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○中沢千葉県政策調整担当部長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第１回エネルギーフロントランナーちば推

進戦略策定委員会を始めさせていただきます。 

 私は千葉県庁の中沢と申します。冒頭しばらくの間、進行を務めさせていただきたいと思っ

ております。 

 本日はお忙しい中ご参加いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず最初に、千葉県知事よりごあいさつを申し上げたいと思います。 

 知事、よろしくお願いします。 

 

○堂本千葉県知事 

 皆様、今日は大変お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございました、千葉県知事

の堂本暁子でございます。よろしくお願いいたします。 

 今日、エネルギーフロントランナーちば推進戦略の会議が初めて、策定委員会という名前で

ございますけれども、発足できることを大変うれしく思っております。東京大学の橘川先生に

もこれから大変お世話になるということでございますけれども、よろしくお願い申し上げます。

また、上田省エネルギー・新エネルギー部長を始め、経産省の方々には本当にこの間ずっとい

ろいろご相談しながら、また並々ならぬご尽力をいただきまして、今日の日を迎えることがで

きましたことを、まず何よりも厚く御礼を申し上げ、また感謝申し上げたいと思っております。 

 千葉県の地図が目の前にございますけれども、京葉臨海コンビナートは昭和30年代から本当

に目覚ましい発展を遂げ、そして今恐らく日本では一番大きいコンビナートとしての活躍を皆

様しておられるということで、石油化学や製鉄、エネルギー産業の本当に世界級のコンビナー

トということが言えるかと思います。しかし、この間、近くの国を見ていますと、単に中国だ

けではございません。東南アジアの国々、あるいはもっと遠くの国との国際的な競争というの

がいろんな形で押し寄せてきているということを痛感しております。そういった中で、皆様の

企業の方でいろんな規制の緩和、あるいは特区申請というようなことで、今まで地方自治体、

あまり積極的に、多分10年前、20年前はおつき合いがなかったかもしれません。むしろ当時の

通産省とのおつき合いが一番多くいらしたのかと思いますけれども、最近になりまして特区で

の申請、あるいはこの間は緑化協定の問題で、直接私もお話し合いをしながら、皆様が少しで

も国際競争力に打ち勝っていく強い企業として千葉で仕事をしていただけることを望んでいろ

いろ協議をさせていただいてまいりました。 
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 そういう中で、今回、国の方で省エネルギーのフロントランナーの計画を推進中でいらっ 

しゃいましたし、私どもは私どもでまた臨海コンビナートの企業の皆様とできるだけ地域に密

着した形でのいろんなご協力をさせていただけたら非常にうれしいということでのお話をして

おりました。そういったことがちょうどタイミングよくと申しますか、国の方のご計画と私ど

もの方で積極的に進めたいと思っていたようなことが、非常に国際的な経済の動向と絡めて必

要な時期にきているような事態の中で、一緒に重ね合わせて仕事をさせていただければ大変う

れしいと思っているところでございまして、ちょうど名前のエネルギーフロントランナーちば

というのは大変いい名前がついたと思っておりますけれども、これから21世紀の千葉でのいろ

いろ産業の姿を考えますと、これからは大いにそうした新しい協力のあり方というものが自治

体と企業の間でも、また国と、それから県レベルでもあるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 今日、皆様からも忌憚のないご意見を伺いながら、実のある、そして本当にこういう形で始

めてよかったと思っていただけるような、そういったものとしてフロントランナーが成果を上

げることを願っております。 

 今日はお忙しい中のご出席、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申

し上げます。ありがとうございました。 

 

○中沢千葉県政策調整担当部長 

 引き続きまして、経済産業省資源エネルギー庁の上田部長からごあいさつをいただきたく存

じます。 

 上田部長、よろしくお願いします。 

 

○上田資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 

 ご紹介いただきました経済産業省の資源エネルギー庁で省エネルギー・新エネルギーを担当

しております上田と申します。本日はお忙しいところ大変ご参集をいただきましてありがとう

ございました。私どももエネルギーフロントランナーちば推進戦略というもの中に入らせてい

ただきまして、国としてもいろんなお手伝いをさせていただければ大変ありがたいと思ってい

るわけであります。 

 せっかくなんで、僕は一体ここで何をやりたいんだということをちょっと申し上げさせてい

ただきたいと思うんですけれども、もともと京葉臨海コンビナート地域というのは、ほとんど
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世界最大級のコンビナートで、ご案内のとおり多くの企業が集っておられるわけであります。

だけれども、もうできてからかなり時間もたっておりまして、設備も非常に古い部分もござい

ますし、効率が悪い部分がある。もともと日本には幾つかコンビナートがあるわけですが、こ

れをぜひ世界最先端のものにしていきたいと前々から思っておりましたんですけれども、 

ＲＩＮＧを始め、いろんな活動があるわけでして、こういうことをどんどん少し進化させて、

日本のコンビナートというものを経済産業省として少し変えてみたいという思いは数年前から

あるわけですが、これを千葉というところを舞台として一回やってみたいな、こんなふうに 

思っているわけであります。 

 そういったことを考えている際に、千葉県からこういったお話も承りまして、これはもう国

としてもぜひお手伝いをさせていただきたいと思ってまいったわけであります。もちろん、や

るべきことは多々あると思うんですけれども、将来の新しい、例えば水素をどう共同で利用し

ていくのか、あるいは廃棄物をどう共同で利用していくのか、あるいは熱もいっぱいあるわけ

で、温かい熱、冷たい熱もここにはあるようですが、そういったものをどう使っていくのかと

いったことを知恵を絞りながら新しい絵をかいていきたいと思います。 

 そして、新しい絵をかくということは新しい産業のビジョンにもなっていく。どういう意味

かといいますと、環境と産業という古くて新しいテーマがあるわけなんですが、もともと60年

代、70年代は環境と産業というのはどちらかといえば対立するものととらえられていて、最近

は環境と産業は併存するというか、両立させるというのがキャッチフレーズでありました。私

は、将来は環境と産業というのはぜひ融合していくものだと思っています。産業の姿を変えて

いくと、そこに新しいビジネスが生まれ、そこに新しい人間の生き方が出てくるんじゃないか

と思っています。いろんなものの共同利用を進めていくと、恐らくそこには新しい施設ができ、

新しい人が集い、新しい緑が生まれてくるということだと思っています。 

 千葉県の中には環境と企業の森という構想もおありになられるようで、ぜひこういったコン

ビナートの活性化を本格的に進める中で、そういう環境と産業を融合化し、そこに新しい産業

と、そしてそこに集うべき人々と森がある、そういうものを少し目指してみたらどうかなと 

思っているわけであります。 

 きょうは経済産業省から大勢押しかけておりますけれども、資源エネルギー庁の紹介をさせ

ていただきますと、私の右隣、皆さんから見ると左ですが、石油部の精製課長、高田でござい

ます。それから、その横が省エネルギー対策課長の三木でございます。それから、その横が製

造産業局の方から化学課長の山根ときておりまして、資源エネルギー庁、それから製造産業局
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挙げてこの千葉のプロジェクトをいろんな形でお手伝いをさせていただきたいと思う次第であ

ります。 

 国は金は出すけれども口は出さない方がいいとよく言われるんですけれども、その点も十分

心得ながら、しかし最後にはああ国も少し応援してもらってよかったなと皆さんに思える姿を

考えてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○中沢千葉県政策調整担当部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、まずお手元に配付いたしました資料をご確認いただければと存じます。配付資料

リストにございますとおり、全部で資料が７本ございます。 

 それから、「千葉新産業振興戦略」のパンフレットを１部おつけさせていただいております。 

 以上でございますが、おそろいでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に千葉県商工労働部長より、エネルギーフロントランナーちば推進戦略策定委

員会設置の趣旨についてご説明申し上げます。 

 

○飯田千葉県商工労働部長 

 県商工労働部長の飯田です。お忙しいところありがとうございます。 

 今、上田部長の方から大所高所からこの会議の目的が示されましたが、私の方はこのペー 

パーといいますか、「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」策定委員会の設置

についてというのがございます。ここに千葉県が考えた趣旨が書いてございますので、その辺

からご説明させていただきます。たくさん書いてありますが、３点だけ申し上げます。 

 １つは、京葉臨海コンビナート、エネルギーの安全保障と地域温暖化対策の観点から、この

地域のエネルギーの効率化、省エネルギー化の推進を図ること、次に京葉臨海コンビナート地

域の国際競争力の強化、そして最後に地域と環境に調和したコンビナート地域の実現などの課

題、そういったものを解決していこうということでございます。この戦略策定委員会は、企業

と国、千葉県の連携によりまして、課題解決の道筋を提示していきたいと考えております。 

 ２番目の委員の構成でございますが、ここに委員とオブザーバーが書いてございますが、２

枚目の後ろの方に別表１ということで、学識経験者、石油精製、鉄鋼産業、エネルギー産業、

それから別表２として、４ページになります、すみません。経産省の方、ＮＥＤＯの方がオブ

ザーバーで入っております。そういった構成でございます。 
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 設置要綱については、後ほどお時間がありましたらごらんいただきたいと思います。 

 ２ページ目をお開きください。そこに検討項目がございます。（１）として企業間連携によ

る省エネルギー技術開発・生産性向上の方向性、（２）として企業と地域の連携による省エ

ネ・環境調和型地域づくりのあり方となっておりまして、この２つの項目について検討してま

いりたいと考えております。 

 ５のスケジュールでございますが、ちょっと複雑になっておりますが、策定委員会そのもの

は今回と２月に１度、６月に３度目ということで、３回開く予定でございます。２月末に中間

取りまとめという項目がございますが、今回の策定の事業がＮＥＤＯの18年度の助成金をいた

だいてやっておりますので、そのために一度中間報告という取りまとめを行いたいと考えてお

ります。エネルギー市場の実態、省エネルギーの可能性や推進方策について、一度まとめ、公

表したいと考えております。その後さらに詳細に据えまして、６月末には最終的なものをつく

り上げていきたいというような２段構えになっておりますので、その辺ご了承いただきたいと

思います。 

 簡単ではございますが、以上が策定委員会の設置趣旨でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○中沢千葉県政策調整担当部長 

 続きまして、委員紹介でございますが、資料の配付でかえさせていただきたいというふうに

思っております。お手元の資料中、策定委員会座席表及び策定委員会名簿、これをご参照いた

だければと存じます。 

 続きまして、委員長の互選でございますが、私ども事務局より東京大学社会科学研究所教授

の橘川委員を推薦させていただきたく存じますが、委員の皆様のご異議はございませんでしょ

うか。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ありがとうございます。早速でございますけれども、以後の進行につきましては

橘川委員長によろしくお願いしたいと思います。橘川委員長、よろしくお願いいたします。 

 

○橘川委員長 

 それでは、初めに一言ごあいさつさせていただきます。 

 総務省が出しています統計を見まして、従業員１人当たりの工業生産額のランキングを都道

府県でつけますと、１位は山口県になるみたいなんですけれども、上位10都道府県のうち愛知
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だけがコンビナートがない県が入ってきまして、あとは全部コンビナートがある県が上位に 

