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Ⅰ 戦略策定の趣旨 

 

京葉臨海コンビナート地域は、千葉市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市及び富津市

の湾岸部約 6,000ヘクタールの埋立地に、石油精製、石油化学、鉄鋼、電力、ガスなどの企
業が立地する、日本最大の素材・エネルギー型産業の集積地域である。 
また、本地域は、本県の工業出荷額の 5割以上を占めており、その競争力の維持・強化は
本県経済の今後の発展にとっても不可欠である。 
 
近年、京葉臨海コンビナート地域は、アジア諸国における工業団地の大規模最新鋭化、関

連設備の増強等により、相対的な国際競争力の低下が懸念されている。原油・材料価格の高

騰のなかで、早急な高付加価値製品への生産転換、地球温暖化への対応も求められるという

大変厳しい状況にある。 
特に、石油化学、石油精製、鉄鋼などは、エネルギー多消費型産業であり、今後とも京葉

臨海コンビナート地域が発展を続けていくためには、更なるコスト低減、特に二酸化炭素の

削減に直結する省エネルギーをはじめとした資源の有効活用を推進していくことが重要であ

る。各企業においては、これまで、工場内の徹底した省エネルギー改善、先進的な省エネル

ギー設備・機器の開発･導入を積極的に推進してきたことから、各社単独での省エネルギー対

策としては既に世界最高水準の領域にある。  
しかしながら、多くの企業の集合体である京葉臨海コンビナート地域全体でみると、企業

間連携を進めることで地域内の未利用エネルギー・未利用資源を有効活用することにより、

極めて大きな省エネルギー・省資源効果やコンビナート地域全体の競争力強化の可能性を有

している。 
 
また、企業活動は地域とのつながりを欠いて持続できるものではなく、周辺地域との共生

に積極的に取り組み、地域の活力や豊かさの向上に貢献していくことも必要である。 
特に京葉臨海コンビナート地域の産業集積や事業活動を活かして、地域の発展に寄与する

とともに、企業にとってもその活動を大きくアピールできるなど地域と企業の双方に高い効

果が得られる取り組みを進めていくことが望まれる。そのためには、各企業が連携して、地

域や行政とも対話しながら地域づくりに参加することが重要である。 
 
本戦略は、こうした状況を踏まえ、コンビナート地域立地企業相互の連携、企業と県・国

の連携、さらには企業と地域社会との連携により、京葉臨海コンビナート地域が国際競争を

勝ち抜き、環境と経済が調和し、地域社会・周辺環境と調和して地域と共生しながら継続・

発展するサスティナブル・コンビナートとしての将来像とその実現の道筋を提示し、その実

現を目指すものである。 
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Ⅱ 京葉臨海コンビナート地域の現状と課題 

 

１ 京葉臨海コンビナート地域の現状 

（１）京葉臨海コンビナート地域の特徴・ポテンシャル 

 京葉臨海コンビナートは、石油精製、石油化学、鉄鋼、電力、ガス等の立地企業が集積、

2004年の出荷額は約 5.7兆円であり、我が国コンビナート全体の約 26％を占め、他の地
区を大きく引き離し第 1位の地位を占めるなど、世界規模のエネルギー・素材産業の集積
地となっている（図表Ⅱ-1-1～Ⅱ-1-6）。 
 また、石油・化学コンビナートとしても、アジア圏大規模石油コンビナートとの比較に

おいて、原油処理能力第 3位、エチレン生産能力第 2位に位置づけられるなど、総合的な
能力でトップクラスの規模を誇っている（図表Ⅱ-1-7）。 
 

図表Ⅱ-1-1 京葉臨海コンビナート地域の概要

ｴﾈﾙｷ ﾞｰ大 消 費地ｴﾈﾙｷ ﾞｰ大消 費地

新日鐵新日鐵

出光興産出光興産

東電 、住友化学東電 、住友化学

三井化学 、極東石油三井化学 、極東石油

ＪＦＥＪＦ Ｅ

京 葉シーバース

千住

石油 ・石 油化学 ・石油 ・石油化学 ・
電力 ・ガス電力 ・ガ ス

鉄 鋼鉄鋼

鉄鋼 ・電力鉄鋼 ・電力

コ スモ石油 、丸善石化コスモ石油 、丸善石化

富士石油富士石油
東京湾アク アラ イン

ジェッ ト燃 料供給パ イプラ イン

新東京国際空港新東京国際空港

東電東電

 
 
 
 

図表Ⅱ-1-2 業種別事業所数 

食品 木材 化学 石油 窯業 鐵鋼 非鉄 金属 機械 電気・ガス 計  

９  ６  ７６ ９  ２２ １４ ３  ４８ ４０ １０ ２３７ 
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図表Ⅱ-1-3 京葉臨海コンビナート地域への企業集積状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図表Ⅱ-1-4 我が国コンビナート地域の工業出荷額 

 
 
図表Ⅱ-1-5  京葉臨海コンビナート地域の生産・エネルギー貯蔵能力 

原油処理能力 ８２７千バレル／日 （全国の１７％ 第２位） 

エチレン生産能力 ２，４７７千トン／年 （全国の３３％、第１位） 

粗鋼生産能力 １３，８３８千トン／年 （全国の１３％、第２位） 

県内発電所発電量 ９２９億ｋＷｈ （県内消費量の約２倍） 

ＬＮＧ貯蔵能力 ３７７万ｋｌ （世界で１位） 

東京ガス

東京電力

出光興産

富士石油

住友化学

住友化学

日本板硝子

東京電力

出光興産

三井化学

ＪＳＲ

東レ極東石油

日曹化成協和油化

宇部興産

コスモ石油

丸善石化

電化工業

東京電力

チッソ石化

旭硝子

三井造船

大日本ｲﾝｷ

東京電力

ＪＦＥ

大陽日酸

旭化成

吉野石膏

ﾄｰﾖｰｶﾈﾂ

新日本製鉄

君津共火

日立化成

荏原製作所

新日鉄化学

昭和電工 古河電工

（兆円） 
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東京都

麦寮

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ｼﾞｬﾑﾅｶﾞｰﾙｼﾞｭﾍﾞｰﾙ

アジア圏の大規模石油石化コンビナート

上海

麗川

図表Ⅱ-1-6 世界一のＬＮＧ貯蔵基地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図表Ⅱ-1-7 アジア圏の大規模石油・石化コンビナートにおける千葉(京葉臨海)の位置付け 

 

 

 

 

 

ハジラ ７５（１）６０（１）ジャムナガール （ｲﾝﾄﾞ）

２３０（１）３０（１）ジュベール （ｻｳｼﾞ）

１８８（２）１２９（４）シンガポール

９３（１）１３０（４）上海 （中国）

１９０（１）４５（１）麦寮 （台湾）

２８０（３）６５（１）麗水 （韓国）

２４７（５）８３（４）千葉 （日本）

エチレ ン生産

能力（万ﾄﾝ/年）

原油処理能力

（万ＢＤ）
代表コンビナート

ハジラ ７５（１）６０（１）ジャムナガール （ｲﾝﾄﾞ）

２３０（１）３０（１）ジュベール （ｻｳｼﾞ）

１８８（２）１２９（４）シンガポール

９３（１）１３０（４）上海 （中国）

１９０（１）４５（１）麦寮 （台湾）

２８０（３）６５（１）麗水 （韓国）

２４７（５）８３（４）千葉 （日本）

エチレ ン生産

能力（万ﾄﾝ/年）

原油処理能力

（万ＢＤ）
代表コンビナート

 

 

（２）石精・石化産業をめぐる国際情勢 

 コンビナート地域の中核をなす石精・石化産業においては、1990年代以降の厳しい時代
に対応するために行った合理化・コストダウンの努力や、新分野や高付加価値製品への転

換、中国等の旺盛な需要を背景とした製品市況の上昇もあり、足下の業績は概ね良好であ

る。 

266袖ヶ浦基地

（東京電力・

東京ガス）

248仁川（韓国）

111富津

（東京電力）

118根岸

（東京電力・

東京ガス）

158.5泉北第2基地

（大阪ガス）

貯蔵量

(万ｋL)

266袖ヶ浦基地

（東京電力・

東京ガス）

248仁川（韓国）

111富津

（東京電力）

118根岸

（東京電力・

東京ガス）

158.5泉北第2基地

（大阪ガス）

貯蔵量

(万ｋL)

麗水 

（括弧内：企業数） 

アジア圏の大規模石油・石化コンビナート 
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 しかし、今後は、我が国の製造業が生産活動を海外へシフトすることに伴う、石油製品・

石化製品の国内での需要の縮小が見込まれる中で、中東、アジア地域で最新鋭の大型プラ

ントが相次いで立ち上がることなどから、持続的発展を図るために一層の競争力強化を図

ることが急務となっている。 
 
（３）ＲＩＮＧ事業の取り組み 
 競争力の一層の向上を図るためには、1 社単独での対応では限界があることから、石油
産業及び石油化学産業などの 20社が集まり、平成 12年 5月に「石油化学コンビナート高
度統合運営（ＲＩＮＧ）技術研究組合」が設立された。ここでは、コンビナートの国際競

争力の強化を目指して、複数の製油所間や異業種間における高度な一体運営を通じ、更な

る資源・エネルギー使用量の低減や生産性の抜本的強化などを図るための技術開発である

「コンビナート・ルネッサンス事業」が開始された。 
  千葉地区においては、平成 15～17年度にＲＩＮＧⅡとして、姉ヶ崎地区で「コンビナ
ート先端的複合生産技術開発」、及び五井地区で「副生成物高度異性化統合製造技術開発」

を実施し、さらに平成 18～21年度の予定で姉ヶ崎・五井の両地区が連携し、ＲＩＮＧⅢ
として、「コンビナート副生成物・水素統合精製技術開発」を実施している。 

 
（４）地域貢献活動への取り組み 

  京葉臨海コンビナート地域は、周辺地域に対して、雇用の創出や税収、地域における消

費効果等の経済面のほか、環境保全･防災面、社会･文化面などで大きな貢献をしており、

地域や県民にとって、欠かすことのできない存在となっている。 
  また、京葉臨海コンビナート地域の約８５％の企業が地域貢献活動に取り組んでおり、

環境、健康、教育など、多岐に渡った活動がなされている（図表Ⅱ-1-8）。 
 

図表Ⅱ-1-8 社会・文化的な活動等への取組分野 

 

21%

14%

12%9%7%
7%

6%

6%

4% 3% 2%
1%3% 2% 1%2% 地域社会の活動 環境

スポーツ 教育、社会教育

社会福祉 災害被災地支援

文化、芸術 国際交流、協力

学術研究 健康、医学

防災まちづく支援 史跡、伝統文化保存

特に行っていない その他

人権 NPOの基盤形成
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２ 戦略で取り組むべき課題 

「Ⅰ 戦略策定の趣旨」において述べたとおり、本戦略は、京葉臨海コンビナート地域に

おいて、企業間の連携等により、「国際競争力の強化」、「環境と経済の調和」、「地域との共生」

の先進モデルの構築を目指すものであり、具体的には、次の課題について取り組んでいくこ

とが必要である。 
（１）企業間連携の推進 

  現在、京葉臨海コンビナート地域で行われている企業間連携としては、４エチレンセン

ター間でエチレン、プロピレン等基礎化成品の相互融通を、京葉シーバースにおいて４製

油所が原油の共同荷揚を行っていることが主な取り組みとしてあげられるが、エネルギー

分野での連携は部分的であり、異業種間連携はほとんど行われていない。 
  しかし、コンビナート地域内の素材産業は未利用熱・未利用資源を大量に保有し、また

石油精製･石油化学･鉄鋼・電力・ガス等の異業種産業が隣接しており、蒸気、冷熱、各種

の副生ガスが分散して大量に生成している。京葉臨海コンビナート地域における石油精製、

石油化学、鉄鋼、電力及びガス産業の主要企業連携によって活用可能な生成物等の例を示

すと、図表Ⅱ-2-1のとおりである。これらの有効利用を図るため、企業間連携を推進する
価値は極めて高く、またその実現性も高い。 
  企業間連携を進めることにより、地域全体として極めて大きな省エネルギー・省資源効

