社は各用役設備の
元々の所有者に運転を委託する。エンジニアリング会社はデータを持っているものの、具体の事業調
整、商業化への道筋の提示は困難。総合商社はビジネスモデルや投資判断といったところが強みで、
第三者でもあるので、総合商社に出資してもらうのが良い。或いは、発電所がユーティリティーセンタ
ーになって用役を売っても良い。共有することで、バックアップも持ちやすくなる。
発電所が電気だけ供給するから効率が悪い。蒸気も供給すれば効率は上がる。タービン６基を、２・３
基の稼働に済ませられるのではないか。
エチレンボトムもユーティリティーセンターの燃料にすれば、クラッカー原料の多様化にも資する。
② 連携は何故進まない
石油会社も石油化学会社も両方とも大企業なので、プライドが邪魔して 「譲り合ってメリットを分かち合
う」 という事が難しい。互いに腹の探り合いに終始して連携が進まない結果、国内の石油会社も石油
化学会社も 「茹でガエル」 状態。
自分の金でやらせようとしても無理。また、当事者間で話し合って合意に至らない事は良くある話。資
金を持った第三者と技術の話が出来る第三者によるサポートが必要。
エネルギー会社の意識の問題もある。LNG 火力発電所に、近隣工場の廃熱をボイラー給水の余熱に
使うアイディアを持ち込んだら、「（エネルギー会社である） ウチに熱を売りに来たのか？」 と言われ
た。また、エネルギーの安定供給に責任があるとして、他社と連携して （連携先のトラブル等により） 足
を引っ張られるのは困るという考えが根強い。天然ガスを燃やす量を減らさないという。
3.11 以降は意識の変化も起こりつつある。熱電供給 （コジェネ） の大型版を作ってビジネスにしたい
といった話を耳にするようになった。
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研究事業の場合、補助金を貰うと収益納付により利益を計上できないので、足枷になる。研究事業で
も、融通のオペレーションによる利益が出たら計上できる税額控除 のような仕組みが出来ないか。
逆に、補助金頼みにも限界がある。石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 （RING） の実証事
業が広く普及しないのは、ハード面への支援であり、補助金で投資回収年が短くなったからやっただ
け。補助金頼みでは金の切れ目が縁の切れ目になりがちなので、本来であれば、補助金等に頼らなく
ても良い技術や仕組みを作ったほうが良い。それが難しいのであれば、実証事業に限定せず、同じ案
件には （期限を区切っても良いので） 補助金をつけるべき。
③ 製鉄所の連携
製鉄所は、あたかもコークス炉株式会社、高炉株式会社のように、個々のプロセスの規模が大きく、独
立した会社のようである。そして、トータルサイト （ピンチ） 解析をした際に感じたのは、欲しい熱と捨て
る熱のバランスが取れていない事。多くのプロセスシステムは高温常圧のもと行われており、個別プロ
セスでの省エネしかできておらず、トータルでみると大きなギャップがまだ存在する。所内でバランスし
ていないのであれば、他社との連携もありうるのではないか。
コークス炉ガス（COG）は水素以外に炭化水素が入っていて、ベタベタしている。また、水素が製鉄所
内で燃料となっているので、水素を取り出して製油所等で活用、という話にはなり難いかも知れない。

Appendix C -二次利用未承諾リスト
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