入ってくるというようなことがわかります。つまり、コンビナートというのは非常に付加価値

をたたき出して、多分税金もたくさん払って、地域経済に非常に貢献しているんじゃないかと

いうふうに思います。しかし、私、仕事柄全国回りますと、以外に地元の住民の方とか自治体

の方が、地域おこしの重点はコンビナートというよりは、例えばハイテク産業を呼ぶことであ

るとか、そういうことに重点を置かれることがありまして、コンビナートと地域とのかみ合い

が少し悪いなと、こういうような印象を前々から思っておりました。 

 それから、ここ千葉に関して言うと、ポテンシャルは世界一であることは明らかなわけです

が、リファイナリーが４つ、ナフサクラッカーが５つ、鉄鋼が２つ、それから東京湾を越す天

然ガスのパイプラインが２つとかという、こういう形になっていますから、調整コストも多分

世界一だというふうに思いますので、内側をまとめ上げるのも難しい。つまり、このプロジェ

クトは内側をまとめること、それと内と外をまとめること、この２つの仕事がかかっているの

ではないかと思います。 

 たまたま昨日、内房線を走ることがありまして、きのうは今日と違って晴れていました。青

空のもと、ずっとコンビナートのラインが見えました。コンビナートがあれだけ活動していて

空があれだけ青いということは、非常に環境との関係がうまくいっているということを示すと

思いますが、一方でその手前に千葉の方々の暮らしがありまして、その暮らしとコンビナート

がちょっと別世界のような印象を受けました。 

 ですから、ぜひここでは５つの業種を含んで、内側の中で何か新しいまとまりをつくること

と、地域の人とコンビナートの内側と、内と外でまとまりをつくるという、この２つの課題に

挑戦していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 では、早速お手元の議事次第に基づきまして、最初に資料１「京葉臨海コンビナート地域の

現状と課題」について、千葉県商工労働部の飯田部長よりご説明お願いします。 

 

○飯田千葉県商工労働部長 

 それでは、資料１「京葉臨海コンビナート地域の現状と課題」という冊子がございますが、

それに基づいてご説明させていただきます。おおむね10分程度と言われております。資料が少

し枚数が多いので、ところによりましては飛ばしながら説明させていただきますが、ご了承い

ただきたいと思います。 
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 まず、開いていただきますと内容ということで、１ページでございます。１から７まで書い

てあります。地域の概要１、２がポテンシャル、今まで何度もお話が出ていますが、特徴とポ

テンシャル、３として連携の必要性、４として目指す方向、５として環境づくり、これは主と

して行政の施策等での環境づくりですが、そういったもの、６としてこの地域の課題、７とし

て地域との共生、先生のお話がありました内と外との関係、千葉県地域における内と外、そう

いったものについてもこういった７番目で触れていきたいと思っております。 

 目の前に京葉コンビナートの大きな写真があります。拡大したものです。出光さんの大宮さ

んがいるあたりが北の方になります。ＪＦＥの東製鉄所、そして私どもがいるところが新日鐵

の君津製鉄所さん、東京電力さんということで、それぞれの会社がこのような形で立地してお

るということです。約40キロにわたりまして200数十の企業が立地しているということです。

何度もお話が出ておりますが、世界最大級のコンビナートであるということがこの写真からも

おわかりになるのではないかと思います。 

 ２ページ目をお開きください。これは皆さんご存じのとおりでございますが、大きく分けま

してこれらの臨海コンビナートが真ん中に石油と化学系の企業が立地しておりまして、北にＪ

ＦＥさんの鉄鋼、南に新日鐵さんと東電さんということで、こういったサンドイッチ型で立地

しております。この辺が特徴かと思います。立地そのものは昭和26年の川鉄さんの立地決定、

創業がたしか29年だったと思いますが、そこに始まりまして、大体30年代の後半、40年代の前

半くらいで千葉県内の立地は終了しております。後ほどこれがまた一つの課題となってまいり

ます。 

 ３ページをお開きください。京葉臨海コンビナート地域の特徴とポテンシャルでございます。

①としてそれぞれの処理能力、原油処理能力であるとか、エチレンの生産能力であるとか、全

国に占める割合等が書いてございます。いかに日本の中で主要な地位を占めているかというこ

とがここでおわかりになるかと思います。 

 千葉県だけを見ていきますと、④でございますが、これも日本全国ですが、工業品、製造品

の出荷額、12兆円、全国７位でございます。ここには書いてございませんが、さらに特徴的な

ことは、この中の12兆円のうちの60％が臨海で生産されているものでございます。内陸部が約

40％強、60％近くが臨海部で生産されております。これが千葉県の特徴でございます。 

 １ページお開きください。４ページにまいります。これはまた同じような図ですので、各企

業の立地状況が載っております。今申し上げました京葉臨海地域の出荷額７兆425億円が円グ

ラフで右下の方に書いてございます。このグラフには千葉以北、千葉から市川までの鉄鋼団地
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とか、食料品コンビナートであるとか、そういったものも若干含んでおりますが、大方はこの

絵で示されている地域の出荷額でございます。 

 次お開きください。市原市千種海岸付近の写真が載っております。これは私どものイメージ

からすると、もう少し緑が多いんですが、この写真についてもう少し差しかえできないかと 

言ったんですが、だめでした。真ん中にグリーンベルトがありまして、国道16号が走っており

ます。その上側、海の方に石油コンビナートがありまして、手前の方に住宅地が広がっている

と。これがずっと千葉から袖ヶ浦までこういった状況が続き、さらに木更津を越えて君津、富

津などに同じような状況が続いているということで、工場の多くが緑地を持っております。京

葉臨海コンビナート地帯の平均の緑地率が14％でございます。緑を大切にし、これまで操業さ

れていたということでございます。 

 次お開きください。この辺から今後のテーマに入っていく前段階でございますが、この写真

でもおわかりのとおり、わかりにくいですけれども、皆さんご存じのとおり、臨海工業地帯は

国道１４号グリーンベルトを境に工場地帯と内陸の方が分かれております。そのグリーンベル

トの中に五井から袖ヶ浦までの14キロにわたりまして幅50メートルの配管用地、管を埋める 

用地が確保されておりまして、そこに石油精製、石油化学ではエチレン、プロピレン、ラフィ

ネート類、それからナフサ、重油等の管が埋設されております。その埋設された管を利用いた

しまして、エチレン、プロピレン等の基礎製品の相互融通が既に行われております。このコン

ビナートには、左の下の方に四角い囲いがございますが、コンビナートの特徴ということで、

素材産業は未利用熱、未利用資源を大量に保有しておると書いてございます。この未利用熱、

未利用資源をいかに活用するか、そのためにどのような連携が図れるか、こういったことがこ

の地域の大きな課題と考えております。 

 次をお開きください。４、企業間連携の目指す方向です。ＲＩＮＧの報告書で示されており

ますが、今後は石油精製から石化誘導品設備までの一体的な運営の早期実現、さらに電力、ガ

スなどのエネルギー産業、鉄鋼等との連携によりまして相乗効果を生み出していくことが重要

だと考えております。幸いこの地域には何度も話が出ておりますが、４つの石油精製、石油化

学コンビナートと２大製鉄所、５つの火力発電所、世界一のＬＮＧ基地が立地しております。

これらが相互に連携できれば、効率的に連携できれば、日本の先端的モデルが形成されるので

はないかというふうに考えております。 

 次お開きください。企業が活動しやすい環境づくりということで、主として行政等が行う環

境整備を列挙しております。ここは簡単にいきたいと思いますが、③として先ほども出てまい
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りましたが、特区等の規制緩和ということで書かれております。平成16年６月に京葉臨海コン

ビナートの活性化特区の認定が行われました。その前年から始まりましたこの地域のＲＩＮＧ

Ⅱ、その２つが相まって、この地域の連携に向けた取り組みが活性化してまいりました。私は

平成12年に産業振興課長をしておりましたが、そのときを考えますと、15年、そして現在、連

携の強まりが信じられないくらいのところまできているなという実感を持っております。そう

いった意味で、大きな連携というのがうねりになっておるというような感じをいたしておりま

す。 

 次のページをお開きください。９ページです。ここでは５番の立地企業補助について申し上

げます。昨年４月に企業立地に関する県条例を施行いたしまして、最高50億円までの県助成を

お出しすることができるようになっております。 

 次お開きください。10ページ、京葉臨海コンビナート地域の課題ということでございます。

ここでは４つの課題を挙げております。１つ目として設備更新、用地の確保の課題です。この

コンビナートは先ほど来申し上げておりますとおり、30年代から40年代前半にはほぼ完成を見

まして、40年以上が経過しております。したがいまして、リニューアルの時期を現在迎えてお

ります。また、当時余裕のあった各会社さん、企業さんの敷地も目いっぱいになっております。

そういった中で、今後リニューアルのときの用地確保が大きな課題となってまいるかと思いま

す。 

 県では先ほど知事のあいさつでもありましたが、ことしの４月１日から立地法の緑地率を

20％から10％に引き下げまして、企業の用地確保を容易にするような支援をいたしました。そ

れだけではなくて、各企業の皆様が既存の用地を整理し、新たな用地をつくることが必要にな

ってくるかと思います。そのために企業連携による設備の共有化、共同化、そういったことに

よりまして用地を効率的に利用していくということが求められているかと思います。 

 ２番目の課題として重質留分の処理能力強化でございます。これは臨海の石油の方とお会い

するとよく言われることが、現在、燃料油の重油離れということで、Ｃ重油や分解重油といっ

た重質留分が余って非常に困っているという話があります。これは一つの今後のお話の提案に

なるかとは思いますが、そこで本地域の特徴であります２大製鉄所と連携して、何とか重質留

分の処理ができないか。例えば大型のコーカーを両製鉄所のそばに建設し、各企業とパイプで

連結して、コンビナートの中でのＣ重油や分解重油を集約し、オイルコークスを製鉄所に安価

に安定的に供給するというようなことが考えられないかというようなことが検討の課題として

上がってくるかと思います。 
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 いずれにいたしましても、今後は重質留分の処理能力がコンビナートの命運に大きな影響を