果や、競争力強化が期待される。（図表Ⅱ.2-2）。 
  

図表Ⅱ-2-1 コンビナート地域立地企業の活用可能な生成物等（例） 
業種 企業

ｶﾞｽ 液体 固体 ｴﾈﾙｷﾞｰ等

石油精製a社 C02（９８％気体）
LPG（C3、C4）

スラリーオイル（灰分の高
い重油）
Ｃ重油

硫黄（S、H2S）

b社 重質留分（減圧蒸留装置ﾎﾞ
ﾄﾑ）

硫黄（Ｓ、Ｈ２Ｓ）

c社
エチレン装置CBO
C重油
廃アミン

低圧(0.3MPa)蒸気
水素

d社
高濃度硫化水素ガス
（97%dry) 廃アミン

低温廃熱（５０～１３０℃）
燃焼排ガス（１３０～２０
０℃、ＣＯ２　１２％　@dry）
タンク廃水
廃水

石油化学e社 分解重油 蒸気(省エネ投資が必要）
電力（省エネ投資が必要）

f社
重質油（ナフサクラッカー等
で発生する副生油）
廃油

廃樹脂
汚泥

低温廃熱

g社 副生ガス 副生油
鉄鋼 h社 廃酸 一部スラグ 温廃熱

i社
電力 j社 ＬＮＧ 蒸気
ガス k社 ガス／ＬＮＧ ＬＮＧ冷熱

出所）第１回WG資料より作成

活用可能な生成物

 
 



 

 7 

 
 

図表Ⅱ-2-2 京葉臨海コンビナート地域における企業間連携の必要性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）企業間連携の目指す方向 

企業間連携による取り組みが必要とされる分野として、次の４つが挙げられる。 

１）設備の更新・用地の確保 

京葉臨海コンビナート地域は完成から 40 年以上が経過し、用地に十分な余裕がなく、
今後、設備の更新時期を迎えるにあたり、企業間連携による既存設備の簡素化、共有化等

による用地の効率的利用とエネルギーの効率化が求められる。特に、連携・統合の鍵を握

る配管については敷設用地の余裕が少なくなっている。共同溝化・弾力的な規制緩和等に

より各社の自由な配管敷設ルートを可能にし、異業種を含めた配管網を拡大していく必要

がある。 
 
２）重質留分の処理能力強化 

わが国燃料油需要の白油化、天然ガス等の代替燃料によるＣ重油需要の急激な減退によ

り、石油精製・石油化学のＣ重油や分解重油などの重質留分の余剰が懸念されている。今

後は重質留分の有効活用がコンビナート存続の命運を決する可能性が大きい。このような

状況の中、コンビナート地域内の重質留分を集約し一括処理すること等、重質留分の分解

能力向上が必要である。 
 
３）エネルギー等の共有化と副生成物の相互融通 

地域特性を生かし、電気、蒸気、冷熱等のエネルギー等を共有化することで、一層の省

・４エチレンセンター間でのエチレン、プロピレン等基礎製品の相互融通を行っている。
・４製油所で原油の共同荷揚を行っている。（京葉シーバース）

・エネルギー等での連携は部分的、異業種間連携はほとんどなされていない。

・素材産業は未利用熱・
未利用資源を大量に保有

･石精･石化･鉄鋼等が隣接

・蒸気、冷熱、各種の副生ガスが発生

地域全体の極めて大きな省エネ・省資源効果
企業を超えたコンビナート全体の競争力強化

企業間連携

・配管網の充実
・設備の共有化

・未利用資源の活用
・副生ガスの活用
・共同子会社の設立
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エネルギーが可能である。また、水素をはじめとした副生ガス等の相互融通や廃棄物の有

効利用等を図ることも必要である。 
４）原料の低廉かつ安定的供給の確保、高付加価値製品生産構造への転換 

原油価格高騰の長期化が見込まれることから、様々な原料調達の可能性を高めていくこ

とが求められている。また、石油精製・石油化学の未利用の副生留分集積によるクリーン

燃料、プロピレン等のフレキシブルな高付加価値石油・石化製品生産構造への転換も課題

である。 
 

（２）二酸化炭素排出量の低減に向けた課題 
  千葉県では、平成１８年に改訂した「千葉県地球温暖化防止計画」の中で、製造業にお

ける二酸化炭素排出量の削減目標を次のとおり定めている。 
 

図表Ⅱ-2-3 千葉県地球温暖化防止計画 2006年から 2010年までの削減目標 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本県の製造部門における二酸化炭素排出量の約９割を占めている鉄鋼、化学、石油精製

の３業種の取り組みが極めて重要となっている。 
 
 
 
 
 

【製造業】 

◆２０１０（平成２２）年において、化学工業における製造品出荷額等当たりのエネ

ルギー消費量を基準年から１０％削減する 
 
 
 

◆２０１０（平成２２）年において、石油精製業における製油所当たりのエネルギー

消費量を基準年から１０％削減する 
 
 
 

◆２０１０（平成２２）年において、鉄鋼業における粗鋼生産量当たりのエネルギー

消費原単位を基準年から１０％削減する 
 
 
 

◆２０１０（平成２２）年において、化学工業、石油精製業、鉄鋼業以外の製造業に

おける製品出荷額等当たりの二酸化炭素排出原単位を２００２（平成１４）年から

１０％削減する 
    

※化学工業、石油精製業及び鉄鋼業の目標については環境自主行動計画に基づく業界団体の削減 

目標に準拠している。 
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（３）地域との共生に向けた課題 

  企業が周辺地域との共生に積極的に取り組み、地域の活力や豊かさの向上に貢献する必

要性が重視される中、京葉臨海コンビナート地域での取り組みという観点から、石油・石

化産業に代表される様々な産業集積を活かせる点、地球環境保全に資するために企業間連

携によって省エネ・新エネ等環境活動が取り組めることを踏まえ、それらの活動が、地域

と企業双方にとってメリットが生み出される点などを重視した取り組みを提案していくこ

とが必要である。 
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３ 戦略の策定にあたっての基本的視点、留意事項 

（１）ＲＩＮＧ事業の成果を踏まえた取り組み 

効率的な活動展開のためには、ＲＩＮＧ事業の成果を十分に踏まえた取り組みが必要で

ある。 
 

（２）企業間連携及び企業・国・県の連携 

ＲＩＮＧ事業における石油精製と石油化学に、鉄鋼、電力、ガスの企業を加えた連携を

促進し、資源・エネルギーの一層の有効活用等を図るとともに、国及び県の参画により、

戦略の円滑な実現を図っていく。図表Ⅱ-3-1に連携の進め方を示す。 
図表Ⅱ-3-1 京葉臨海コンビナート地域における企業間連携の進め方 

・・・資本の壁と地理の壁を乗り越えて・・・

石油
R
石油
R

石油
R
石油
R

石化
Ｃ
石化

Ｃ

石化
Ｃ
石化
Ｃ

従来のコンビナート 目指すべきコンビナート

石油
R
石油
R

石化
Ｃ
石化
Ｃ

石化
Ｃ
石化
Ｃ

石油
R
石油
R

全体最適

石油R石油R
石化
Ｃ
石化
Ｃ

電気
Ｅ
電気
Ｅ

鉄鋼
Ｓ
鉄鋼
Ｓ

ガス
Ｇ
ガス
Ｇ

コンビナート

広域連携

○○石油産業同士石油産業同士
（Ｒ－Ｒ）（Ｒ－Ｒ）

○○石化産業同士石化産業同士
（Ｃ－Ｃ）（Ｃ－Ｃ）

○○石油と石化産業石油と石化産業

（Ｒ－Ｃ）（Ｒ－Ｃ）

石油・石化産業以外の業石油・石化産業以外の業

種との連携促進種との連携促進

 
（３）県等の関連施策との連携 

地球温暖化対策を推進する「千葉県地球温暖化防止計画」（平成１８年改訂）、京葉臨海

コンビナート地域をグリーンケミストリー・クラスターと位置付け、素材・環境・新エネ

ルギー関連分野の産業クラスターの形成と発展を推進する「千葉新産業振興戦略」（平成１

８年策定）等の関連施策との連携を図る必要がある。 
 

（４）長期的な視点と段階的な実施 

  将来の日本の先進モデルとして、全国に発信できるよう、長期的な視点から十分な検討

を行うとともに、事業化にあたっては、可能なものから段階的な実現を図っていく。特に

企業のニーズが大きい事業、緊急性の高い事業は速やかに実施していくことが必要である。 
 

（５）地域の強みを生かした取り組み 

  京葉臨海コンビナート地域が有する次の強みを最大限に生かしていくことが必要である。 
・世界最大規模のエネルギー・素材産業の集積地としての特徴 
・首都圏の民生大消費地への近接 
・国際港である千葉港、成田国際空港、さらには、東京国際空港に近接 
・企業間連携を可能とする各種インフラや基盤となる設備の充実 

      ・石油精製及び石油化学からの重質留分、低圧蒸気、水素ガス、電力会社からの蒸気、

ガス会社からのＬＮＧ冷熱等利用可能な副生エネルギーの存在 
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Ⅲ 戦略の実現に向けた取り組み 

１ 競争力強化に向けた取り組み 

  京葉臨海コンビナート地域は、前述したとおりコンビナート内の企業間連携により活用

可能な蒸気、冷熱、重質留分、各種の副生ガスなどが各々の部位に集中して生成している。 

 それらの有効活用により省エネルギー、省資源、CO2 削減の大きな効果が期待できると

ころであり、京葉臨海コンビナート地域の競争力強化に向けて企業間の連携を強力に進め

ることが重要である。 

  こうした京葉臨海コンビナート地域のポテンシャルを最大限に活かし、今後、企業が連

携して実現化に取り組む重点分野を冷熱、熱電、重質留分、水素等の活用とし、競争力強

化に向けた取り組みにおけるテーマごとの現状、方策・効果、課題等を以下に示し、実現

に向け取り組んでいく。 

 

（１）冷熱の活用 

１）現状 

京葉臨海コンビナート地域に到着したＬＮＧは、-160℃の液体状態から常温まで昇温気
化させて熱量調整・付臭後、都市ガス用又はガスタービン（ＧＴ）発電用に供給されてい

る。 
ＬＮＧ冷熱の利用は、ＬＮＧを蒸発させて常温の天然ガスに戻すときに周囲から熱を奪

う現象を利用するものであるが、気化に要する蒸発潜熱として約 120kcal／kg、これに－
160℃から０℃までの顕熱を加えると約 220kcal／kgの冷熱が得られる。 
ＬＮＧ基地における冷熱の使用のイメージを図表Ⅲ-1-1に示す。ＬＮＧ基地における冷
熱の活用例としては、 
・ 液体酸素、液体窒素等の製造 
・ 液化炭素、ドライアイスの製造 
・ 冷凍倉庫等での利用 
・ 冷熱発電 
等があり、それぞれ大幅な省エネルギー効果が期待できる。世界最大のＬＮＧ貯蔵能力

（377万 kl）を擁する京葉臨海コンビナート地域では合計で約 750GJ／hの冷熱が発生す
る。ＬＮＧ冷熱については、現状では、液体酸素、液体窒素の製造を袖ヶ浦地区で進めて

いるが、冷凍倉庫や冷熱発電は存在しない。実際、多くのＬＮＧ冷熱はＬＮＧ気化装置（オ

ープンラックベーパライザー）にてＬＮＧの加圧に利用されている。他にも液体酸素や液

体窒素の製造にもＬＮＧ冷熱は利用されているが、その一部は利用することができず、廃

棄しているのが実情である。 
一方で、京葉臨海コンビナート地域内の各社の冷熱必要量をみると、ナフサクラッカー

の冷媒として合計 1,146GJ／h、冷却水としては 16,010GJ／hの需要が存在し、ＬＮＧ基
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地の冷熱量である 750GJ／hを遙かに上回る量となっている。需要の全量を賄うことは困 
難であるが、上記の冷熱の需給バランスに着目した企業間連携によるＬＮＧ冷熱の有効活

用が望まれる。 
 

図表Ⅲ-1-1 ＬＮＧ基地における冷熱活用例 

 

 
 
２）企業間連携による方策と効果 
  ＬＮＧ冷熱の具体的活用案としては、ＬＮＧ基地において気化時に熱交換し、極低温冷

熱（-100℃程度）をエチレン液化等で利用する方法と、開放系冷却（海水）を工業用水等
の循環系冷却に変更する方法とが考えられる。 
  以下、それぞれについて概説する。 
①極低温冷熱を活用してエチレンを液化する方法（製品エチレンを出荷） 

この方法では、-100℃の液化エチレンを、ＬＮＧ基地から製品として出荷する。これに

よりナフサクラッカーでのエチレン冷媒やエチレンの液化に使用するプロピレン冷媒の負

荷が低減する。 

ＬＮＧ冷熱で、50t/h の製品エチレンを液化した場合の、ナフサクラッカーで使用して
いるエチレンとプロピレンの各冷媒の負荷削減量とその省エネルギー量（Ａ社のエチレン

プラントの冷媒構成の場合）は図表Ⅲ-1-2 のとおりに見積もられる。 
 

海水 

都市ガス 液酸、液窒 
冷凍倉庫等 

LNG 

GGG

LNG 

冷熱発電 

LNG貯蔵タンク ORV 式 
（ｵｰﾌﾟﾝﾗｯｸ ﾍﾞｰﾊﾟﾗｲｻﾞｰ） 

常温 - 160℃ 

輸入 

ＧＴ発電 

- 160 ℃ の LNGを常温まで昇温気化させて、熱量調整・付臭し都市ガス用に、またはＧＴ発電用等に供給 

その他 

ＬＮＧ基地における冷熱活用例 
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図表Ⅲ-1-2 極低温冷熱を活用してエチレンを液化(製品エチレンを出荷) 

した際の省エネルギー効果 

液化後のエチレンの温度 －１００℃ 
エチレン冷媒、プロピレン冷媒の負荷削減量（kW） △ ４，０００ 
省エネルギー量（原油換算 kl／年） △ ３，０００ 
CO2 削減量（t-CO2／年） △ ８，０００ 

 

②極低温冷熱を活用してエチレンを液化する方法（液化エチレンをコンビナート内で利用） 

この方法では石油化学（ナフサクラッカー）からガス体のエチレンをＬＮＧ基地に送り、

冷却液化して戻す。これによりナフサクラッカーでエチレンの液化のために使用してきた

プロピレン冷媒の負荷が低減し、省エネルギーを図ることができる。 

エチレンを冷媒に用いた場合、京葉臨海コンビナート地域で 50～100ｔ／hのエチレン
液化が可能になると見積もられる。 
必要な低温のレベルは石油化学プロセスにおける利用用途に応じて様々なレベルが想定

されるため、ニーズに応じた冷媒を利用することが求められる。 

エチレンの液を 50t／h でナフサクラッカーに戻した場合のナフサクラッカーにおける
エチレン冷媒とプロピレン冷媒の負荷削減量とその省エネルギー量（Ａ社のエチレンプラ

ントの冷媒構成の場合）は図表Ⅲ-1-3のとおりに見積もられる。 
 
図表Ⅲ-1-3 極低温冷熱を活用してエチレンを液化（液化エチレンをコンビナート内で利用） 

した際の省エネルギー効果 
液化後のエチレンの温度 －１００℃ －４０℃ 
エチレン冷媒、プロピレン冷媒の負荷削減量（kW） △ ４，０００ △ ２，０００ 

省エネルギー量（原油換算 kl／年） △ ３，０００ △ １，５００ 

CO2 削減量（t-CO2／年） △ ８，０００ △ ４，０００ 
※CO2削減量への換算にあたり、副生油＝Ｃ重油と仮定 

 

③解放冷却系を循環冷却系に変更する方法 

これは、石油精製、石油化学から水をＬＮＧ基地に送り、ＬＮＧ冷熱を活用し、冷却し

て戻す方法である。冷却された水でプラント用の冷却水を代替することによって、既存の

冷却塔を停止することができ、省エネルギーと節水を図ることができる。特に、冷却水の

温度が上昇する夏期の冷却不足がネックとなっている設備が存在する場合、この方法によ

り夏期の製品生産量を増加させることができる。 
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しかし、解放冷却系を循環冷却系に変更する方法では、－１６０℃という貴重な（エク

セルギー1的に利用価値の高い）冷熱を、常温レベルの冷水として利用する方式なので、エ

ネルギー面での優位性がない。このため、大きな省エネルギー効果を見込めないが、代替 
される冷却水を作っている既存の冷却塔を停止することができるので、冷却塔で蒸発する

水の節約となる（冷却水５０００ｔ／ｈ（ΔＴ＝５℃）当たり、５０ｔ／ｈ程度の節水と

なる。）。 
 

３）課題 

  ＬＮＧ冷熱の有効利用に際しては、極低温（－１６０℃）であるため耐低温材料を使用

しなければならないことに加え、低温収縮対策や保冷、ループ配管の挿入、更には高圧ガ

スであるためにフランジレスとする必要がある等の施工上の課題があり、長距離の埋設配

管敷設は現実的ではない。これは、液化エチレン（－１００℃）にも当てはまり、ケース

②のようにＬＮＧ基地と石油化学プラントの位置関係から、液化ガスを配管で行き来させ

ることは、現在の技術では非常に困難である。 
  また、冷却水をＬＮＧ基地へ送り冷水塔の代わりに冷熱を利用するケース③は、冷熱の

価値を十分に有効利用していない。 

  このため、エチレンガスを配管でＬＮＧ基地まで供給し、ＬＮＧの冷熱により液化、貯

蔵し、船出荷するケース①が最も実現性が高い（図表Ⅲ-1-4）。 
  ケース①の実現にあたっては、 

・ 石油化学工場から、ＬＮＧ基地までのエチレンガス配管の敷設が必要である。この

配管は、約７ｋｍで大部分を埋設配管とする必要があると予想されることから、配管

敷設ルート及び施工方法には十分な検討が必要である。 
・ 極低温設備の運転・停止を繰り返すことは温度変化が大きいため連続運転が必要で

ある。このため、種々の制約条件を満たしつつ負荷変動に追随する熱交換プロセス設

計について検討することが必要である。 
・ 船出荷するための桟橋については、その能力や増強について検討する必要があり、

申請、許認可に関する手続き等に長期間を要する可能性がある。 
・ 熱交換機やタンクなどの新設設備の設置場所や運営について、運営主体、オペレー

ション体制、必要な法規制等を考慮しながら、どのような仕組みが合理的か、十分検

討する必要がある。 
等の課題が残っており、技術的課題の検討にはエンジニアリング会社等による専門的な

調査が必要であり、それに応じた検討費用が必要である。 
 

14                                                 
1エネルギー工学において、「エネルギーから取り出すことのできる最大有用仕事量」を表すも

の（状態関数）であり、地球環境における通常状態（１５℃）を基準とする相対値によって表さ

れる。高温であったり、逆に非常に低温である場合はエクセルギーは大きくなる。 
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図表Ⅲ-1-4 極低温冷熱を活用してエチレンを液化する方法（製品エチレンを出荷） 

冷熱利用
設備

熱量
調整

石油化学

ＬＮＧ基地

付臭
都市ガス

LNG
タンク

エチレン（ガス）

地域
連携

未利用冷熱の活用例

-160℃

常温

海水海水

エチレン（液）

250～
880 t/h

50～
100 t/h

産業用ガス

50～100 t/h

エチレン
タンク

-100℃

 

 

（２）熱電の共用 

１）現状 

国内の産業界においては、古くは石油ショックを発端として、大幅な省エネルギーが推

進され、その後もプロセス技術の革新やコージェネレーションシステムの積極的な導入に

よって、世界最先端の省エネルギー型工場を実現してきた。このため、大幅な省エネルギ

ーを行うには、もはや一企業での対応の余地は少ないという共通認識がある。 
また、京葉臨海コンビナート地域においては下記のような問題が生じている。 
・ 各工場には動力（蒸気（熱）供給と発電）システムが存在し、ほぼ全量の蒸気等

を自給している。 
・ 昭和 30年代後半から 40年代にかけて建設された用役インフラが老朽化し、最新
の設備と比較して効率が低下していることや、メンテナンスコストの増大などで、

更新時期に来ている。 
・ 各社でガスタービンやガスエンジンなどのコージェネレーション装置の導入が盛

んであるが、それらの装置の規模は自給分のみを想定しているため、比較的小規模

である。 
・ 昨今の原油の高騰によってエネルギーコストが経済性を圧迫してきている。 
このような背景に鑑みると、企業単独で進められる省エネルギー対策は限界に近づきつ

つあるが、企業間連携による省エネルギーの余地は大きいと考えられる。 
企業間連携の切り口としては“エネルギー共有”がある。つまりエネルギーシステムを

介して蒸気(熱)や電力を融通し合うというものである。工場によってコージェネレーショ
ン化のレベルは異なるので、効率の悪いボイラなどを極力廃止して高効率のコージェネレ

ーションに集約していくことや、能力の過不足を工場間で補い合うことで非効率な運転を
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回避したり、あるいは地域のユーティリティーシステムの運転を最適管理したりすること

により、一層の省エネルギーを実現できる可能性がある。 
このような企業間連携を推進していくと、コンビナート内で燃料のシフトが必要となっ

てくる。このため、ユーティリティー統合化システムの具現化においては熱・エネルギー

シフトと燃料シフト(主に重質留分の有効活用)を両方ともうまく連携させる最適バランス
を見出すことが必要になる。 

 
２）企業間連携による方策・効果 

上記の現状を踏まえ、京葉臨海コンビナートにおける老朽化設備（ボイラや発電機）の

停止・廃棄及びこれに代わる新規コージェネレーションの導入については、コンビナート

全体として不足する蒸気や電力に見合ったユーティリティーセンターを建設し、配給する

Case-１と、電力会社の発電所から新たに蒸気の供給を受ける Case-2が考えられる。 
  Case-1 について、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO
技術開発機構」）の平成 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
ネルギー調査事業において、「京葉臨海コンビナート五井地区」の省エネルギー性について

調査が実施されている。五井地区の関連 7社に対するアンケート方式によるデータ収集が
行われ、5つの連携案が提案された（図表Ⅲ-1-5）。 

 
図表Ⅲ-1-5 提案された連携案 

連携案 概要 
案１ A工場から G工場に中圧蒸気を供給し、G工場のボイラを停止。オプショ

ンとしてG工場の蒸気タービン発電機を A工場に移設。 
案２ E工場から F工場に中圧蒸気供給し F工場のボイラを停止 
案３ ユーティリティーセンターを新設し、大型ガスタービン発電（45MW級、

60MW級、120MW級）を行い、排熱ボイラ（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 A工場、B工場、D工場、G
工場に供給 

案４ 案３でさらに高圧蒸気を B工場に供給し、B工場のボイラを停止 
案５ A工場から D工場に低圧蒸気を供給し、ボイラを停止。オプションとして

D工場の蒸気タービン発電機を A工場に移設。 
 
  
 
 
 
 



 

 17 

これらの案をシミュレーションにより評価した結果、現状バランスに対して、全ての案を 
実施した場合、原油換算で年間約 10万キロリットルの省エネルギーポテンシャルがあるこ 
とが分かった。五井地区は、石油精製、石油化学及びその誘導品製造企業が独立しているた 
め、京葉臨海コンビナート地域においては他の地区より企業間連携による省エネルギーポテ 
ンシャルが比較的高いと思われる。なお、京葉臨海コンビナート地域全体へ拡大した場合に

は、この 2～3倍の効果は期待できると考えられる。 
図表Ⅲ-1-6 Case-1 

副生油
副生ガス
その他燃料

Ａ工場

GT

ボイラ
復水
タービン

ボイラ

排熱
ボイラ

設備更新

GT 排熱
ボイラ

C工場

GT排熱
ボイラ

ボイラ

老朽化設備

老朽化･低効率設備

LNG

×

× ×

最新高効率設備

既存設備

既存設備

プロセス蒸気

Ｂ工場

背圧
タービン

ボイラ

既存設備

プロセス蒸気

蒸気連携

数MW級

蒸気電気

プロセス蒸気

電力需要

重油

副生油

 
 

一方 Case-2としては、同じく NEDO技術開発機構の平成 18年度エネルギー使用合理
化事業者支援事業の一環として、「川崎千鳥・夜光地区における火力発電所の蒸気を連携各

社で利用する省エネルギー事業」が行われている。コンビナートを形成する 12 社が連携
した事業で、年間約１.１万キロリットル(原油換算)の省エネルギーと約２.５万 t-CO2／年
の削減効果が見込まれている。 
同様の連携事業を京葉臨海コンビナート地域で実施した場合、発電所の数を勘案すると、

この１～５倍程度の効果が期待される。しかしながら、既存の一般的な効率の通常汽力火

力を用いた場合より、川崎火力での例のような最新鋭の高効率なコンバインドサイクル(Ｍ
ＡＣＣ)を用いた方が高い省エネルギー性を確保できるため、既存発電プラントのリプレー
スのタイミングに合わせて検討することが望ましい。 
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図表Ⅲ-1-7 Case-2  