与えると考えられます。したがいまして、コンビナート内の重質留分を一括処理するため、分

解処理能力向上が課題となってくるかと思います。 

 ３点目の問題として、次のページをお開きください。11ページです。エネルギー等の共有化

と副生成物の相互融通でございます。 

 最近発表になりましたが、東電さんの川崎の火力発電所でリニューアルを機に近隣の工場に

発電後の蒸気を供給し、大幅な省エネとボイラー設備の廃止による競争力の強化が期待されて

いるという話がございました。京葉コンビナートには先ほど来申し上げておりますとおり、５

カ所の火力発電所があります。川崎で行われたようなことが今後千葉で展開できれば、競争力

強化に非常に効果が期待できるというふうに考えております。 

 ４番目の原料の低廉かつ安定的供給の確保でございます。これはもう既にご存じのとおりで

ございますが、ナフサばかりに依存することなく、ＬＮＧ、ガスオイル、コンデンセートなど

にもあわせて使うことにより、原料の多様化を図ることが求められております。 

 以上が京葉臨海コンビナートの地域と課題と考えております。 

 最後に７番目ということで、地域との共生、地域とのかかわりでございます。（１）経済面

での寄与ということで、ここでは①として雇用、②として税収、③としてその他と書いてあり

ますが、数字が示すとおり、京葉臨海コンビナートの地域、県全体に対する貢献規模は非常に

大きいものがあります。京葉臨海コンビナートが千葉県経済、また私たちの生活にとっての屋

台骨であるということがおわかりになると思いますし、我々常に認識しているところでござい

ます。 

 次のページをお願いいたします。（２）環境保全・防災面での取り組みでございます。 

 ①として公害防止協定による環境保全を挙げてございます。京葉臨海コンビナート地域につ

きましては、公害防止協定及び緑化協定を企業、県、市で取り交わし、企業と行政とが苦労を

ともにして環境と調和しました地域づくりに努めてきました。その協定につきましては、法令

により厳しい窒素酸化物、ＣＯＤ等の排出基準を定め、62の主要工場と協定を締結しまして、

環境保全に努力していただいているところです。 

 また、３番目の地域防災協定のところですが、地域防災協定に基づきまして石油コンビナー

トを特別防災区域に定めまして、企業と行政とが協同して防災体制を強化しております。 

 ４番目に地球温暖化の関係ですが、本年改定いたしました地球温暖化防止計画では、製造業

のエネルギー使用量を10％削減することといたしまして、各企業の皆様に地球温暖化防止に取
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り組んでいただいております。 

 （３）社会・文化的な活動等への取り組みでございますが、この円グラフが示しております

とおり、各企業の皆様には実にさまざまな分野で地域貢献の活動をしていただいております。 

 （４）に移らせていただきますが、最後です。これについては今後の期待を書いてございま

すが、今後は地域住民、企業の従業員の方、その家族にとって暮らしやすく、企業がより活動

しやすい環境をつくっていくため、地域、行政と企業、また企業同士が一層の連携を図りなが

ら、地域づくりを進めていく必要があるかと思います。また、企業と地域、行政が連携して、

環境保全、エネルギー利用等の先進的な地域づくりを進めまして、京葉臨海コンビナート地域

全体のブランド力を高めていくことが不可欠だと考えております。 

 以上、私の方から京葉臨海コンビナート地域の現状と課題について説明させていただきまし

た。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続けてプレゼンテーションをお願いして、その後まとめて議論をしていくという

やり方で進めていきたいと思います。 

 続きまして、資料２の「省エネルギー・新エネルギー対策について」、資源エネルギー庁省

エネルギー・新エネルギー部の省エネルギー対策課長の三木さんよりお願いいたします。 

 

○三木資源エネルギー庁省エネルギー対策課長 

 ご紹介いただきました三木でございます。座らせていただいて進めさせていただきたいと思

います。 

 私から省エネルギー・新エネルギー政策についてご説明をしたいと思います。 

 まず、私ども省エネ・新エネを推進しているわけでございますけれども、非常に期待感とい

いましょうか、社会的な要請が強まっておりまして、これはご紹介するまでもないことでござ

いますけれども、大きく２つ要因がございまして、１つはやはり地球温暖化対策ということで

ございます。京都議定書が昨年発効いたしまして、目標達成計画を策定いたしました。いよい

よ第１約束期間が迫っておりますけれども、やはりエネルギーのＣＯ２というのが温室効果ガ

スの９割ということでございますので、そういう観点からのエネルギー、省エネ・新エネ政策

が重要であるということでございます。 
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 もう１点は資源制約の観点でございまして、昨今原油価格が高騰してまいりまして、化石燃

料、私ども日本のエネルギー供給の太宗を国外に依存しているということでございますし、そ

ういう資源制約の観点からも省エネ・新エネ政策の重要性が高まっているということでござい

ます。 

 少し全般のお話をさせていただきますと、我が国のエネルギー需給でございますけれども、

1970年代からの推移でございますけれども、大きく産業部門、民生部門、運輸部門と３つに分

けてございますけれども、産業部門はさまざまな省エネ努力もございまして、オイルショック

当時とエネルギー消費量はほとんど変わってございません。これに対しまして、民生運輸部門

は増加傾向にございまして、特に民生部門、業務、家庭というようなところの伸び率が高うご

ざいまして、こういうところをどういうふうに対策をとっていくか、それから運輸部門につい

ても対策を進めていくということが重要なわけでございますけれども、ただ産業部門につきま

しても横ばい傾向ではございますけれども、半分近くが現在もエネルギー消費の内訳を占めて

いるわけでございまして、やはり産業部門についての省エネを進めていくということも引き続

き重要なテーマであるわけでございます。 

 そういう意味で、各国比較でございますけれども、日本はさまざまな産業部門の対策、省エ

ネ対策が進みまして、世界的にも非常に省エネ先進国ということでございまして、ＧＤＰ当た

りのエネルギー消費量は非常に低いレベルにあるということでございます。ただ、温暖化対策

の目標もございますし、さらにここから進めていくということでございまして、今までご努力

をいただいた産業部門も含めて一層ご協力をいただけたらというふうに思っているところでご

ざいます。 

 少し部門別にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、産業部門でございますけれども、先ほど非常に省エネが進んでいるというお話を申し

上げましたけれども、オイルショック以降の推移をごらんいただきますと、上の左側のグラフ

でございますけれども、1970年代、オイルショック直後に非常に原単位が改善をいたしまして、

ところが90年代に入りますとやや横ばいからむしろ増加傾向ということでございまして、省エ

ネが相当進んだわけですけれども、足元なかなかこれがさらに深堀りできないというような状

況でございます。ただいろいろな技術が進みまして、世界的には非常に性能の高い省エネレベ

ルということでございます。 

 こういう中で一層の省エネ対策を進めるということで、昨年省エネ法という法律を改正いた

しまして、今年の４月から改正省エネ法が施行となりました。さまざまな対策を盛り込んでご
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ざいますけれども、産業部門につきましてはエネルギー管理指定工場制度というのを強化・拡

充をいたしまして、今までの熱管理、電気管理というところを一体的に管理をするという、エ

ネルギー管理指定工場制度ということに一本化をいたしまして、対策をお願いしたところでご

ざいます。 

 こういう省エネ法という法律の規制の強化とともに、やはり省エネルギー政策は経済成長と

両立をして進めていくということでございますし、省エネ投資は実は投資側にとっても光熱費

等の削減のメリットもあるわけでございますし、そういうプラス面も評価しながら、促進策と

あわせてやっていきたいと思っております。 

 それで、私どもはこういう法律による規制とともに予算による支援も行っておりまして、こ

れが一つのメニューでございますけれども、省エネ投資をされる事業者に対する支援事業とい

うことでございまして、独立行政法人のＮＥＤＯを通じましてご支援を申し上げている制度が

ございます。省エネ設備等の投資効果の高いものにつきまして、補助金を用意させていただい

ております。事業者単独の場合は３分の１の補助率で５億円でございますけれども、複数の連

携、特にコンビナート関係で複数事業者で大規模な省エネ投資をやっていただく場合には、補

助率も高い補助率、２分の１の上限まで認めております。それから、金額も年間15億円、１件

につきご支援できますので、例えば３年間のプロジェクトであれば45億円補助金が投入できる

という制度でございます。18年度は240億の予算を確保しておりまして、今19年度の概算要求

の折衝中でございますけれども、さらに増額をしたお願いを今しているところでございます。 

 具体的に、じゃどういうプロジェクトかということでございますけれども、特にコンビナー

トはやはり非常にロットが大きゅうございますので、複数事業者間で連携をいただくというこ

とでございますと、非常に高い省エネ効果が得られますので、積極的に支援を申し上げたいと

思っております。これは18年度は２回募集をしたわけでございますけれども、第１次募集の中

でこれだけ日本全国でコンビナート関連の省エネ投資の補助を決定しております。全部で11件

ございます。千葉も２件ございますけれども、積極的に活用いただいているというところでご

ざいますけれども、私どもとしましてはまだまだコンビナートの投資余地、ポテンシャルはあ

るのではないかというふうに思っておりまして、そういう意味でも今回の委員会に非常に期待

をしておりまして、ぜひこういう補助メニュー。それから、後ほどＲＩＮＧのご説明もさせて

いただきますけれども、ＲＩＮＧの支援メニューとあわせてご活用いただければ、資料１の中

で千葉県さんからご説明ございましたけれども、非常にさまざまな課題がある。例えば設備の

更新時期でありますとか、重質留分の問題でございますとか、そういうさまざまな課題を解決
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する中で省エネを推進していただく投資を行っていただければ、国際競争力の強化にもなるし、

環境対策、省エネ対策にもなるということでございまして、ぜひ積極的にご支援申し上げたい

と思っております。 

 それから、参考までに次のページでございますが、ちょっと細かくて恐縮でございますけれ

ども、同じ18年度の第１次公募の中で、千葉県の関連の採択案件を一覧としてご紹介をさせて

いただいております。全部で15件ございまして、最初の２件が前のページにございましたコン

ビナート関連でございますけれども、そのほかにも３番から７番ぐらいまではきょうご出席の

皆様方の関連も含めまして、コンビナートに関連をする事業に対するご支援を申し上げている

ところでございますし、非常に私どもで幅広く支援をさせていただいておりまして、こういう

産業部門から最近は運輸部門でございますとか、あるいは農業も含めまして、省エネ投資の支

援をさせていただいております。合計いたしますと、18年度の１次採択分だけで補助金額約12

億円でございます。それぞれのプロジェクトで後年度負担もございますので、15件の投資計画

全体で約71億円私どもで支援をさせていただく予定でございます。 

 簡単でございますけれども、補助金のご説明をさせていただきました。 

 それから、さらに産業部門以外、少し今回のテーマからは外れますけれども、民生・運輸部

門につきましても私どもでいろいろなメニューに取り組んでおりまして、民生部門につきまし

てはトップランナー制度というのがございまして、自動車、あるいは家電製品等の省エネ基準

を定めておりまして、これについても順次拡大をして、今21品目まできているということでご

ざいます。このトップランナー制度とあわせまして、消費者へのコミュニケーションというこ

とで、さまざまなラベリング制度、この秋からは統一省エネラベルという星マークの小売段階

の表示もスタートしたところでございまして、民生部門の対策を進めております。 

 さらには、住宅・建築物部門でございますけれども、これにつきましてもことし４月の改正、

省エネ法の施行の中で強化をいたしまして、大規模な建築物、あるいは住宅について、新築、

増改築等の場合に省エネ措置を届けていただくということで制度を盛り込んだところでござい

ます。 

 さらには運輸部門でございますけれども、自動車のトップランナー制度に加えまして、今年

４月から改正省エネ法で物流部門、輸送事業者・荷主に対する規制措置を導入いたしまして、

大規模な輸送事業者・荷主の方々には定期報告、あるいは計画書を作成・提出いただくという

ことになりまして、コンビナート関連の企業の皆様方も多くは大規模荷主ということでござい

ますので、これについてもご協力のほどをよろしくお願いしたいと思っております。 
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 それから、私ども省エネ・新エネ部では新エネ対策も進めておりまして、さまざまな 

メニューがございます。太陽光につきましては、生産量で世界第１位というのが日本でござい

ますし、そのほかに今、風力でございますとか、あるいは最近話題になっておりますバイオマ

ス、それから燃料電池というようなさまざまなメニューがございます。こういう再生可能エネ

ルギーをうまく組み合わせをしながら、省エネ・新エネ政策を一体的に進めてまいりたいとい

うふうに思っておりますし、ぜひご協力お願いしたいというふうに思っております。 

 それから、最後になりますけれども、国際面でもアジア地域で非常に関心が高まっておると

ころでございまして、私どもの新国家エネルギー戦略というのを経済産業省でことしの５月に

まとめまして、日本の中でも日本全体では2030年で少なくとも30％以上エネルギー原単位を改

善するという目標を設定してございますけれども、やはりアジア面での連携も強化していこう

ということでございまして、中国、インド等の連携を積極的に進めているところでございまし

て、そういう意味でも日本のモデルとなる先端的なコンビナート、非常に大規模な世界最大の

コンビナート地域でございますので、省エネ面におきましてもアジア諸国のモデルとなるよう

な先端的な取り組みをぜひ進めていただけたらというふうに思っておりまして、この委員会に

非常に期待をいたしておるところでございます。 

 簡単ではございますけれども、私からご説明させていただきました。ありがとうございまし

た。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして資料３「千葉地区コンビナート ＲＩＮＧ事業について」について、

資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課の高田課長の方からご説明いただきたいと思い

ます。 

 

○高田資源エネルギー庁石油精製備蓄課長 

 資源エネルギー庁石油精製備蓄課長の高田と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料３に基づきまして、私の方で今まで千葉地区でＲＩＮＧ事業と、何度か今日も

お話出ていますが、石油化学といった個々の企業を連携づけながら強化していくという施策に

取り組んでまいりました。その考え方と方向性、現状について、今後このエネルギーフロント

ランナーの戦略の中で非常に連携をとって進めさせていただくことが、より効果を上げていく
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と思うものですから、これについて紹介させていただきます。 

 １ページ目でございますが、これは言わずもがな日本全国のコンビナートの地図であります。

我が国、産業発展とともに1960年代ごろから太平洋ベルト地帯にコンビナートが発展いたしま

した。この地図で見ていただいて一目おわかりいただけるかと思いますが、やはり千葉には連

なる会社の数、石油、化学、生産物処理能力、日本の中でも一つ頭を抜けた存在となっていま

す。ただし、今、各地のコンビナートでいろんな切磋琢磨が進んでおります。水島、鹿島とい

ったところでも非常に新しい試みがされています。そういう意味では、国内においても、千葉

に来てこういうことを言うのは何ですが、今までのポテンシャルにそのまま残るということで

あれば、必ずしもトップの地位というのはずっと未来永劫保証されるものではないと思います。 

 ２ページ目、今、国内について触れましたが、また前の飯田部長、三木課長からもご紹介が

ありました。やはりコンビナート、この分野、国内のみならず、非常に国際競争に直面してい

ます。アジアでは非常に新しい産業の形で、むしろ後ろから来た者が前例を見てよりいいもの

をつくっていくという形で発展していくものですから、非常に厳しい国際競争に直面している

と認識しています。 

 ３ページ目にございますが、例えば日本のコンビナートを見た場合、左上になりますが、一

つ一つのＲというのはリファイナリー、製油所でありますが、一つ一つのリファイナリーが独

立し、そしてＣはケミカル、化学でありますが、化学の方ではエチレンの一部など融通してい

ますが、せっかくのポテンシャルがあってもかなり一つ一つばらばらの動き、構成という傾向

がございます。それに比べますと、先ほど申し上げたとおり、後から出てきたものは最初から

大きな規模を一体的に設計して登場してきていると。そういう意味で、競争力の面では一律後

から来たものに長があるというような状況になってございます。こういう意味で、製油所、企

業単位での合理化には限界が来ているのではないかと。 

 ４ページ目は、これは先ほど来紹介があった千葉地域のポテンシャルでございます。 

 ５ページ、コンビナートの競争力強化に向けてと。これも飯田部長の方からかなりポイント

の紹介がございましたので、あまり繰り返しませんが、やはりコンビナート地域からは電力、

蒸気、水素といったものを有効活用することで省エネルギーのポテンシャルが非常にある。ま

た、こういう省エネルギーをはかっていくとき、いろいろ新しい技術を持って挽回していくと

いうポテンシャルもあると。また、３番目には重油分解能力向上と。石油化学以外の方にはな

じみがないかもしれませんが、要は重油留分、こういうものが重合しておく中で、うまくこれ

を処理していくという展開をしていかないと、そもそもの生産活動、競争力といった面で非常
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な課題に直面していると。こういう問題を克服してさらに発展していくための基盤方法を考え

なくてはいけないというふうに考えてございます。 

 ６ページ目は私どもの研究会で各コンビナート地域についていろいろな課題を整理した中で、

千葉地区の持っている強み、また課題といったものであります。例えば、副生水素など非常に

多く発生しています。こういうものについて高付加価値の可能性が非常にあると思っておりま

す。また、副生物についてもいろんな生産がありますから、これをうまくやっていけばさらに

高付加価値をつけていけるというふうに考えています。 

 続きまして、じゃ私どもはどういうことをやってきたかというＲＩＮＧ事業の紹介でありま

すが、私ども規制緩和をやりまして、石油産業、非常に大変な時代に直面いたしました。そし

て、そういう中で競争力をつけていくための一助として、平成12年度からＲＩＮＧ事業という

石油精製高度統合の支援を開始いたしました。千葉地域につきましては、平成15年からＲＩＮ

ＧⅡというフェーズを３年間、そしてことしからＲＩＮＧⅢというフェーズで、さらにそれを

発展させる形での支援を展開してございます。これは全国的には５地区、３地区と絞ってきて

おりまして、ＲＩＮＧⅢでは千葉と鹿島、水島を対象に、よりコンビナートの効率化、高度化、

それに向けた技術開発の支援をしております。具体的にどのようなことをやってきたかと申し

ますと、ＲＩＮＧⅡで２つ、それからＲＩＮＧⅢで２つほど代表的なものを紹介したいと思い

ます。 

 まず８ページですが、左上にある一つの塔、これは外見から見ますと一つの石油コンビナー

トにありがちな塔でありますが、この中、実は真っ二つに半円形で区切られた構造になってい

ます。これによって、本来２つの装置が必要なものを１本の装置でやり、そして中で精密に石

油製品と石化製品とを分けていると。これによって環境負荷の少ない、そして得られる製品の

高付加価値の高いものを生み出しているという研究開発型の統合の支援というものを一つやっ

てございます。 

 また、次の９ページ目になりますが、これは石油化学と石油精製の間で、石油化学の方で左

側のラフィネート、副生成物と言われるものがありまして、これは従来どちらかというと副生

的に出てきたものですから、単純に燃やしてしまうか、使い方にともすると、もったいないも

のではあるんですけれども、その有効利用は必ずしもしきれていなかったと。これを高度異性

化製造装置という、右下の方にやや化学式で申しわけないですが、鎖状のとげが出たようなイ

ソという形になりますと、オクタン値というハイオクガソリンでありますが、燃費のいいガソ

リン、そういう基材になるようなガソリンに転換して、そして有効活用していけると。今まで



－18－ 

化学部門での価値が最大化できなかったものを、今度は石油精製の方で使っていこうと、こう

いった連携の実績ができてくるわけです。 

 また、次の10ページでありますが、これは２つほど１つの絵に出ていますが、１つはちょっ

とややこしくて申しわけないんですが、Ｃという炭素の４つぐらいつながった物質、イソブテ

ン、ノルマルブテンといったいろんな物質を分解装置に入れて、石油精製で生み出されたもの

を添加することによってプロピレン転換をしてプラスチックなどの原料に変えていくと。プロ

ピレンというのは、エチレンから取り出していく際に非常に価値があるということで注目され

ている材料でございます。 

 また、右側の方は石油精製とエチレンセンターのあたりで水素の融通を行っていこうと、こ

れを一体的に統合管理していく技術開発も入れて、そしてこれによってどちらかというと化学

側で余っていた水素を石油側で使い、今まで石油が水素をつくり出すために水素製造装置を運

転していたんですが、この水素製造装置の運転の稼動を落とす、あるいはとめるといったこと

によって、資源の節約と効率的な利用を図っていくということで、例えばこれなどはもっとも

っと大きな規模で水素を使うようになれば、よりさらにエネルギーの有効活用といったポテン

シャルを見ているようなものでございます。こういったものは省エネ効果で１年間に４万キロ、

ＣＯ２排出削減量は18万トン／年と、非常に大きな規模になっている、そして多くの企業に今

の段階でも参加していただいているという、こういうような歩みをしておりまして、先ほど飯

田部長の方からお話がありました、ここ数年でこういった企業の壁を越えた取り組み、着実に

進展してきたかと思います。 

 最後のページのは、まだまだポテンシャルがあるというのを概念図的に１枚にしたものです

が、ここから先、具体的な検討をまさにフロントランナー戦略会議でしていただけるかと思い

ます。私の方は石油精製、石油化学と連携してこれまでやってきましたが、さらなる発展には

ぜひもっと大きな千葉県、それから電力、化学、鉄といった、さらに周辺の大きな輪を広げて、

そしてまさにここがフロントランナーになっていく、ここがコンビナートの手本を示していく

ということになりますと、また私どもとしてはそれをほかのコンビナートにこんな成功事例が

日本の中にあるんだと言って成果を普及していくような、そういう初めの一歩にしていきたい、

そういうふうなことを期待しております。以上です。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 
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 それでは、各社の委員の方からのご発言をお願いしたいと思います。今日１回目の初回の発

言ですので、できればエネルギーフロントランナーちば推進戦略策定全体についての、例えば

課題でありますとか、方向性でありますとかということをまずご発言いただきたいなと考えて

おります。全体として、お１人当たり２度ぐらいは発言していただきたいと思っておりますの

で、二、三分くらいで、まず最初の発言をお願いしたいというふうに思います。 

 どうしましょうか。これは何か企業のあいうえお順でこういうふうに並ばれているみたいな

んですけれども、たまたまですが、出光興産の大宮さんからお願いしてよろしいでしょうか。 

 