副生油

副生ガス

その他燃料

Ａ工場

火力発電所

プロセス蒸気

GT

ボイラ
背圧

タービン

ボイラ

排熱

ボイラ

GT 排熱

ボイラ

抽気復水

タービン
LNG

蒸気連携
母管

Ｂ工場

Ｃ工場

プロセス蒸気

X工場

プロセス蒸気

プロセス蒸気

背圧

タービン

ボイラ

ボイラ

GT
排熱

ボイラ

ボイラ

×

×

×

最新鋭コンバインドサイクル発電設備

既存設備

既存設備

既存設備

既存設備

〜

重油

副生燃料

重油

2～3MPa

程度

蒸気  

 
３）課題 

企業間連携による“エネルギー共有”を推進していく上では、下記のとおり、様々な制

約を加味した多面的な課題の克服が必要である。 

① 技術的課題 

・ 設備の新設、統廃合案の合理的な選定 

・ 各社の需要変動及び将来計画に対する設備容量（余裕）の決定 

・ 連携による省エネルギー量の算定 

・ 実現に必要な設備投資金額の算定 

・ 設備完成後の最適化運用方法 

・ 燃料転換に伴い余剰となる重質油、廃油・排ガスの有効利用 

  エネルギーを共有するにあたり、参加事業所のエネルギー使用の実態を明らかにした上

で、設備の統廃合を検討することになるが、生産設備への影響を最小限に抑えるように制

約条件を抽出、検討し、最適な統廃合案を策定する必要がある。 

  さらに、関連法規制との整合性に留意しつつ、必要な発電機、ボイラ等のエネルギー生

産設備の設置箇所及び蒸気配管、受変電設備、送電設備等の最適な流通設備の検討に基づ

く総合的な設備投資費用を算定し、投資対効果を把握するとともに、そのメリットを安定

的に享受するために、最適化運用システムを構築する必要がある。 

  また、副次的な課題として、省エネルギー化により燃料の使用量が減少し、コンビナー

ト内の燃料バランスが変化することへの対応が必要となる。生じた余剰燃料については外

販するのではなく、高度利用を目的としてコンビナート内で融通し原料とすることや、コ

ンビナートへの原料（燃料）投入を減らす検討が重要である。 
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②経営的課題 

・ 省エネルギー効果の経済性評価（燃料市況価格影響） 

・ 費用/便益の配分方法 

・ 事業主体、事業運営方法 

・ 共同事業への参画リスクに対する各社の経営判断 

・ 契約内容の決定、責任の明確化 

・ 企業独自の中長期計画との整合性（全体スケジュールの策定） 

  省エネルギー効果の評価については、燃料が原油やナフサ、ＬＮＧ、ＬＰＧ等、多岐に

わたり、また、それぞれ独立に市況が変化していることから、単純に省エネルギー量にあ

る特定の単価を掛け合わせれば良いというものではなく、市況の変動要素等も加味した合

理的な評価が必要である。さらに、設備投資だけでなく、廃止設備などを考慮した総合的

な費用負担割合と、便益の配分について参加企業全てが納得できる透明性のある仕組みが

不可欠である。 

 

③リスク管理的課題 

・ 定期整備等に伴うバックアップ確保 

・ 緊急時のバックアップ確保（保安電力、保安蒸気） 

・ 予備ボイラの効率化 

・ ＬＮＧ価格高騰リスクの評価、対応策検討 

  熱電設備の統廃合を行った場合、省エネルギー効果はもちろん、設備の大型化によるラ

ンニングコストの低減等の効果も期待できる。その一方で、１基の規模が大きくなればな

るほど、トラブル時の影響範囲も大きくなる。また、従来自社で行ってきた保安電力や保

安蒸気の管理を、他社へ依存するリスクをどう考えるかといった課題もある。 

 

４）今後の取り組みの方向性 

  コンビナートの省エネルギー対策は、CO2 排出量削減にもつながるため、地球温暖化対

策の面でも、早急に推進すべきである。また、この環境対策機運の盛り上がりに加え、コ

ンビナート各社の設備はほぼ同時期に建設されたことから、現在、熱電設備の経年劣化が

顕在化し始めており、最新鋭の高効率機器への更新によりコンビナート全体の省エネルギ

ー化を図る絶好の機会と言える。 

五井地区連携案 5つの中で、案３と案４の２つの案は Case-1を想定しており、ユーテ
ィリティーセンターを新設するという大規模投資を想定しているため、実施に至るまでに

は数年を要する可能性が高い。一方で、実施の時期はコンビナート側の意思決定次第で任

意であり、実施時期の制約の点では Case-2 に比べ、早期の具体化により近いと考えられ
る。中長期的には、より大規模な連携事業の具体化に向けて、火力発電所のリニューアル
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の時期を踏まえながら、具体的な検討を進めていくことが適当である。 
 

（３）重質留分の活用 

１）現状 

燃料油需要構造の軽質化、原油高による天然ガス等代替燃料との競合で、コンビナート

内の重質留分は余剰となる傾向にあり、近年、その傾向に拍車がかかっている。 
さらに、原油の重軽質価格差が拡大傾向にあるにもかかわらず、重油ネックのために、

重油留分の少ない割高な軽質原油を選択せざるを得ない状況にあり、重質留分の有効活用

は、今後、コンビナートの競争力を確保するために避けて通れない共通課題となっている。  
実際、現状においても京葉臨海コンビナート地域内の各社において、ほぼ共通して重質

留分余剰の認識があり、コンビナートの競争力強化のためにはこの重質留分の効率的な処

理が不可欠と考えられる。 
京葉臨海コンビナート地域の重質油分解能力を算出し、その競争力を相対評価すること

は、今後の重質油対策を考えていく上での重要な指標となると考えられる。ここでは「白

油化指数」を定義し、コンビナートの競争力を比較評価する。「白油化指数」とは、製油所

が有する設備構成で、重油（粘度 180cst@50℃）を白油（ＬＰＧ・ガソリン・灯軽油留分） 
 に転換できる潜在能力を表した指標である。 
京葉臨海コンビナート地域にはコスモ石油、極東石油、出光興産、富士石油各社の主力

製油所が立地しているが、４製油所の原油処理能力８３万ＢＤに対する白油化指数は現状

では、２２程度である。石油連盟指定統計１１号のデータにおいても、各製油所合計の対

原油処理重油生産得率も、わが国においては中位のレベルにある。 
しかし、一方で、最近設備の高度化を進めている「韓国」「中国」「インド」「台湾」等の

白油化指数２３～５２に比べれば高いレベルにあるとはいい難い。今後の重油の需要の減

少傾向を踏まえれば、白油化指数の早期の向上が求められる。 
地域内の製油所各社からは約 480万 kl／年のＣ重油が生産されているが、その主な基材
は、約 420万 kl／年の減圧残渣油留分である。ガソリンを生産する過程で副生する留分で、 
 高粘度のために軽油留分を加え、粘度を下げてＣ重油として出荷されている。この減圧 
残渣留分をＣ重油として活用するのではなく、さらに絞り上げて、減容化し有効活用して

いくことが、今後の大きな課題と言える。 
石油化学工場群のエチレン装置からは、分解残渣油を中心として約 55万 kl／年の重質
油留分が副生されている。これらの留分は、ボイラ燃料として使用されているが、石油化

学工場だけの活用には限界がある。特に、ナフサ以外の原料多様化が急務となっている石

油化学においては、中間留分をエチレン原料とすると、更に分解残渣が副生されることと

なる。石油化学の競争力強化においても重質油の有効活用は重要な課題である。 
重質留分の活用には、重油の処理プロセスにより軽質な留分に分解する方法があるが、

このときには、生成する副製品の石油コークスの用途が限られているのが実情である。 
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また、減圧残渣油を原料として溶剤脱れき装置等で潤滑油を生産する場合に副生する脱

れき重質残渣をいかに有効活用するかも大きな課題となっている。 
 

２）企業間連携による方策・効果 

重質留分の付加価値を高め、有効活用するための方策は、重質留分の集約、処理、利用

の３段階のプロセスにより構成される。 
重質留分の処理を、企業を超えたレベルで効率的に進めるためには、まずはコンビナー

ト内での余剰の重質留分を集約することが前提となる。その方法としてはパイプラインに

よる重質留分の集約が基本となるが、排熱を利用して固化を防ぐ等、重質留分を処理施設

まで確実に移送するための方策が不可欠となる。 
次に、集約された重質留分は、何らかの処理プロセスを経由して、良質な分解油（軽質

油、潤滑油等）とともに、石油コークス、石油ピッチ等残渣を副生する。重質油処理プロ

セスには、主に、炭素除去、水素化及び部分酸化の３つの方法がある（図表Ⅲ-1-8参照）。 
 
 

図表Ⅲ-1-8 主な重油処理プロセス 

常圧残油

減圧残油

減圧軽油

燃料ガス

LPG

ガソリン

灯油

軽油

重油

コークス

電力

水素

合成ガス

炭素除去

水素化

部分酸化

接触分解

水素化分解

熱分解
(ｺｰｷﾝｸ゙ ､ﾋ゙ ｽﾌﾞﾚｰｷﾝｸ゙ )

溶剤脱れき

水素化脱硫

残油接触分解

水素化分解

ガス化

減
圧
蒸
留

常
圧
蒸
留

 
 
 重油処理過程で副生品として生ずる石油ピッチや石油コークスは、ボイラや発電用の

燃料として利用するか、鉄鋼での原料炭の代替として有効活用していくことが考えられ

る。重質油留分処理の大きな課題は、この残渣をコンビナート内でいかにして有効活用

し、大きなエネルギー効率化や競争力強化に繋げるかである。各プロセスにはそれぞれ

特徴があり、各社はそれぞれの製品バランス、要求製品性状および投資環境にあわせて

種々のプロセスを採用している。 
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熱分解や溶剤脱れきプロセスを導入する場合は、前述のとおり、副生するコークスや

ピッチの有効な処理先を確保することが必要不可欠である。 
製鉄所での石炭・ガス利用状況から考えて、今回のテーマである石油からの重質留分、

また、その処理において発生する石油コークス及び重質残渣等の活用先としては、コー

クス炉で石炭バインダーとして使用されるタール代替・石炭代替や高炉への微粉炭吹込

みの代替などが挙げられる。 
昨今では、石油コークス、石油ピッチ、アスファルトなどの残渣をボイラ用燃料、発

電用燃料に使うシステムの導入が進められつつある。特に、下水汚泥や木質チップ等の

バイオマスとの混焼も新たな方策の一つである。石油残渣を燃やしてしまうことにより、

CO2排出量の増加が生じたとしても、バイオ燃料の取り込みによりトータルとしての CO2

の削減に貢献できる可能性がある。また、石油残渣利用により、単独のバイオマス燃焼

よりも効率が高まる等のメリットが享受できれば、その分の省エネルギー効果をカウン

トすることも可能になる。バイオマス燃料による発電も考えられるが、より総合効率の

高い熱利用が可能であれば、熱のみの供給や熱電併給といった手段も有効である。 
 
以上を勘案すると、京葉臨海コンビナート地域における重質留分の活用方策と期待され

る効果は、図表Ⅲ-1-9のとおりとなる。 

 

図表Ⅲ-1-9 京葉コンビナート地域における重質留分の活用方策と期待される効果 

 項目 使用量 活用方策 期待効果 

① 環境調和型ボイラ 
（地域共生） 

 

 

・汚泥、木屑他 

３～４万 t/年 

・廃重質残渣 

10 万 t/年 

・省エネルギー効果 

１２３千ｋｌ/年 

・CO2 削減 

３２３千ｔ/年 

（廃棄物化）  

モ 

デ 

ル 

Ⅰ 

②石油ピッチ・ 

廃棄物ボイラ 

・廃重質残渣 

数 10 万 t/年 

・高圧高品質の蒸気発生、蒸気・ＲＰＳ発電

供給（近隣企業） 

・低カロリー汚泥（２５００）、木屑＋高カロ

リー廃重質残渣等（９５００）の混合燃焼 

・共同出資運営事業体 

・省エネルギー効果 

３２３千ｋｌ/年 

・CO2 削減 

８４５千ｔ/年 

（廃棄物化） 

モ

デ

ル

Ⅱ 

共同重質分解 

プロセス導入 

重質残渣 

150 万 t/年（仮定） 

・コンビナート内に共同重油分解設備を共同

出資、増強新設（コーカー等） 

・残渣油は、近隣は共同配管敷設 

・残渣物の自家燃料化、またはコンビナート

内有用化（モデルⅠ、Ⅱ） 

競争力強化の効果が大き

い 

モ

デ

ル

Ⅲ 

鉄鋼用の残渣油利用 廃重質残渣 

5 万 t/年（仮定） 

溶鉱炉用として出荷、リサイクル活用 

コークス炉⇒石炭化学との産業連携 

 

・省エネルギー効果 

５３．８千ｋｌ/年 

・CO2 削減 

１４１千ｔ/年 

 

 
①環境調和型ボイラ 

  比較的小規模の、下水汚泥や木質チップ等のバイオマスとの混焼（3～4万 t/年）が可能 
な環境調和型ボイラを新設することにより、10万 t／年程度の廃重質残渣油を有効活用す 
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ることが可能となる。また、大規模な環境調和型ボイラを新設することにより、数 10万  
トン／年規模の廃重質残渣油を有効活用することが可能となる。いずれの場合も、発生し 
た蒸気及び電力は、近隣企業に供給し、低効率の既設ボイラ及び発電設備と置き換えるこ 
とにより、省エネルギーを図ることができる。これらは、共同出資運営事業体を設立し運

営する 
ことも考えられる。 
比較的小規模の環境調和型ボイラを設置することによる CO2削減量は 32万ｔ／年以上 
と見積もられる。図表Ⅲ-1-10に環境調和型ボイラの構造例を示す。 

 
図表Ⅲ-1-10 環境調和型ボイラの概略構造例 

 

②共同重油分解プロセス導入 

   コンビナート内に、コーカー等の重油分解プロセスを共同出資にて導入することによ

り、150万トン/年規模の重質残渣を有効活用することが可能となる。なお、原料となる
残渣油は、共同配管の敷設にて供給することが不可欠である。 

   なお、ここで、重油分解プロセスの導入に伴う、将来の石油化学、鉄鋼、電気との連

携の例を以下に示す。  
 
 
 
 

排煙脱硝
設備

湿式電気
集じん機

排煙脱硫
設備

燃料油タンク

 送電

再熱再生復水型

蒸気タービン
 煙突

 発電機

 ＮＨ3

冷却塔

排水

 純水設備

脱気器

ECO

過熱器

乾式電気
集じん機)

排水処理設備

◆環境調和型ボイラ装置の概略構造例

廃重質残渣油

ミル

炭化バイオ燃料
（ライムケーキ）　　　
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例１ 重質油分解装置を核とする石油化学と鉄鋼のインテグレーションシステム例 

製油所及び石油化学からの重質油留分を重質油分解装置にて分解して分解ナフサ及び分

解灯油留分として取り出し、分解ナフサは改質し、また、分解灯油は分解炉で分解し、石

油化学の使用用途に活用する。また、分解残渣分は、ボイラ燃料として、蒸気・電気はコ

ンビナートにて活用する。更に、分解残渣の一部は、鉄鋼用として利用することも可能性

として考えられる（図表Ⅲ-1-11）。 

 

 

減圧蒸留
装置

石油コークス

ＬＰＧ

石油精製

原油
常圧蒸留
装置

重質油
分解装置
(コーカー)

ナフサ
水添脱硫
装置

分解軽油
水添脱硫
装置

流動接触
分解装置
（ＦＣＣ）
プロピレ
ン型

コンデン
セート
スプリッ
ター

コンデン
セート

グリーン
ボイラー
発電

ＳＴＭ，電気

ＳＬＯ

ＬＣＯ

ＬＰＧ

　プロピレン・ブテン

石化
プラント

ナフサ
分解炉

軽油
分解炉分解軽油

クラッカーボトム

分解ナフサ

分解軽油

分解重油

減圧残渣油

石油化学

　ナフサ

製鉄所での活用

接触改質
装置

ガソリン
ブレンドリフォー

メート 　アロマ

　ラフィネート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ-1-11   重質分解装置を核とする石油化学と鉄鋼のインテグレーションシステム例 
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例２ ガス化を核とするコンビナート異業種インテグレーションシステム例 

別の重質油分解の方向性例として、「ガス化を核としてのコンビナート異業種インテグレ

ーションシステム」が考えられ、図表Ⅲ-1-12 に示す。この例では、製油所及び石油化学
からの重質油留分をガス化して、生成したガス留分をフィッシャートロプシュ反応等で更

に再合成して、石油化学留分を生成する。また、重質油留分の分解ガス化プロセスにおけ

る原料として都市・民生・化学からのプラスチック・有機汚泥・バイオマス原料を利用す

ることも考えられる。ガス化プロセスの中でガスの精製・分離するときの熱を利用し、コ

ージェネレーションとしての電気・蒸気に転換し、発生した電力・蒸気はびコンビナート

会社で有効に共同利用していく。さらに、ガス分解過程で同時に発生する水素は、コンビ

ナートで有効活用を行う。また、副生成物としての分解有価金属等は、鉄鋼で活用してい

くことが考えられる。 
 
図表Ⅲ-1-12  ガス化を核とするコンビナート異業種インテングレーションシステム例 

ｶﾞｽ化を核とするｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ異業種ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ例

石油化学石油化学

都市/
民生

都市/
民生 化学化学

加工・
製造業
加工・
製造業

製鉄・
製鋼
製鉄・
製鋼

セメント・
窯業

セメント・
窯業

電力・
ガス

電力・
ガス

ガス精製/
ガス分離

ｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ

化学合成ガス化

ナフサ、Ｃ３、Ｃ４

Ｈ２、粗製ガソリン留分、燃料ガス

ボトム留分 Ｈ２

ﾁｬｰ

有価金属

ｽﾗｸﾞ

ｻﾙﾌｧｰ

石膏

ｼﾝｶﾞｽ（ＣＯ/Ｈ２）
ＣＯ２

ﾒﾀﾉ ﾙー

石油精製石油精製

ｴﾁﾚﾝ分解残渣
廃ﾌﾟﾗ

石膏
ﾁｬｰ
ｽﾗｸﾞ

電気
ＧＴＬ（燃料）
ｼﾝｶﾞｽ（燃料）

電気
蒸気
ｼﾝｶﾞｽ（燃料）

廃ﾌ ﾟﾗ電気
蒸気

廃ﾌﾟﾗ
冷熱
（ＬＮＧ）

有価金属ＣＯＧ

（廃ﾌ ﾟﾗ）
（有機汚泥）
（ﾊﾞｲｵﾏｽ）

ｼﾝｶﾞｽ
ＣＯ２
ＧＴＬ
ﾒﾀﾉ ﾙー

ｶﾞｽ供給ｾﾝﾀｰ ｶﾞｽ供給ｾﾝﾀｰ

Ｎ２Ｏ２

ＧＴＬ

メタノール、ＤＭＥ

シンガス（ＣＯ/Ｈ２）
Ｈ２

ＣＯ２

電気

蒸気

副生成物

ポリジェネレーション

ボトム留分

分解残渣

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

Ｏ２

（ｻﾙﾌｧｰ→硫酸）

（Ｃ０２→液化炭酸）
（廃触媒、有機汚泥、コークス） （重油､ｵﾘﾏﾙｼﾞｮﾝ）

情報ネットワーク

 
 
③製鐵分野での利用 
石油コークスを高炉用還元剤の一部として活用する事ができれば、京葉臨海コンビナー 
ト地域で考えた場合、14万 t-CO2／年の削減に繋がると推定される。 
一方で、硫黄分上昇や、コークス強度低下等の悪影響も考えられるため、利用にあたっ 
ては慎重な検討が必要である。 
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３）課題 

①環境調和型ボイラ設置に係る課題 
 環境調和型ボイラの設置にあたっては、石油残渣等の重質留分と混焼するバイオマス  
等の量や質の安定的な確保と、円滑な運転を確保するためのバイオマス等の使用割合の

見極め等が必要になる。 
 
②共同重質油分解プロセスの導入に係る課題 
コンビナートの競争力強化のために、将来の重質油対策が必要であるという各社の共

通認識のもと、共同の重質油分解プロセスの導入については、重質油の集約、重質油処

理プロセス導入、生成分解油の利用のプロセスについて最適化を図るべく検討を進めた。

重質油分解プロセスを含む、重質油処理プロセスは、将来需給バランス、要求品質性状

及び投資環境を考慮し、熱分解、溶剤脱れき、水素化分解、残油接触分解、ガス化など

から最適なプロセス及び規模を選択すべきであり、その際に検討すべき課題としては下

記のものが考えられる。 
 
ア 共同重質油処理プロセス等の選定及び導入効果の検討 
重質油分解プロセス及び生成分解油の利用プロセスを導入した場合は、製油所におけ

る処理原油の重質化が可能となる効果が得られる。 
最適プロセスの選定においては、原料（原油）の変化に対してのプロセスの特徴・性

能、製品の用途・付加価値を考慮する必要があり、複雑な検討が必要である。 
また、分解プロセスからもまた残渣分が生成するので、その性状及び得率は、下流設

備の将来計画に影響を与えるため、プロセス選定にあたり重要な課題となる。 
重質油処理プロセス導入により、重油（粘度 180mm２/ｓ＠50℃）を白油に転換でき

る潜在能力を表す白油化指数（前述）が向上するが、その分解装置に供給する水素をま

かなうための水素製造装置、生成分解油を処理するための水添脱硫装置が必要となり、

既存設備の有効活用も含めた検討も必要となる。また、分解装置からの残渣分は重油よ

り炭化の進んだ固体若しくは油分を含むスラリーであり、燃料としての使用にあたって

は、性状に見合う使用設備の選定、燃料転換などの対策が必要である。 
また、分解処理プロセスからの固体燃料を使用する発電設備の新設は京葉臨海コンビ

ナート地域においては、現状では規制があるため困難であると思われ、規制の緩和ある

いは、燃料以外の使用行う等の検討が必要である。 
これらの重質油処理プロセス導入に伴う種々の検討事項を実施し、コンビナートにと

っての最適なプロセスフローを選定した上で、投資額および経済的効果等を評価するこ

とにより、重質留分処理導入の道筋が明確になる。 
以上のような一連の重質油処理プロセス選定、評価などを短期間に、効率的且つ正確
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に精度よく検討を行い、効果を試算していくためには、エンジニアリング会社等による

専門的な調査が必要であり、それに応じた検討費用が必要である。 
 
イ 石油化学、鉄鋼、電力会社との重質油処理に向けた連携強化 
重質油処理プロセス等を導入する以外に石油化学、鉄鋼、電気との連携を行い、重質

油を処理してしていく道筋も考えられる。その際、 
・ 原料（原油）重質化に伴う、ナフサ減産による石油化学原料確保 
・ 石油化学原料多様化に伴う石油化学プロセスからの分解残油を既存重質留分処理プ

ロセス等への供給 
・ 重質油分解処理プロセスの残渣分であるピッチ、コークスなどの鉄鋼、電気による

ボイラ・発電燃料としての有効活用 
などの検討事項が考えられる。 
特に分解残渣のピッチ、コークスなどの利用プロセスにおいては、許容される分解残

渣性状の詳細調査及び活用可能性を検討し、重質留分原料制約の特定ならびに処理対象

とする原料の取捨選択もプロセス選定において実施していくことになる。 
 
ウ 事業化検討での課題 

共同重質油処理プロセスの事業化検討を進めるにあたっては、重質油処理装置の設置

にかかる用地確保、配管網敷設、ユーティリティー供給設備及び運用・運転にかかる事

業形態の検討も別個の観点から必要である。 
・   用地確保 
重質油処理装置の設置用地の必要面積は、導入する設備のプロセス、規模によって決

定される。重質油分解装置を選択する場合は、生成油の性状を適切化する後処理装置の

設置にも相当の面積の用地の確保が必要となるため、候補となる用地の検討が必要であ

る。 
・   配管網敷設 
原料である重質油を集約化するための配管及び製品を各コンビナート各社への移送す

るための連絡配管網の検討にあたっては、配管敷設ルート、構造、適用法規などを検討

し、コストミニマム等を考慮した効率的な敷設のための検討が必要である。 
・   ユーティリティー供給設備 
ユーティリティー供給設備については、電気・蒸気・温水・廃熱等も含めてコンビナ

ート全体及び地域ユーティリティー供給も考慮して、既存ユーティリティー設備の改廃

によるユーティリティー連絡融通配管網の敷設を検討することが肝要である。 
・   運用・運転にかかる事業形態 
運用・運転にあたっては、重質油原料、各製品の供給、ユーティリティーの供給につ