○大宮出光興産常務取締役 

 すみません。時間の節約で座らせていただきます。尚、本来委員をやらせていただきます出

光興産の原田は、所用で大変失礼しております。代理の大宮でございます。 

 先ほど、の飯田部長により、基本方針を説明していただきましたが、千葉県としてここまで

詳細に調査、把握されて、我々第一線のプレーヤーに対し、今後の課題についてかなり基本的

な方向をはっきりと指し示してくださいました。また、更に資料も非常に考えやすい内容とな

っております。更に平成15年からはＲＩＮＧⅡを、平成18年からはＲＩＮＧⅢに取り組み、ま

た平成16年からは県にも大変お骨折りいただきまして、特区の申請をたった６カ月で一気にや

っていただきました。実際の動きを体験しておりますので、私共、民間の企業といたしまして

も、認識を新たにできたと思っております。即ち、企業間で力を合わせれば、まだまだお互い

の利益、あるいは地域の利益につながるようなことがあったなと、しかも実際にできたという

ことで、省エネですとか、環境負荷低減とか、いろいろやれるということをこの３年４年で体

験して共通の認識として育ってきているということが一つの大きなベースとなっております。 

 それから、この間、原油の価格がどんどん上がってきて、エネルギーのマネジメントという

ことが非常に重要になってきたことが、もう一つこの間で我々が学んだ重要なことかと思いま

す。ご説明いただきました資料にも示されておりますように、韓国、台湾との比較におきまし

て、この地区の石油精製、石油化学コンビナートは、規模的には決して負けていないんですけ

れども、企業の数が多いというところで、その多さの故に非効率があれば、その部分は多分国

際競争力上は決して有利ではないと思います。今後は飯田部長の方針の中にもございましたけ

れども、せっかく学習致しました企業間の連携を一層どうやって広げ深めていくかということ。

即ち一つの事業体として企業の枠を超えてどこまでできるかが、今日大変重要な課題となって

きていると思われます。それと、更に異業種との連携で、今回はエネルギー問題が非常に重要
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視されてきておりますので、エネルギー源の活用、あるいは投入に当たって、各異業種間で価

値の低いものを譲り合えないかとか、そういう点が今後検討されたら非常に楽しみだなと思っ

ております。 

 あと共生という問題も掲げられておりますけれども、やはり生活、社会から出てくる価値が

決して高くない、しかも一方で、その中にはエネルギーを生み出す可能性のあるものも少なく

ないと思われます。そういった形で地域、あるいは生活から出てくるものを産業のエネルギー

源への活用という方向へ流れを変えられないかということもございます。民間、産業と生活、

地域の新しい共生によって、千葉ならではの国際競争力があり得るような新しい前進を図って

行くという意味で、この委員会の役割は非常に重要だと思っております。以上です。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、極東石油工業の原委員、お願いいたします。 

 

○原極東石油工業常務執行役員 

 極東石油の原でございます。座ったままで失礼させていただきます。 

 今日ご説明いただいた内容は、私が考えておりました内容と全く一致しておりまして、やは

り石油精製業という立場ですので、ちょっとそういう視点から申し上げますので、少し偏った

見方かもしれませんけれども、石油が非常に限りある資源であるということと、ほとんどが輸

入に頼っているということで、いかにこれを有効に利用していくかということは非常に大事な

ことだと思いますし、もう一つは地球環境の保護ということを我々企業としては大きな命題と

して考えていかなければいけないと。そういったことを考えながら、また企業ですので、当然

競争力も維持して、強化していくことが必要だということから、個々の企業でいろいろとこう

いった面で努力してまいってきているわけですけれども、少なくとも省エネルギーということ

に関しては、諸外国に対しても日本はかなりの最先端をいっているというふうに思っています

が、もうそれ以上のものをやっていくということでは、やはり個々の企業がやっていくことに

ついては限界があるだろうと思います。 

 これからはやはりもっとコンビナート全体でどうやって最適化していくか、効率化していく

かということが非常に大事ではないかなと常々思っていましたので、こういった形で検討を進

めていくということが非常にいいことではないかなというふうに思っています。 
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 先ほどから課題として飯田部長からもありましたけれども、４つありましたけれども、その

中でも特に原油の重質化と、それから一方で製品がどんどん白油化しているということで、重

質油の分解する能力を高めるというのは取り組むべき一つの大きな課題となると思いますし、

それから環境保護という面から考えましたら、さらに省エネルギーを進めていくといった場合

には、やはり全体で連携を強めることによってさらにもっと大きな省エネ効果を生むと、ひい

てはそれがここに住んでいる住民の方々にとっても非常によい結果になるということで、この

２つ非常に大きな取り組みの課題ではないかなというふうに感じています。 

 この委員会でできるだけそういったことが実現できるような案を検討していきたいというふ

うに思っておりますが、これを実現するに当たっては、当然ハード面のみならず、ソフト面、

法的な面とか、それから規制緩和とか、そういった面でも見直し、それから整備等が必要に 

なってくると思いますし、国や県の強力なサポートをいただけるということで、非常に心強く

感じている次第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、コスモ石油の兼松さん、お願いいたします。 

 

○兼松コスモ石油執行役員所長代理 

 座ってお話しさせていただきます。 

 ちょっと的外れになるかもわかりませんが、当社の現状という観点からお話しさせていただ

きますと、先ほど高田課長のお話の中にもありましたように、一企業の一工場でやれる付加価

値のアップとか合理化というのは、はっきり言ってもう底をついている、もう出し尽くして限

界に来ているというのは間違いございませんし、他社さんも同様だと思います。その中で 

ＲＩＮＧⅡ、ＲＩＮＧⅢに参画させていただきまして、それなりに付加価値アップにもつなが

ったというふうに理解しております。 

 今後は各工場間でのユーティリティー、原材料を含めた付加価値アップ、省エネも含めて取

り組まなければ、京葉臨海コンビナート地域としての競争力アップはないというふうに思って

おります。しかしながら、その中で若干疑問だなと思うのが、各工場間のインフラということ

を考えますと、これは必ずしも十分ではないということでございます。したがって、原油価格

などかなり値動きがありますし、その中で基本的にあるプロジェクトを組んだときに、原油価
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格の動向によって、そのときは付加価値を生むけれども、そうじゃないときには違う生み方し

かしないと。 

 じゃ、そのときの単価で付加価値を生み出すには、基本的なインフラが整備されていればそ

れなりに対応ができるんですけれども、これだけの工場の中で、じゃパイプラインはどこから

どこまでつながっているかといいますと、ほとんどつながっていないというのが現状でござい

ますし、こういうようなインフラ整備というものが今後の急務ではないかというふうに思って

おります。 

 しかしながら、パイプラインを一つとってみても、通すにしてもいろいろな規制がございま

して、そういう意味では早急なインフラ整備においては、経産省の方、それから県の方のご指

導等をいただきながら、特区のような形で進めるのかもしれませんけれども、どちらかといえ

ばその辺の観点を今後討議の中に加えさせていただければなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ＪＦＥスチールの天野委員、お願いいたします。 

 

○天野ＪＦＥスチールエネルギー部長 

 ＪＦＥの天野でございます。本来、委員である狩野が出席すべきなんですけれども、ちょっ

と今日所用でいませんので、代理で発言させていただきます。 

 鉄鋼業といいますと、石油化学とは少し違って、石油化学はどちらかというと液体を利用し

ているのに対して、鉄鋼業ってまさに石油じゃなくて石炭と、それから鉄鋼製品を始め固体を

扱うということで、そういう意味ではまた別の観点の産業かなというところがあります。今回、

石油コンビナートが主体になって、ずっとＲＩＮＧで検討しているという話なんですけれども、

この中にそういう意味でいったら石炭とか、そういう違う観点のエネルギーの利用の仕方とか、

あるいは固体をどうやって使っていくかというような、技術的な面とか融合して何か新しいア

イデアができるようなことがあれば非常におもしろいかなというふうに考えています。 

 それと、やはり我々も今、ほかの委員からも話が出ましたけれども、なかなか一企業、一事

業所だけでは解決できない課題というのがどんどんふえてきておりまして、例えば低温の廃熱

をもっと有効に活用できないかとか、ＣＯ２をどういうふうにもっと下げていくかとか、こう
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いう課題がありますので、こういうのはぜひいろんな連携の中で有効活用していければ、もっ

と新しいアイデアが出るかなというふうに考えています。 

 それともう一つ、これちょっと私観もあるんですけれども、いろんな法制面が全体を連携し

たことに対して最適になるような法制面というのはあまりなくて、一部の、一つの企業に対し

てどういうふうないろんな規制をかけるとかやっているのは、何かきちっとしていて非常にあ

れなんですけれども、こういうふうに全体につながったときに、一番最適になるというところ

では、まだまだ改善の余地があるんじゃないかなというふうに考えていまして、ぜひほかの企

業がこのコンビナートの中で新たな産業を起こしてみたいとか、新規事業をやってみたいとか、

あるいはもっと自分たちの事業を拡大していきたいというような、その魅力ある地域づくりな

り、あるいは行政面のいろんな支援もこの中で議論していただければ、我々としても非常に有

意義かなというふうに考えています。以上でございます。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、新日本製鐵の中村委員、お願いいたします。 

 

○中村新日本製鐵常務執行役員 

 新日鐵の中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 千葉県のこの土地で仕事をさせていただいて、私どもも約40年になるんですけれども、やは

り千葉県のこの土地に私ども工場をつくらせていただいたということは、私自身、入社したと

きにはもう工場はあったんですが、本当に先輩の人たちがいい場所につくってくれたなという

ふうに思います。何といっても鉄の場合ですと、全需要の約40％ぐらいが関東地方に集中して

おるということから見て、非常にありがたい立地なわけです。そんな中で、少しでも立派な工

場になっていきたいということでございますけれども、先ほど飯田部長さんからも大分ご紹介

ありましたけれども、いろんな意味で千葉県さんで緑地の問題とか、各企業がこの場所で業態

をより拡大できるというような施策をこの一、二年で非常にとっていただきまして、本当に私

どもそれにこたえていかなくてはいけないと、こう思っている次第です。 

 それで、じゃ鉄のエネルギー、省エネの実態はどうかといいますと、先ほど全産業の日本の

位置づけを随分ご紹介ありましたけれども、鉄もほとんど同じです。要するに世界的に見れば

圧倒的に省エネが進んでいるということで、諸外国に対して技術協力の、あるいは技術販売の
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中身がまさに省エネ技術になっているというふうなところもあります。 

 ただ、じゃその中身を我々なりに判断してみますと、やはり実際に構内で出てきた、私ども

再生ガスと言っていますけれども、あるいは副生ガスといっていますけれども、コークス炉ガ

ス、高炉ガス、それをそのまま構内でガスとして使っている。これは非常に立派にできている

とを思います。それから、いろんな廃熱や蒸気も回収できるものは極力回収して使っている。

ですけれども、これから先求められるのは、ガスを取り出してそれを自分たちで使う。使うと

いうのは、ほとんど電力に変えて使っているわけですけれども、もっと高い価値を持ったエネ

ルギーにかえられないかというのがこれからの課題で、その一つがコークス炉ガスからの水素

の製造ということだと思いますね。これは私どもの構内でも今１年半ぐらいずっと実験をさせ

ていただいているわけですけれども、そういう、よりエネルギーが高いといいますか、より価

値が高いといいますか、そういうエネルギーを私どもの廃エネルギーの中からつくり出してい

くというステージにこれからいよいよ商業ベースで入っていかなくてはいけないということが

一つと。 

 それからもう一つ、私ども莫大なエネルギー源を持っていますので、それを使って自分たち

が出したわけではない廃棄物といいますか、資源、廃プラスチックみたいなもの、これを自治

体さんに集めていただいて、私どもで100％資源化するというところまではきているわけです

けれども、そういう私どもが持っている、世の中には比較的少ない巨大なエネルギー、巨大な

熱を使ってもっと貢献できる部分がないのかなということをこれからより求めていきたいと思

います。 

 それで、今日のキーワードの連携ということについていきますと、私ども地域との連携は相

当行っているつもりです。ただ、産業間、企業間の連携となりますと、やはりこれ見てみると

相当私どもと東電さん、随分ほかのコンビナートの各社さんから見て離れているということも

ございまして、したがって産業間、企業間という意味では私どもはまだこれからというステー

ジにあります。したがって、今回ご提案をいただいているような、この勉強会、検討会の中で

非常に楽しみにしてやっていきたいと思います。 

 もう１回お話しできるということなんで、ちょっとここで切ります。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、住友化学の小中さん、お願いいたします。 
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○小中住友化学千葉工場長 

 住友化学の小中でございます。亀井が委員ですけれども、今日は私、代理で出席しています

ので、若干個人的な意見も入ってしまいますけれども、思うところを述べたいと思います。 

 京葉臨海コンビナートの連携強化は、我々石油化学会社から言いますと、やっぱり精製会社

とのインテグレーション、もうこれ以外にないと思っています。化学会社としましては、ナフ

サの高付加価値化の視点で物事を考えていたわけなんですけれども、この連携において石油精

製と、ＲＣ連携においては当然のことながら視点が変わります。原油の高付加価値化の視点と

いうことになると思います。 

 我々ご存じのように、住友化学は今、サウジアラビアでＲＣの連携を進めているわけでござ

いまして、先ほど高田課長の方からご紹介がありましたＲＣの連携、これはもうよく理解でき

るところであります。我々、原料立地ということで、サウジでＲＣ連携を進めている所であり

ます。ここでの生産品は汎用品です。安価製品は原料立地で進めようと。それから、一方、

我々は、おおよそ20年前からシンガポールで、緩やかなＲＣの連携を進めている訳ですが、こ

こは消費者立地で汎用品じゃなくて差別化商品といいますか、こういう位置づけで物事を進め

ていると。 

 一方、国内は別に汎用品やっていても儲からないし、シンガポールで差別化品も進めており

ますので、やはり高付加価値、高機能商品ですか、これをやらないといけないと。じゃ、日本

でＲＣ連携はやる必要ないかというと、そんなこと全然ありません。我々も国内でもやはり高

付加価値製品、それから新しい製品を開発して、自分のところのことだけ申し上げますと、シ

ンガポールとかサウジでやっていくに当たって、マザー工場としてそういう高付加価値商品だ

とか新製品の開発を進めていく必要があり、そのためにも、我々の千葉工場の国内の石化プラ

ントの競争力強化がすごく大事だと思っています。 

 我々はそのためにも安いモノマーと安いユーティリティーを手に入れたいし、もう一つはや

はり高付加価値製品、売価は高いけれども、やっぱり販売量がなかなか延びていかない、要す

るに規模の経済性が発揮しにくいという面があり、競争力をつける上でも、安いモノマー、 

ユーティリティーを手に入れたいという要望があります。更に、ことだけではなくて、国内で

高付加価値商品の規模の経済性を追求するために、石油化学会社の中での連携というのも非常

に重要な位置づけじゃないかなと、きょうのお話を聞きながら思いました。私の方からは以上

でございます。 
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○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、東京ガスの草野委員、お願いいたします。 

 

○草野東京ガス代表取締役兼副社長 

 東京ガスの草野でございます。 

 先ほどご紹介がありましたが、私どもは本コンビナート地区内に袖ヶ浦工場を持っておりま

す。袖ヶ浦工場は、今から33年前に建設した、東京電力さんとの共同運営のＬＮＧ基地です。

東京ガスの全ガス供給量の約40％をこの工場から送出しており、当社にとって非常に要になっ

ている工場であるとともに、ＬＮＧターミナルとしては世界最大という規模になります。 

 ４点ほど簡単にお話しさせていただきます。まず、１点目は企業間連携という点です。袖ヶ

浦工場は東京電力さんとの共同運営のＬＮＧ基地ということで、既に様々な連携を行なってお

ります。具体的には、貯蔵タンクの共同運用や夏冬のピークが違うというところをうまく利用

しているというのもありますし、ＬＮＧに海水をかけてガス化する設備である気化器の運用を

東京ガスが受託させていただくとともに、その気化器の効率を上げるために、発電に伴い発生

する排熱を東京電力さんから融通していただく等、様々な連携がなされております。また最近

では、貯蔵タンク中のＬＮＧが自然に気化する、いわゆるボイルオフガスを共同販売するため

のパイプラインを引くというようなこともやっております。末端の家庭用市場では大変なけん

かをしておりますが、ここでは非常にうまく連携ができております。コンビナート全体の連携

という意味においては、やや狭い範囲でありますが、当初33年前からそれらの連携をうまくし

て効率的な運用ができないかという観点でつくられた基地だというご紹介でございます。 

 ２点目は排熱の関連になります。ＬＮＧは気化するときに非常に冷たい温度、冷熱を利用す

ることができます。東京ガスには、根岸と扇島、そして今ご紹介させていただいた袖ヶ浦と３

つの工場があります。根岸工場ではこの冷熱の50％をマグロの冷凍に使っておりますが、袖ヶ

浦工場は近隣にそういった食品工場が少ないため、空気分離のために使っておりますが、全体

冷熱量の４％だけが利用されているという状況でございます。 

 冷熱の利用にあたっては、どのような用途で利用するのかもさることながら、冷熱を液体状

で運ぶということのコスト的な難しさ等、これからワークを進めていくに当たって、検討すべ

き課題はありますが、十分利用価値はあり得ると考えております。 
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 ３点目は、個別企業においてはコンビナート全体での連携はなかなか考えにくいというのが

実態ではないかという点です。先ほど来お話出ていますように、およそ30年を経過していると

いう中で、設備の老朽化に伴う修繕等の必要性に迫られている企業さんもいらっしゃると思い

ます。その一方で時代の要請ということもあり、私どもの工場内の空き地がどんどんいろんな

面で使われつつあります。２年前には2,000kWの風力発電機を設置いたしましたし、電力自由

化に伴いまして、ＰＰＳ向けの約10万kWの発電を工場内でやる、こういうように時代は変わっ

てきているわけです。電力自由化やガスの自由化の進展等、経営環境の変化に伴い、自分がど

のように生き抜くか、あるいは競争力を高めるかということを、自分の与えられた工場内でど

れだけ権益を維持しながらやっていくかということが、どうしても優先されてしまうのが現状

ではないかと思います。 

 また、石油化学さん、あるいは石油製品さんも同じだと思いますが、恐らくコンビナートが

形成された30年前に想定した連産の構造と現状の構造はかなり違ってきていると思われます。

つまり市場が求めている製品が30年間で徐々に変化してきており、その製品の変化に伴ってエ

ネルギーの使用形態も変わってきているはずだと思います。その変化をどのように捉えていく

か、あるいは今後どのように変わると予想してコンビナート間の連携をつくるかというところ

が一つの課題になるだろうというふうに思っております。 

 ４点目は、これまで申し上げたような点を踏まえ、今後をどのように考えるかについてです。

今、コンビナート地区の各企業さんは、ご自身の生産工程で発生する副生エネルギーも含めて、

実は非常に天然ガスをご要望されています。その理由は、環境対応で非常にクリーンなエネル

ギーが欲しいということと思いますが、これは、茨城県の鹿島、静岡、愛知の知多といった

様々なコンビナート地区でも同じ状況になっております。今、一様に天然ガスの需要というも

のについての要望が高まってきていると認識しております。 

 実際問題として、現時点で捉えますと需給がやや厳しいという別枠の問題はありますが、そ

れは別にすれば、クリーンエネルギーというものについての要望は相当高いと思います。こう

した要望を単にガス会社や電力会社がアテンドするということではなくて、コンビナート全体

としてどう考えるかということが重要ではないかと思っております。 

 例えば、今、天然ガスの需要が一番多いのは、千葉の臨海のＩＰＰとＰＰＳ向けの発電所で、

この5年間で約100万kWが建設されています。東京電力さんの大規模発電所というのは、もちろ

ん、もうほとんどクリーン化されていて、天然ガスをベースにしてやっていますが、この５年

間で建設されたＩＰＰとＰＰＳ向けの発電所の燃料もほとんどが天然ガスとなっております。
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一方で、発電事業そのものは、出光さんなら出光さん、電発さんなら電発さん、あるいはサミ

ットさんならサミットさんというふうに、別々で新しい需要を考えた発電事業をやっている。

こういうことで本当にいいのかどうかと考えてみると、連携についてもっといろいろ議論すべ

きではないかとも思っています。以上、主要点ちょっと思いつくものを申し上げてみました。

ありがとうございました。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、東京電力の木村委員、お願いします。 

 

○木村東京電力常務取締役 

 東京電力の木村でございます。今日、この資料に沿って、千葉県の考えや国の政策的な内容

ということで、お話を聞かせていただきまして、私どもの漠然とした知識が明確になり、また、

この臨海コンビナートにおいてこのような委員会を設立していくことは、非常に喜ばしいこと

だと思っております。 

 当然のことながら、堂本知事の的確で先見性の高いご指導の賜物と思っておりますが、私ど

もは５つの火力発電所がございまして、全体で1,500万キロワットの規模でございます。これ

は当然京葉臨海コンビナートの成長、発展とともに私どもの発電所もあるということで、それ

ぞれ近隣の各企業さんとの色々なお話を積み重ねながら、我々としても皆さんに喜ばれる、そ

して当然のことながら千葉県のためになる設備ということで考えてきたつもりでございます。 

 連携の重要さというのは、これはもう当然言うまでもないことでございまして、今回の検討

委員会で、産業の空洞化や国際競争力の低下という状況下で、千葉の臨海コンビナートが活性

化をさらに進めていかれて、世界に冠たる地域としての位置づけを確固たるものにしていって

ほしいと、このように思うわけでございます。 

 全体の利益もありますけれども、個別の会社さんごとのそれぞれのご計画もおありになる中

で、全体をまとめていく難しさというのは、県ご当局いろいろ苦労されているところだと思い

ます。私どもは、できる限り皆様方の中に入って、ご要望に応じた形で、火力発電所は当然の

ことながら蒸気、あるいはガスのインフラという意味でもありますので、そういう中でいろい

ろこれまでもご提案を申し上げてもおりますし、今後も今回の議論も含めましてさらにお役に

立つように頑張ってまいりたいと、このように思っております。 
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○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 富士石油の斉藤委員、お願いいたします。 