いて、定期整備時のバックアップなど、運転管理・調整を行う事業形態について検討す
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る必要がある。 
   また、重質油処理プロセスとしての、重質油をガス化してガス化発電・シンガス供給

を行うフロースキームは、重質油分解プロセスに比べ一層巨額の設備投資が必要になる

と考えられる。また、重質油処理共同ガス化設備の建設にあたりガス化発電ケースを想

定した場合は、平成１６年３月の財団法人石油産業活性化センターの報告書にもあるよ

うに、電力卸売り単価が、４０年耐用のガス化発電設備では、電力単価が６円以上にも

なり、投資採算性は、非常に厳しい。このような状況下では、すぐにガス化設備をコン

ビナートの主要検討テーマとしていくには、無理があり、今後の投資環境及び電力需要

動向を踏まえた検討すべきテーマと考える。 
 
４）今後の取り組みの方向性 

 以上のように、ガス化及び製鐵分野での利用については将来のテーマと位置付けるが、

地域との共生や熱電共用に寄与する環境調和型ボイラは CO2削減効果も高いため、早急に

事業化調査に着手する。また、共同重質分解プロセス（コ－カー／ユリカ等）の導入につ

いては、競争力強化に大きく寄与するため、本格的検討に取り組むべきである。 

 
（４）水素の活用 

１）現状認識 

わが国の石油精製は主に、高硫黄分の中東原油を輸入処理している。また、環境規制に

よるクリーン燃料としての要求性状が厳しく、各留分の脱硫設備装備率は世界トップであ

る。全産業水素消費量のうち、7 割近くが石油の水素化脱硫用途で、各石油精製において
個別に水素製造装置および水素回収装置を有している。また石油化学においては、主にナ

フサ等を改質分解する際に大量の水素を副生している。 
一方、水素が CO2を発生しないクリーンエネルギーとして、注目され、燃料電池車、定

置式燃料電池、水素内燃機関、水素焚きガスタービン等の活用範囲も大幅に拡大すること

が見込まれている。 
このような状況の中、コンビナートからの水素回収はもちろん、鉄鋼で発生するコーク

ス炉ガスからの水素回収等も注目されてきている。 
京葉臨海コンビナート地域では、鉄鋼業、石油精製、石油化学工業の大型設備が密集し

ており、大量の水素発生及び消費がなされている。地域内各社において水素不足分は化石

燃料から製造し、過剰分は燃料としているにもかかわらず、企業グループを超えた水素融

通は一部に留まっているのが実情である。 
わが国全体においても、年間水素発生量 360億 Nm3のうち、脱硫・原料などとして有

効活用されているのは約 50％に過ぎず、残りは高度利用されずに燃料ガスとなっている。 
このような状況を踏まえ、千葉地区の石油精製、石油化学各社では、ＲＩＮＧⅢ事業に

おいて、各製油所工場の既存の主力水素パイプラインを連結して水素を融通する施設の整
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備に着手した。 
２）企業間連携による施策と効果 

京葉臨海コンビナート地域内の企業で水素を集約すれば、低コストかつ低 CO2負荷での

水素の高度活用が見込める。しかしながら、我が国の製油所や石油化学工場における水素

調達は自給自足が主体であり、異業種にも跨るコンビナート単位での水素融通を目的とし

たネットワーク構築の例はない。そこで、ＲＩＮＧ研究においては、実際に水素供給ネッ

トワークを構築するために、欧米での事業における経緯や運転管理について調査している。

ここでは、ＲＩＮＧ事業の進捗を踏まえた京葉臨海コンビナート地域での環境低負荷複合

式水素供給モデルを示す。 
 
＜京葉臨海コンビナート地域での環境低負荷複合式水素供給モデル＞ 

京葉臨海コンビナート地域は欧米に比して、首都圏エネルギー大消費地に近接している

という利点がある。また、異業種が集積しており現業からの副生水素量の規模が大きいと

いう特徴がある。欧米での水素高度利用を参考にして、これらの特徴を活かすべく、環境

低負荷複合式水素供給モデルを構築する。（図表Ⅲ-1-13） 
環境低負荷複合式水素供給モデルでは、京葉臨海コンビナート地域内で新たに副生する

水素と自家用燃料となっている低純度水素を回収して、効率の低い中小の水素製造装置を

停止する。 
このために、関連企業の既存の水素ヘッダーを連結し、それをコンビナート水素統合運

営管理システムで運営することで水素供給効率の向上と CO2の削減を図る。 
あわせて、一部高純度高圧水素供給システムを複合することで、工業用等に供給するが、

燃料電池用途にも充分適合する。高純度精製における残ガスは水素富化発電し電力として

システムに取り込むことで CO2低負荷高純度高圧水素供給が可能となる。規模は小さいが、

世界初のシステムである。 
京葉コンビナート地域には、既にコンビナートと直結したオフサイト型の高純度高圧水

素供給基地が５箇所と液化水素供給基地が１箇所、灯油改質によるオンサイト型高純度高

圧水素供給ＳＳが１箇所、それに水素スタンド移動車、高圧水素輸送車、液化水素輸送車

等、一連の燃料電池用および内燃機関用水素燃料供給システムが整備されており、世界中

で、首都圏近傍にこのような供給システムを擁する例はない。 
  早期に、水素エネルギーの利用普及を加速し、先鞭をきる必要がある。次のステップで 
 は、バイオ原料を用いた高純度水素供給もめざす。 
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図表Ⅲ-1-13 京葉臨海コンビナート地域の環境低負荷複合式水素供給モデル 

 
環境低負荷複合式水素供給モデルについては、次の３ステップにより段階的に実施する。 
ステップ１ 「副生水素の徹底回収と活用」 

現在、各企業で推進している、石油化学起因の副生水素を徹底的に回収し、製油所で

の水素製造装置（ＨＹ装置、ＨＰＵ装置）の負荷を低減する。副生水素は CO2フリーで

あるのに加え、水素製造装置起因の CO2を回収して活用することで、環境負荷をも低減

する。また、水素利用普及の初期段階における民需用水素量も確保する。 
ステップ２ 「大型水素製造装置への運転集約と水素共通パイプラインの整備」 

ＲＩＮＧⅢで敷設した水素配管を活用し、燃焼による消費を削減し、大型水素製造装

置への運転集約で省エネルギー化を図る。また、それを更に活用するために、水素共通

パイプラインの拡大・整備を行う。 

ステップ３ 「鉄鋼ＣＯＧの有効活用、水素パイプラインネットワーク増強、及び大型水

素供給センターの運営」 

水素共通パイプラインを製鉄会社まで拡張することで、鉄鋼業のコークス炉ガスの有

効活用を行う。並行して、共同での大型水素供給センターを設立し運営することで、民

需用の水素も創出する。 
 
以上をまとめると、ステップ１及び２の実施による省エネルギー効果は、中小規模の水

素製造装置を停止し、また大型水素製造装置に集約運転することで、１７万 t-CO2／年もの
削減が見込まれる。更に水素製造の副生ガスである CO2を高純度化して有効活用できれば

さらに CO2排出量の削減が可能となる。また、水素供給コストの削減により、競争力強化

にも繋がる。 

水素富化

発電

水素ﾘｯﾁ残ｶｽ゙

電力

共通水素ヘッダー、コンプレッサー、緊急遮断

化学用純度

石化・化学 石油精製

脱硫、分解用

石油精製 化学

ガス

コンビナート水素統合運営管理システム

・安定供給

・圧力監視

・量純度管理

・運営処理

・緊急時対応
他

その他鉄鋼水素

電解水素

③高効率

水素純度

ｱｯﾌﾟ

高効率

水素純度

ｱｯﾌﾟ

低純度
水素

高純度水素出荷 炭酸ガス回収

・欧米に比して、首都圏ｴﾈﾙｷﾞｰ大消費に近接、異業種が近接集積

・現業からの副生水素発生量の規模大

コンビナート単位のＣＯ2削減、水素の多目的供給基地化

化学
原料

液化ＣＯ2出荷

石油化学

ステップ１

ステップ２

●ｵﾝｻｲﾄ型

高純度水素供給

ｵﾌｻｲﾄ型大規模
水素供給

①都市ｶ゙ｽ・ＬＰＧ・灯油
ｵﾝｻｲﾄ改質

②ｿｰﾗ・風力・ﾊﾞｲｵ、
　　電気分解

千葉県庁

。

。

。。。
。
●

成田国際空港

○ｵﾌｻｲﾄ型

高純度水素供給

①ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ直結高純度
　 高圧水素供給  ５箇所
②液化水素供給 １箇所

・水素ｴﾈﾙｷﾞｰ利用基盤確立
・水素ｴﾈﾙｷﾞｰ利用ｻｲﾄの順次拡大
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３）課題 
以上のように、京葉臨海コンビナート地域は水素高度化活用の大きなポテンシャルを有

している。 
また、将来的な水素需要については、産業用に加え、燃料電池用途や水素エンジン・タ

ービン用途が 2020年頃から急増し、国内全体で現在の数億 Nm3／年のレベルから 450億
Nm3／年のレベルに達すると想定されており、将来の水素エネルギー社会の到来を見据え、

着実な取り組みを進めていく必要がある。 
それを早急に実現するために、まずはステップ１及び２を具体化することで未回収の水

素取り込みを実現する。 
次に下記を段階的に検討し、ステップ３の具体化を図る。 

1)コンビナート地域内の石精オフガス、石化分解ガス、高圧天然ガスを原料とする大
型水素製造装置の共同設置運営の検討 

2)鉄鋼コークス炉ガス活用の可能性検討 
3)京葉臨海コンビナート地域周辺、官庁、大規模集客施設等へのＦＣ車、水素エンジ
ン車、定置式ＦＣ設置などの需要サイドの開拓普及 

4)京葉臨海コンビナート地域周辺のＦＣ設備、インフラ（前述）の共同活用 
4)の実施においては、コンソーシアムの設立なども検討していく必要がある。 
 
これらのステップを実現するためには、「製造」「輸送・貯蔵」「利用」という３つの分野

で要素技術の確立が必要となる。（図表Ⅲ-1-14） 
 

 

図表Ⅲ-1-14 要素技術の一覧 

水素製造 水素輸送・貯蔵 水素利用

水素タンク 燃料電池

改質装置 パイプライン 水素エンジン

装置

水素ステーション 水素タービン

FCV（燃料電池自動車）

・接触改質水素回収 ・液化断熱材 ・スタック

・水蒸気改質

・高圧液体水素ポンプ 　　電解質

要素技術

・部分酸化

・低温材料 　　触媒

・水素吸蔵 　　セパレータ

エチレンオフガス

　　ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ 　　電極材料

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ脱水素

　　水素吸蔵合金

ソーダ電解

　　水素吸蔵有機物 ・タービン翼

・超高温材料

・鉄鋼副生水素回収

・燃焼制御

高効率水素回収装置

ｶﾞｿﾘﾝ改質副生水素

天然ガス

石油精製オフガス

天然ガス、ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ
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（５）省エネルギー効果のまとめ 

  （１）～（４）で述べた各施策の省エネルギー効果、CO2削減効果をまとめて図表Ⅲ-1-15
に示す。 
仮に、各施策において、それぞれ最大規模の省エネルギー効果（重質留分の部分は環境

調和型ボイラの設置による省エネルギー効果を想定）がもたらされたとすると、合計で約

47 万 kl／年もの省エネルギー効果が積算される。これは京葉臨海コンビナート内の石油
精製、石油化学及びエネルギー産業の主要企業 9社全 14工場の電力及び燃料の使用量で
ある約 829万 kl／年の 5.7％に及ぶ量となっている。同様にCO2については、約 130万 t-CO2
／年もの削減効果が積算される。 