 

○斉藤富士石油常務取締役 

 富士石油の斉藤でございます。本日県、あるいはエネ庁の皆様からお話をいただきまして、

まことに時機を得たプランをつくっていただけるようで、非常にありがたいと思っています。 

 私ども富士石油は精製専業会社でございまして、工場を袖ヶ浦にしか持っていないという、

非常にいつも千葉県に大変お世話になっているので、感謝いたします。精製業は私どもだけじ

ゃなくて、各社そうなんでございますが、アジアとの競争力ということをずっと追求してきて、

ようやくいろんな努力の結果、横並び、あるいは少しよくなったぐらいにきたと思うんでござ

いますが、一方でこれから、ご指摘にもございましたが、中国やインドなど、アジアを主とし

て、中東でもそうでございますが、非常に大きなリファイナリーの新設計画があると。これは

規模の大きさ、それから現在つくっているということで、最新版の最新技術でございます。そ

ういうことで、これからはそういう会社と競争力を争っていかなければいけないということな

んでございます。 

 一方で、我々は石油精製の装置なんか非常に長持ちいたしまして、スクラップ・アンド・ビ

ルドというようなことが経済性で成り立つというのは非常に難しゅうございます。そういう面

で競争ということを考えていくときに、やはり今日のお話の中心である企業間連携、あるいは

新技術ということを取り入れて、コンビナート全体として検討させていただくというのはそれ

しかないのかなということを常々考えております。 

 １つ皆さんのお話がたくさん出ましたので、ちょっと私どもの経験で感じたことを、個人的

に感じたことなんですが、述べさせていただきます。 

 私ども隣接の住友化学さんと共同でＮＥＤＯの研究テーマとしまして、今まで捨てていた低

温廃熱、劣質な低い温度のエネルギーを複数工場間で共同利用する、こういうことをやってお

りまして、今実証運転をしているところなんでございますが、それはさておき、このテーマを

策定するときに実はわかったことは、富士石油で捨てているエネルギー、これはこれ以上どう

しようもない、経済性が合わないんで捨ててしまうというものが、実は石油化学の方ではまだ

使えるということがわかったんでございます。これは今さらということかもしれませんが、や
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っぱりある高度な技術を採用しまして、それを発見していたということで、それを実証してい

るわけでございますが、２つの工場からやっている経験からしますと、さらに多くの工場間、

あるいは今回お集まりいただいています鉄鋼、電力、ガス等、このあたり違った業種間で行い

ますと低熱以外にも思いがけない違った生産工程、したがってそれは相融通できるようなとこ

ろがあるんじゃないかというふうに想像しております。そういう観点がひとつあるんじゃない

かなと思っております。 

 では、別の言い方でございますが、私ども製造業でございますので、マーケットニーズが変

わってくる、技術が変わってくるということで、製造工程を刻々と見直していくということが

必然でございます。ただ、先ほどお話ししました30年前と今と変わっているということなんで

ございますが、これでは５年先、10年先、一体どういうふうになっているんだろうということ

は、実は非常に推定が難しいと思います。そういう中で工場間連携をするというときに、変わ

ってしまったら使い物にならない連携はあまりよろしくないということで言いますと、その辺

をどういうふうに柔軟なフレキシブルなプランを立てていくか、あるいはもっと言いますと

我々は刻々と変化していきたいんですが、変化しにくくなっている。例えば土地がなくなって

いるとか、何かやろうとすると用役が足りないとか、そのために少しのことをやるのに膨大な

投資をしなければいけないということがございます。 

 そういう意味で、各工場が変化しやすいような仕組みというのをつくっていくこと、何か皆

さんと一緒に考えさせていただいたらありがたいというふうに思います。ありがとうございま

す。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 丸善石油化学の吉田委員、お願いします。 

 

○吉田丸善石油化学代表取締役副社長 

  丸善石油化学の吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 飯田部長の方からコンビナートの抱えている課題の説明がありましたが全く同感でございま

す。フロントランナーちばに全面的に協力をしていきたいし、ぜひ成果を上げていきたいと 

思っております。 

 私どもは市原市の五井で自社の従来のエチレンプラントと京葉エチレンプラントと、２つの
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エチレンプラントを運用しております。京葉エチレンは住友化学さんと三井化学さんとの共同

出資プラントである関係もありまして、その間にあります出光さんも含めましてエチレンとか

プロピレンとかメインの製品は配管がつながっておりますので、合理的な運営をしている。 

 また、隣のコスモ石油さんとは従来から、副生品について、あるいはユーティリティーにつ

いても共同で検討してきておりまして、合理的な運営をしている。ここ一、二年、五井のコン

ビナートの将来に向けてさらに合理化をするということで、国の方からも援助をいただきなが

ら、東電さんと一緒に五井コンビナートの将来像をいろいろ検討してまいりましたけれども、

当然まだまだ合理化できる、特にユーティリティーに関して合理化できる余地を残している事

が分かりました。ただ、それを実施するためにはさらなる規制緩和が必要であったり、あるい

は１社ではやり切れないような大きな投資をするとか、なかなかもう一歩踏み出せるという状

況になっておりません。そういう意味では、フロントランナーの企画はぜひもう一歩踏み出せ

るような形でできると非常にありがたいと思っております。 

 あと、先ほど堂本知事からも話がありましたように、緑化率を20％から10％に緩和していた

だくということになりまして、その分だけ工場用地にできるので、非常にありがたく思ってい

る。それに見合う分を、工場用地外のところで緑化に協力をすると、こういう形は非常にいい

話じゃないかなというふうに思っており協力していきたい。 

 それと、もう一つ、エチレンプラントの原料にはナフサを使っておりますが、当然ナフサは

原油と一緒なので、値段は同じように動いている。従来はナフサの値段と燃料の評価というの

は、キログラムベースで考えるとほとんど同価格であった。ここへきまして当然原油の値段は

上がるが、いわば燃料の評価というのが、先ほどＬＮＧの話もありましたけれども、さらにど

んどん下がる方向になっており、副産物については価格体系がどんどん変わっていく時期にき

ていると思っています。 

 当然、将来とも石油そのものが、相対的には上がっていく方向にいくでしょうし、逆に燃料

評価そのものはＣ重油そのものがだんだん余りものになってきていますので、ますます燃料評

価は下がってくるという時期に、間違いなくなると思いますので、その辺の価格体系、あるい

は設備の再投資を考えていかないと、日本の国自体が多少変な方向にいくというふうにも考え

ております。 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 

○橘川委員長 
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 それでは、三井化学の佐野委員、お願いいたします。 

 

○佐野三井化学常務取締役 

 三井化学の佐野でございます。 

 先ほども中でご紹介ありましたけれども、日本は省エネという意味ではトップだということ

がありましたけれども、一方でまた産業界の方の省エネは最近頭打ちだということで、一企業

での努力なり限界があると。そういった中で、ＲＩＮＧ事業なりＮＥＤＯ事業というのも 

スタートさせていただいていると思っておりますけれども。 

 私どもそういう中で、ご案内にありますように、ＲＩＮＧ事業、ＮＥＤＯ事業にも参画させ

ていただいているわけですけれども、これから先どうするかということで、この先をどうした

ものかなということで考えておりましたけれども、そういった中でちょうどタイミングがいい

といいますか、本会発足させていただきましたので、さらに企業間の壁を越えたコンビナート

の連携強化という中での相互未利用分の徹底的な有効活用ということで、国際競争力の強化と

いうことができればというふうに思っております。 

 これから私ども本会積極的に参加させていただいて、実のあるものができればいいなと思っ

ております。よろしくお願いします。 

 

○橘川委員長 

 どうも皆さんありがとうございました。今までの議論を通じて、キーワードが明確に出てき

たのは連携という言葉、それからそれほど言われませんでしたけれども、もう一つ共生という

言葉、この２つがあると思います。連携についてお伺いしていると、石油、石油化学の間、特

に隣の工場との間、あるいは電力とガスの間にはある程度の連携が進んでいる。それをこの会

議ですから、ＲＩＮＧの枠を越えてもうちょっと広げて考えると、鉄鋼、電力、ガス、石油、

石油化学という、この５つの業種の全体にかかわるような連携に広げていくためにはどういう

仕掛けが必要なのか。キーワードとしては廃熱でありますとか、蒸気でありますとか、幾つか

ヒントが与えられたと思いますけれども、千葉コンビナート全体の大きな連携をやれる場とい

うのはそれほどないと思いますので、それをどうするかというのが一つのポイントかなと思い

ます。 

 それから、共生の方は多分企業ですから、競争力を強化していかなければいけないわけで、

競争力を強化しながら、実は地域の住民の、特に環境問題なんかにもプラスになるような、そ
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ういうＷin－Ｗinなうまい仕組みが多分省エネあたり、ＣＯ２削減あたりでありそうな感じな

んですけれども、その２つくらいのところをまだ少し時間が、行政への要望も幾つか出されま

したので、最後に知事と上田部長には少しお話ししてもらおうと思いますけれども、それまで

まだちょっと時間がありますので、ここからは自由に手を挙げてしゃべるという形で、簡単に

どんどん発言していただきたいと。 

 先ほど中村委員、何か途中だったようなんで、そのあたりで口を切っていただけますか。 

 

○中村新日本製鐵常務執行役員 

 じゃ、先ほど概括のお話をさせていただきましたんで、これから３点ご要望といいますか、

こういうことを気をつけてこれをスタートしたいなという私なりの思いですが、１つはやはり

せっかくこういう場を設けていただいた以上、単なるビジョンとか実験に終わるんじゃなくて、

これは私ども企業ですから、実生産としてこれを成功させなくてはいけない。そうすると各社

さん、多分現時点で、これから将来もそうでしょうけれども、各工場ほとんどぱんぱんに操業

しておられる。したがって、ある前提条件で考えて、しばらくやってみて、これがうまくいか

ないから撤退するということをあまり許されない、つまりそれはユーザーさんに迷惑かけると

いう状況になると思います。 

 したがって、いろんな技術開発と並んで、いろんな社会システム、あるいは制度というのを

よく考えていかなくてはいけないなという気がしていまして、１つは永続できるような前提条

件をどうやって整備しておくかということだと思います。 

 例えばですけれども、私ども今、廃プラスチックのリサイクルということで大変貢献させて

いただいていると思っていますけれども、これはひとえに自治体さんに集めていただいている

わけですから、そのシステムが崩れたら今までつくってきた設備も全部むだになるということ

が、非常に卑近な例ですけれども、それが１つと。 

 ２つ目は、これが一番だと思いますが、連携するということはそれだけリスクを伴うわけで

すから、要するに連携するということは関連してリスクを負う範囲が非常に広くなるというこ

とでありました。したがって、その連携の中で何か問題があったときに、全企業がすべて同じ

リスクを伴わないような、何かバックアップ機能といいますか、余力と言うとちょっと言葉は

悪いんですけれども、そういうバックアップ機能をシステムとして持つことによって、このコ

ンビナート全体が１つのトラブルによって大きなリスクを被るということを何とか回避するよ

うなことを制度として並行して考えていく必要があるのかなというふうに思います。 
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 それから、３つ目は企業である以上、当然のことですけれども、経済性ということですが、