 
図表Ⅲ-1-15 省エネルギー効果、CO2削減効果のまとめ 

 具体的な施策 主な根拠・前提条件 省エネルギ
ー効果 
原油換算 
千 kl／年 

CO2 
削減効果 
千 t-CO2／年 

極低温冷熱をエチレ
ン液化で利用（製品
エチレンを出荷） 

エチレンの温度：-100℃ 
 

3 8 

戻るエチレンの温度：-100℃  
3 

 
8 

①冷熱の活用 

極低温冷熱をエチレ
ン液化で利用（液化
エチレンをコンビナ
ート内で利用） 

戻るエチレンの温度：-40℃ 1.5 4 

コンビナート全体と
して不足する蒸気や
電力に見合ったユー
ティリティーセンタ
ーを建設 

京葉臨海コンビナート五井地
区の省エネルギー性について
の調査結果（ＮＥＤＯ）の 2
～3 倍の効果が得られるもの
と仮定 

200～300 524～786 ②熱電の共用 

電力会社の発電所か
ら新たに蒸気の供給
を受ける 

川崎千鳥・夜光地区における
試算例の 1～5 倍程度と仮定 

11～55 29～144 

環境調和型ボイラ設
置 

バイオ燃料等 3t/年、廃重質
残渣 10 万 t/年の環境調和型
ボイラを新設したと仮定 

123 323 

石油ピッチ・廃棄物
ボイラ 

30 万 t／年の石油ピッチ・廃
棄物ボイラの設置を仮定 

323 845 

③重質留分の
活用 

鉄鋼用の重質残渣の
利用 

鉄鋼会社全体で、タール及び
石炭の代替として５万 kl／年
の重質原料（重質残渣油）が
使用できたと仮定 

53.8 141 

RING ステップ１及
び２の実施 

フレアロスの回収、燃料ガス
化の停止、回収装置を設置し
燃料ガスから水素を回収等に
よる水素製造装置の稼働減 

33 172 ④水素の活用 

更なる水素回収 純度 90％、330kNm3／年を
配管繋ぐだけで回収（水素製
造装置可動減） 

+14 +54 

注）原油の CO2 排出係数を 2.619t-CO2／kl（「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量
の算定に関する省令」（平成１８年３月経済産業省、環境省令第３号）に基づき計算）として算出。  
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（６）その他の取り組み 
１）規制緩和の推進 

図表Ⅲ-1-16にコンビナート統合・連携に係わる規制について示す。 
企業間連携を推進する上で障害となる規制については、これまで構造改革特区の導入や

関係官庁への働きかけにより一部について緩和が行われている。しかし、コンビナート地

域内企業間連携をさらに進めるためには、一層の規制緩和が必要である。 
まず、重質留分や熱の移送に際しての配管相互の距離には消防法上の制約がある。既存

の（高圧）配管等がある場合に新設する配管までには一定の距離が必要であるが、厳しい

用地制約の中で新たな設置余地を見出すのは困難である。海外ではこの制約が我が国ほど

厳しくないため、我が国において企業連携を進める上での最大の物理的阻害要因の一つと

なっている。 
消防法に関しては、コンビナート内の導管敷設に関し、 
・ 危険物移送取扱所の地上敷設にあたり、高圧ガス設備との保安距離（35m 以上）
が設けられている。 
・ 危険物導管の敷設にあたり、高圧ガス設備との保安距離規制（20m 以上）が設け
られている。また、高圧ガス導管の敷設に当たり、危険物施設との保安距離規制（20m
以上）が設けられている。 

・ 防油（液）堤や保有空地などの土地利用規制のため最短ルートの導管敷設ができな

い。 
・ 第３者用地を通過する導管は、移送取扱所の規制を受け、保有空地について厳しい

規制となる。 
等、実質的に地上設置を阻害している法令があり、各企業からは、何らかの規制緩和 
措置の強い要望がある。 
また、工場立地法においては、緑地等の環境施設を一定比率以上設けることが義務づけ

られている。本県では、「工場立地法に基づき地域準則を定める条例」を制定し、工業専用

地域の緑地率の下限を 20％から、10％に引き下げているが、第 166回国会に提出されて
いる「地域産業活性化法」においては工場立地法準則制定権の市町村への委譲や緑地率 1％
以上でも可能とする等の工場立地法の特例が盛り込まれており、今後の動向が注目される。 
加えて、危険物積載船については、限られた地区の内航船（空船）の入港荷役を除いて

規制されており、外港船、揚荷船、LPG船を含めた夜間着桟・荷役開始・離桟がフリーに
できれば、域内の船舶運用の効率化や製品在庫の削減や生産効率化が期待できる。 
更に、自社の廃棄物を他社の原料とする場合は廃棄物として取扱う必要があり、企業間

での廃棄物有効活用やゼロエミッションの活動が実現しにくいといった制約もある。 
コンビナート内企業間連携を進めるにあたっての規制改革の観点からは、多種多様な法

規制の存在により複雑化・細分化している現行の法体系をシンプルな法体系へと転換する

ことにより、規制のミニマム化・権限の一元化をはかるとともに、規制から地域特性に応
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じた法体系へと変換すること、さらにはコンビナート全体を一つの企業体とする「みなし

規定」を導入することが有効である。 
例えばコンビナート全体を一つの企業とする環境規制に関する「みなし規定」を導入し

た場合、コンビナート共同化の中での自己管理による柔軟で現実的な規制対応ができるこ

とにより、企業間連携・統合の効果を最大限に発揮することにつながると期待される。 
また、規制緩和を具体的に推進するにあたっては、京葉臨海コンビナート活性化特区に

よる規制緩和の推進も有効である。これまでにも、石精･石化７社＋市原市、袖ケ浦市、千

葉県などで推進母体を形成し、高圧ガス設備の開放検査周期の延長、試験研究施設の変更

手続きの簡素化、一圧検査周期の延長、危険物船の夜間着桟の緩和等を実現してきた実績

もあり、そこでの経験・ノウハウを最大限に活かして規制緩和を推進していくことも有効

といえる。 
 

図表Ⅲ-1-16 コンビナート連携に関わる規制 

問題点 影響 関係法令 変更必要点 
（所管官庁） 

危険物移送の地上敷設
にあたり、高圧ガス設備
との保安距離（35ｍ以
上）が設けられている。 

留分有効活用のため高圧
ガス配管、危険物配管を
敷設するには用地の確
保、安全対策等により建
設費が増加し、実現性が
低下。 

消防法 
危険物の規制に関する規則第 28 条
（配管は、告示で定める施設に対し
告示で定める水平距離を有するこ
と。） 
告示第 32 条（施設に対する水平距
離－高圧ガス、液化ガス施設等：35
ｍ以上） 

実質的に地上設置を、阻害
するもの。保安距離が取れ
ない場合の、代替措置の容
認について明記する。（総務
省） 

危険物導管の敷設に当
たり、高圧ガス設備との
保安距離規制（20ｍ以
上）が設けられている。
また、高圧ガス導管の敷
設に当たり、危険物施設
との保安距離規制（20
ｍ以上）が設けられてい
る。 

部分有効活用のための高
圧ガス配管、危険物配管
を敷設するには用地の確
保、安全対策等により建
設費が増加し、実現性が
低下。 

消防法 
・危険物の規制に関する法令３章、
第１節、第９条（高圧ガスを貯蔵し、
又は取り扱う施設：総務省令で定め
る距離） 
・危険物の規制に関する法令３章、
第 12条（高圧ガス施設に係る距離：
20ｍ） 

実質的に地上設置を、阻害
するもの。保安距離が取れ
ない場合の、代替措置の容
認について明記する。（総務
省） 

防油（液）提や保有空池
などの土地利用規制の
ための導管が最短ルー
トで敷設できない。 

配管敷設費用の増大によ
り経済性が悪化し、実現
性が低下。企業間の配管
敷設エリアにも余裕がな
い時は埋設での敷設を余
儀なくされる。 

消防迭 
危険物の規制に関する規則第 22 条
(防油堤内には、当該防油堤内に設置
する屋外貯蔵タンクの為の配管以外
の配管 
を設けないこと。) 

高圧力民に関しては緩和。
消防法に関しても、高圧ガ
ス同様の規制緩和を行う。
(総務省) 

第３者用地を通過する
導管は、移送取扱所の規
制を受け、保有空地につ
いて厳しい規制となる。 

配管敷設費用の増大によ
り経済性が悪化し、実現
性が低下。企業間の配管
敷設エリアにも余裕がな
い時は埋設での敷設を余
儀なくされる。 

消防法 
危険物の規制に関する規則第 28 条
(配管の両側には、当該配管に係る最
大常用圧力に応じ、一定幅〈工業専
用地域に設置する配管にあっては、
その 3 分の 1〉の空地を保有するこ
と。) 

工業専用地域に存する増合
は、この規制の適用除外と
する。(総務省) 
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問題点 影響 関係法令 
変更必要点 
（所管官庁） 

 
自社にて廃棄物である
が、他社にとって原燃料
となる場合であっても、
「廃棄物」として分類さ
れるためその利用に制
限が加えられている。 

会社間での廃棄物有効活
用やゼロ・エミッション
の取り組みが実現できな
い。 

廃棄物処理法 
第 2条(「廃棄物」とは、ごみ、粗大
ごみ、燃え穀、汚泥、…その他の汚
物又は不要物であって、固形状又は
液状のもの…をいう。) 

法第 2条に、ただし書き追
記 
「ただし、当該廃棄物が製
品原料となる場合にはその
限りではない。」 
(環境省) 
 

近隣企業と共同して産
業廃棄物を搬送（収集・
運搬）しようとしても、
マニフェスト管理上、不
可能となっている。 

企業間連携による物流コ
スト低減の取り組みが図
れない。 

廃棄物処理法 
第 12条(事業者は、…産業廃棄物の
運搬…を委託する場合には、政令で
定める基準に従わなければならな
い。) 
廃棄物処理施行令第 6 条(委託契約
は、書面により行い、…次に掲げる
事項についての条項が含まれ、…。 
イ…産業廃棄物の種類及び数量) 

令第 6条に、ただし書き追
記 
「ただし、産業廃棄物収集
運搬業者においては、産業
廃楽物処理業者が同じでか
つ重量を確認した場合に限
り、指定地域内の複数の産
業廃棄物排出事業者から同
時に収集することができ
る。」(環境省) 

既に海外で広く利用さ
れている ASME 等の設
計基準で採用されてい
る基準値が、国内におけ
る基準に反映されてい
ない。また、API579等
の維持基準の、国内での
使用が認められていな
い。 

国内での建設コストやメ
ンテナンスコストが海外
と比べ割高となってお
り、国際競争力を低下さ
せる要因となっている。 

高圧ガス保安法 
第 8条(製造の為の施設の位置、構造
及び設備が経済産業省令で定める技
術上の基準に適合するものであるこ
と。) 
コンビ則第 5 条(ガス設備に使用す
る材料の基準) 
特定則第 11 条(特定設備の耐圧部分
の材料の基準) 

ASMＥ等国際規格で製作
された機器の輸入・使用お
よび API579等の維持基準
の許容。(経済産業省、厚生
労働省) 

コンビナートでは、立法
趣旨に相違はないもの
の、主管官庁が異なる保
安規制や環境規制が複
数存在している。 

法体系の複難化・細分化
や手続きの煩雑さによ
り、法毎の保安管理組織
の整備等効率的な運営の
支障となっている。 

消防法/高圧ガス保安法/労働安全衛
生法/石災法/大気汚染防止法 

コンビナートを 1企薬と見
なす規定(バーチャル 1 カ
ンパニー)導入と選ばれた
地方行政への権限委譲要
望。(総務省、経済産業省、
厚生労働省、環境省) 

事業場において、全面積
に占める生産施設の比
率に上限が設けられて
いる。 

法体系の複雑化・細分化
や手続きの煩雑さによ
り、法毎の保安管理組織
の整備等効率的な運営の
支障となっている。 

事業場において、緑地等
の環境施設を一定比率
（25％、但し地域準則に
より 20％まで軽減可
能）以上設けることが義
務付けられている。 

生産に寄与しない余剰の
土地が必要となり、国際
競争力を低下させる要因
となっている。 

工場立地法第 4条（１．製造業等の
業種の区分に応じ、生産施設、緑地

及び環境施設のそれぞれの敷地面積

に対する割合に関する事項） 

一事業所ではなく、コンビ

ナートや特区全体の規制に

することにより、未利用地

が有効利用でき且つ企業新

規立地にも有利になる。事

業所外緑地のカウント、社 
員駐車場他の緑地カウン

ト、複数企業の緑地融通等

の規制緩和要望。（経済産業 
省） 

危険物積載船の夜間着
桟・荷役開始・離桟が禁
止されている。（内航船
の一部夜間着桟・荷役は
緩和されたが） 

バースの効率的な運用が
阻害される他、滞船料の
発生でコスト増加の要因
となる。(物流コストの低
減や 24 時間化による国
際港湾としてのポテンシ
ャル向上を阻害) 