これも先ほどから出ていますけれども、単に一企業の経済性だけではとても成り立たなくても、

例えば地域の皆さんの得るメリットを含めれば、トータルとしてメリットが出てきますよね。

それを我々企業としてどう判断し、どう参画していくのか、考慮していくのか、こういうこと

だろうと思いますので、キーワードで言えば永続性への前提とリスク対応と経済性評価の考え

方、この３つを提案させていただきます。 以上です。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 どなたでも。ほかにいかがでしょうか。まだまだ言い足りないことはたくさんあると思うん

ですが、いかがですか、どうでしょう。 

 それでは、いったんここで堂本知事と上田部長に少しお話しいただいた方がいいと思います。 

 

○堂本千葉県知事 

 皆様、本当に積極的に、また熱心に、それぞれの立場からご発言いただいて、大変心強く思

いました。 

 そして、まさに今、最後の方でおっしゃっていらしたように、一企業としてはシンガポール

ですとか、中国とか韓国の本当に新しい技術を使っての大きな工場を次々とつくられていく、

そういう中でどうこれからやっていくかというようなところで、多分ＲＩＮＧ、ＮＥＤＯとい

うのが、先ほど三井化学さんおっしゃったように、一つの大きな革新的なことで実際にやって

みたら連携ができたんだ、というふうにおっしゃっていらしたのが非常に印象的ですけれども、

そういうところでそれこそ富士石油さんではお使いにならないものが実はお隣では使えたとい

うような、そういうようなお隣同士でもご存じなかったことが、そういうことでどんどんエネ

ルギーの活用なんかが実現できたということだと思いますが、私は今回のエネルギーフロント

ランナーというのは、多分今まで個別にＲＩＮＧであったり、それから企業間でいろいろ話し

合いをなさって、お隣といろいろ協力していらした、先ほど東京ガスさんと東電さんとのいろ

いろ長いご協力のお話も伺いましたけれども、多分それだけではなくて、今度は包括的と申し

ますか、全体としてどういうふうに取り組んでいったらいいのかという段階にきたのかなとい

うふうに思わせていただいております。 

 そうしますと、確かに最大公約数をとるとできることというのは限定されるのかもしれませ
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ん。しかし、また同時にある種のプラットホームができれば、そこで異業種間の中でのまた連

携の、ああこういうことがまだ可能性があったんだというようなことも出てくるかもしれませ

ん。その辺をぜひ模索をしていただいたらいいんではないかと思いますし、それから先ほど部

長の方から申し上げましたように、精いっぱい今、多分、工場の敷地も使っていらっしゃるよ

うに、緑化協定のお話を私もどっぷりつかって一緒に話をさせていただいたときに、ぎりぎり

のところでこれは10％に下げてくれなければ、アジアの工場と競争できないんだと、皆さんの

部下の方におっしゃられて、本当にこれは何としてもやらなければだめだというようなことで、

工場外で環境のことをお手伝いいただきながら、競争力は何としてもつけていただかなければ

と思った次第ですけれども。 

 やはり30年、あるいは40年たっている日本のコンビナートと、それから新しいアジアの勢力

との競争、これにどう立ち向かうかということが、私は非常に大きな、皆様、民間の企業でい

らっしゃるけれども、同時にそれは国策としても大変大事なことではないかというふうに思っ

ております。県としてその規制緩和とか特区とかいうようなことでは、とことん、特に法制的

な問題というのも大変大事になってくると思いますが、同時に先ほどからお話が出ているイン

フラの問題、あるいはそういったリスクに対してのバックアップの問題、こういったことにつ

いては、私は国策としてぜひ国の方でもこの段階で本気で取り組んでいただけたらうれしいと

いうふうに思っております。それがあって初めて、また、ＲＩＮＧ、ＮＥＤＯの段階からもう

一つ先のフロントランナーの方へ走り抜けていけるんではないかということで、これから上田

さんからお話を伺いますが、私ども県としてはできる限りのことをやりたい。 

 私も知事になって本当にやることがまだたくさんあるように感じておりますし、まだ微々た

るところでしょうけれども、一生懸命県庁は取り組んできたつもりではございますけれども、

県のレベルではできないことが随分とございました。それはソフトの面でもそうです。法制的

な面でもそうです。それから、もう一つは資金の問題とか、技術の問題とか、そういったよう

な点で、国のレベルでここは力を発揮していただきたいなと思っていたら、こういう委員会が

できたものですから、本当に知事としてはうれしいと思っていますし、これを成功させること

によってそれぞれ鹿島やそれこそほかの地域でも、それぞれ地域は個性があって、内容は違う

んじゃないかと思います。コンビナートごとによって。ですけれども、それぞれのバリエーシ

ョンを持ちながら、千葉で本当に力が発揮できたらば、日本の国全体としてもう一つアジアの

国に負けないだけの力をつけていただくことができるんじゃないかという期待を持っておりま

して、ここは私どもとしては全力投球させていただきたい。そして、それを国としてぜひ私ど
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もにできないことをバックアップをしていただきたいということを多分、企業の皆様もそのよ

うなニュアンスで私伺っておりましたので、まとめてまた国の方にもお願い申し上げたいとい

うふうに思っております。ありがとうございました。 

 

○橘川委員長 

 また要望が膨らんできました。 

 上田部長、お願いいたします。 

 

○上田資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 

 僕すごく今日おもしろく拝聴させていただいていたわけなんですけれども、幾つか全く皆さ

んおっしゃるとおりなんで、省エネにしろ、競争力にしろ、やっぱり個別最適から部分最適、

全体最適という議論があるんですけれども、多分個別には皆さん一生懸命やっておられて、部

分最適もそこそこ実現されていると。我々、今、目指す一つの方向は、これはすごく難しい話

ではあるんですが、やっぱり全体最適というのが１つあるんじゃないかと思うんですね。 

 コンビナートというのは、地理的にもちろん近接しているんで、全体最適って非常に、もち

ろん個別最適以外は非常に難しいところではあるんですが、やっぱり全体最適を図っていくこ

との中で、多分競争力なり、エネルギー効率なり、変えていくことができるんじゃないかと。

それは一つの追い求める方向なのかなと思っていたんですが、他方でこれも皆さんがおっしゃ

っているように、そういうことをやればやるほど、ある種のリスクというのが非常に共同化さ

れていくんで、その全体最適を追い求める過程の中で、変化なんか、思ったとおりにいかなか

ったときに、１人がこけたらみんなこけたことにならないようにするためのフレキシビリ 

ティーといいますか、バックアップといいますか、連携リスクの低減というか、こういうのは

あまり僕らも考えたことが多分今までなくて、共同投資をしたときに、そのお金に対して税を

どう考えていったらいいのかとか、多分そんな問題なのかもしれないですね、準備金をどう考

えていったらいいのか。 

 今の一方で全体最適を追い求めながら、他方でフレキシビリティーというか、リスク低減サ

クをどう考えるか。これは国としても恐らくおもしろいテーマで、なかなか難しくて、よくわ

からないんですけれども、少し課題として考えてみたいと思うんです。 

 僕らはここにみんなで来ているのは、別に個別の補助金を皆さんに配るために来ているわけ

では全然なくて、むしろそういう規制緩和とか、そういうお話もありましたけれども、制度と
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して取り組んでいくことがあれば、もちろんそういうことについても考えてみたいと思うわけ

であります。 

 それから、皆さんおっしゃっていたように、企業の枠を少し越えたような今の連携というの

も、せっかくこういう場であれば議論するのに足りる話でありますし、未利用エネルギーの連

携みたいなことも当然あるし、余力の連携みたいなのもある。例えば、土地がここにある企業

と、それから熱がある企業と、土地とどこかの熱を一緒にすればそこに温水プールみたいなの

ができて、地域住民の施設になるかもしれない、そうするとコストもそう大きくならないみた

いな、そんなこともあるのかなと思っていましたし、そういう意味で共生ということもあると。 

 それから、中村さんがおっしゃっているように、せっかくこんなに来てやって、みんなが集

まって、何か絵を描いて終わるということには絶対したくないと思っていまして、具体的な行

動にぶつかるようなプラクティカルな絵というのをここで描いて、それについていろいろ県も、

私どももいろんな形でお手伝いさせていただく、そんなふうに展開できれば非常におもしろい

ななんて思ったりするわけであります。 

 もちろん、多分今後いろいろな事務レベルワーキンググループなんかつくって、じゃ連携す

るリスクって何なんだろうか、そこにどんな課題があって、どうすればそれがうまくいくんだ

というのを少し掘り下げて、お知恵をいただいて、もしそういう面で新しい地平線を開くこと

ができるんであれば、それは国としてチャレンジしてみたいと思ったりしております。まだ意

気込みだけなんですけれども、今後議論が深まる過程で、私どももいろいろ考えてみたいと思

います。きょうは本当にありがとうございました。 

 

○橘川委員長 

 どうもありがとうございました。 

 千葉を実際に変えるようなプランでないと意味がないということが明確になったと思います。

もちろん、皆さんの企業の中では激しく競争されている企業も、何かきょうは偶然お隣同士に

座ったりしているケースがありますけれども、私はＲＩＮＧの関係で泉北に行きまして、競争

しているので有名な大阪ガスと関西電力の現場のトップの方にお伺いしましたけれども、もち

ろん競争はしているんだけれども、現場では協力することによってメリットが、お互い 

Ｗin－Ｗinになることがたくさんあるんだという話をされたのが非常に印象的でありました。

そういうことがあると思いますので、さらに激しく競争するためにも、千葉の工場の力をさら

にアップするようなプランにつながっていけばいいと思います。本日はどうもありがとうござ
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いました。 

 それでは、最後に今後のスケジュールについて中沢部長からお願いいたします。 

 

○中沢千葉県政策調整担当部長 

 長時間ありがとうございました。次回、第２回の策定委員会につきましては、２月の中ごろ、

２月の中旬をめどに考えておりますが、今後日程調整を、年をまたぐということもございます

ので、日程調整を事務局にさせていただきたいというふうに考えております。２月中旬をめど

と考えております。 

 以上をもちまして本日のプログラムは終了したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 