港則法 
第 23条(船舶は、特定港において危
険物の積込、積替又は荷卸をするに
は、港長の許可を受けなければなら
ない。) 
海上保安庁通達保警安第 66号(原則
として、夜間に荷役が開始される場
合は許可しないこと。但し、･･･港長
が安全であると認める場合はこの限
りでない。) 

内航船(空船)の入港荷役に
ついて、現状規制内で一部
対応'可能との干葉海上保
安部の見解 (日没前までの
荷役中止を、午後８時迄可
能)。その後、鹿島地区も認
可。さらに、外航船、揚荷
船、ＬPG 船への適用や時
間フリーについて、全国で
の緩和を要望。 (図土交通
省) 

出典：コンビナート高度統合研究会報告書（平成 18年 3月 コンビナート高度統合研究会） 
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２）ロジスティック施設共同化の検討 

市原・袖ヶ浦地区（ ４つの石油精製・石油化学コンビナート）には東側端と国道１６号
の間に幅５０メートルの配管用地が全長１４キロメートルにわたって県企業庁により整備

されているが、臨海鉄道用地があり、既存の配管も多いため、既に用地不足を来たしてい

るのが実情である。 
ロジスティック施設共同化は京葉臨海コンビナート地域の競争力強化に向けてのかねて

からの課題であり、配管の共同溝化や排水処理場、倉庫、タンク、バース等の既存・新設

施設の共同化を推進し、用地の確保、管理部門の切り離し等による本業への集中を図るた

めの方策を検討する。 
 

３）工業用水事業効率化の検討 

  コンビナートの競争力強化においては工業用水の確保、安定供給の効率化が不可欠であ

り、官民一体の検討組織を設置し、給水コストの削減、渇水対策の強化、責任水量制の見

直し等事業の効率化を検討する。 
京葉臨海コンビナート地域においては、長い送水距離や広範囲な給水エリアにより他県

に比べて宿命的な高コストとなっているのが実情であり、特に、一部地区の高額な料金を

低減させることが大きな課題となっている。また、「責任水量制」の料金制度により、企業

の節水努力が反映されず、契約水量と実使用量の乖離といった問題も生じている。契約水

量の変更や企業間融通に際しての制限もある。 
また、水源の多くを利根川水系に依存しているため、渇水時における生産活動への重大

な影響がある点も解決すべき課題といえる。 
これらの課題の解決に向け、官民一体の検討組織を設置し、事業の効率化を推進するこ

とが求められる。 
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４）京葉臨海コンビナート地域の中核人材の育成 

我が国の製造業を支えてきた製造現場における技術は、従来、現場における教育を通じ、

ベテランから若手に伝承されてきたが、近年のリストラの進展や、団塊の世代の大量退職

を控え、ベテランが持っている技術やノウハウを若手に伝承することが急務となっており、

京葉臨海コンビナート地域についても同様の課題を抱えている。 
また、コンビナートにおける中核人材の育成は、個々の企業が国際競争を勝ち抜くため

だけでなく、安全対策や危機管理体制を万全にし、地域社会に対する責任を果たすために

も欠かせない。 
このため、本県では、経済産業省の「産学連携製造中核人材育成事業」を活用し、平成

18年度から京葉臨海コンビナート地域における中核人材育成のための教材・カリキュラム
の開発に取り組んでおり、平成 19年度は実証講座を経て開発を完了し、平成 20年度以降
は、この教材・カリキュラムを活用し、京葉臨海コンビナート地域における中核人材の育

成を推進していく。 
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２ 地域との共生に向けた取組み 
 企業が周辺地域との共生に積極的に取り組み、地域の活力や豊かさの向上に貢献する必要

性が重視される中で、京葉臨海コンビナート地域の企業と地域との共生を図る上では、企業

と地域の双方に高い効果が得られるような、新たな共生モデルを創造していくことが重要で

ある。 
石油精製・石油化学に代表される様々な産業集積を生かせる点、２１世紀に人類が取組む

べき地球環境保全に資し、企業間連携を通じた省エネルギー･新エネルギー等環境活動へ取り

組みを進める点、そして、それらの活動が地域と企業双方にとってメリットが生み出される

点から、この地域での取組みが有効な共生分野としては、環境･エネルギー、学術研究、緑化

保全の３分野が挙げられる。これらの具体的な実現方策として、「コンビナート周辺地域との

連携による省エネ・環境調和型地域づくり」、「産業観光・環境教育・実践型教育推進のモデ

ル地域づくり」、「地球環境・エネルギー・生物資源等の学術研究拠点の形成」、「人･自然･文

化の調和･共存を支える「千葉の里山･森づくり」」を構築し、競争力強化のための取り組みと

併せて展開していくことが有効である。 
（１）コンビナート周辺地域との連携による省エネ・環境調和型地域づくり 

１）趣旨 

素材・エネルギー産業の集積する京葉臨海コンビナート地域の特色を生かした、企業と

地域による新たな環境共生モデルを構築することが、企業と住民の双方にとってメリット

が大きい。 
先に述べた競争力強化のための施策と連携した次の２つの事業の実現を図っていく。 

 
２）事業内容 
①環境調和型ボイラの地域活用 

バイオマス資源を利活用していくことは、地球温暖化対策、循環型社会の形成、地域社

会の活性化、産業育成などの観点から重要である。我が国では 2002年 12月に「バイオマ
ス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され、千葉県でも、「バイオマス立県ちば推進方針」を

2003年 5月に制定し、バイオマス利用の取組を進めている。 
京葉臨海コンビナート地域に企業が連携して環境調和型ボイラを設置し、未利用エネル

ギーである廃重質残渣のほか地域で発生する間伐材や廃建材、炭化汚泥等をエネルギー源

として活用することで、省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減はもちろん、地域の廃棄

物の削減、森林・里山の整備・再生等、地域の環境保全等の推進に寄与することができる。 
また、バイオマスエネルギーの活用として、下水汚泥の利用方策とも連携した取り組み

も考えられる。 
さらに、木屑チップ等のバイオマスを化石燃料と混燃できる複数の循環型流動層ボイラ

や、炭化汚泥の密封搬送手段も有しており、コンビナートを中心にバイオマスエネルギー

の利用が進む条件が整っている。図表Ⅲ-1-1７に、環境調和型ボイラと地域共生システム
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のイメージを示す。 

図表Ⅲ-2-1 環境調和型ボイラと地域共生のイメージ 

 

 
環境調和型ボイラシステムはボイラ本体および付帯設備の設置とバイオ燃料供給のため 
の設備等の建設が不可欠である。その建設に際しては、ボイラの稼動開始と炭化汚泥燃料・

木屑チップの供給時期をあわせる必要がある。環境調和型ボイラシステムの構築にむけた

課題を下記に示す。  
  ・重質油を溶剤脱れき装置（SDA）で減容化後の重質残渣化の取り扱い 
  ・環境調和型ボイラで発生する蒸気や電気の域内相互授受による用役供給最適化 
  ・廃重質残渣と炭化バイオ燃料・木屑の混焼ボイラ技術の確立 
  ・炭化バイオ燃料の粉砕、燃料供給に関わる技術確立 
  ・木質チップの安定燃焼に関わる技術確立 
  ・設備建設段階における各種制約緩和、弾力的な運用の配慮 
  ・企業間でのボイラ負荷等の付け替えにともなう排ガス、排水の排出枠の見直し 
  ・本システムの導入に対する支援策 
・バイオマスエネルギーの活用として、下水汚泥の利用方策とも連携した取り組み 
・バイオ燃料を安定的に運搬できるシステムおよび運営母体の確立 

    ・バイオ燃料の受入設備および貯蔵システムの確立 
・共同出資による共同運営の検討 
・既存のインフラを充分に活用することによる投資コスト低減工夫  
・発電電力の企業間融通等への配慮 

東京湾

アクアライン

バイオ

マス
燃料

バイオ
マス

燃料

地域で未利用のバイオマス

資源を燃料化

循環型流動層
ボイラ

廃重質残油

地域産業共生の
条件基盤が現有

間伐木

ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料

混燃ﾎﾞｲﾗｼｽﾃﾑ

バイオ
マス

燃料

バイオ
マス

燃料

　　　ｱｼﾞｱ有数の

大規模総合ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

被害木

ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料

運搬ｼｽﾃﾑ

バイオ
マス

燃料

バイオ
マス

燃料

バイオ

マス
燃料
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②水素エネルギーの地域への供給 

水素エネルギー社会に向けての世界的な潮流の中、日本でも、その利用技術である燃料

電池の開発が積極的に進められてきた。 
水素・燃料電池技術は、省エネルギー、環境負荷低減、石油代替・エネルギー供給の多

様化、新規産業創出等に資する、水素エネルギー社会を実現するための核となる技術であ

り、エネルギー利用に係る環境制約や資源制約の高まりに伴い、その重要性が増している。

水素・燃料電池の普及を図る上で大きな課題とされるのが、その製造から利用に至る各プ

ロセスの経済性と大規模な水素エネルギー需要の創出である。 
  先に述べたとおり、京葉臨海コンビナート地域では、石油精製プロセスや鉄鋼コークス

炉ガスから大量の水素が発生しており、水素供給の大きなポテンシャルを有している。 
  こうした水素をコンビナート周辺の地域へ供給・活用する、先進的な水素の地域需要モ

デルを構築し、 
➣ 水素が利用し易いエネルギーであること 
➣ 環境性や安全性にも優れること 
➣ 水素が持続可能な社会をもたらすエネルギーであること 
を広く国民に周知をし、水素社会の実現に寄与することが、水素需要の喚起を図る上か

らも重要である。 
  そのためには、企業と県が連携して、「水素活用コンソーシアム」を設置し、次のような

水素・燃料電池の導入モデルの提案や実現に向けた課題の解決に取り組んでいく。 

  水素・燃料電池の導入モデルの例 

➣ コンビナート周辺の集合住宅や戸建て住宅への定置用燃料電池の導入と水素の供給

モデル 
➣ 社用車や公用車及びバス等の公共交通機関への燃料電池自動車、水素エンジン自動

車の導入と水素の供給モデル 
➣ 大規模集客施設への水素供給モデル 
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図表Ⅲ-2-2水素エネルギーの地域への供給のイメージ 

飲食店等高純度水素

集合
住宅

燃料電池

戸建

住宅

燃料電池

Ｈ２

他の
水素源

グリーン
エネルギー

水素ｴﾝｼﾞﾝ自動車

コンビナートコンビナート

風力、太陽光、
汚泥、廃建材、
立枯れ杉等

ｸﾞﾘｰﾝ電力、蒸気

水素ＳＳ

複合水素供給チェーン

電解、ＣＯＧ

ガス化水素
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

水素原料

水素エネルギー社会構築に向けた先進的な地域づくり

飲食店等高純度水素

集合
住宅

燃料電池

戸建

住宅

燃料電池

Ｈ２Ｈ２Ｈ２

他の
水素源

グリーン
エネルギー

水素ｴﾝｼﾞﾝ自動車

コンビナートコンビナート

風力、太陽光、
汚泥、廃建材、
立枯れ杉等

ｸﾞﾘｰﾝ電力、蒸気

水素ＳＳ

複合水素供給チェーン

電解、ＣＯＧ

ガス化水素
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

水素原料

水素エネルギー社会構築に向けた先進的な地域づくり

 
 
（２）産業観光・環境教育・実践型教育推進のモデル地域づくり 

１）趣旨 

①産業観光とは 

国では、産業観光を「産業に関する施設や技術等の資源を用い、地域内外の人々との交

流を図る観光」と定義し、平成 16年 11月にとりまとめた観光立国戦略会議の報告書「国
際競争力のある観光立国の推進」において、「国、地域は、近代の街並み、産業遺産、産業

施設を観光資源として積極的に活用する」として、産業観光の推進を提言している。 
本県においても、本年 3月に策定された「ちば 2007年アクションプラン」において、
「戦略プロジェクト 2 観光立県千葉の実現」の「新しい観光空間づくり」を構成する事業
として位置づけるなど、産業観光の推進に努めている。 

 
②京葉臨海コンビナート地域における産業観光の現状 

京葉臨海コンビナート地域は、世界最大級の素材・エネルギー産業の集積地であり、世

界最高水準のエネルギー効率や環境技術を誇る数多くの生産設備、エネルギー関連設備を

擁している。 
これらの施設の中には、従前から、社会貢献・地域貢献の一環として工場見学の受入れ

を実施している施設も多い。 
県でも、平成 4年に、工場見学ガイドブック「見せる工場・ふれあい企業マップ」を発
行し、県内の魅力ある産業施設 101事業所を地域別・業種別に紹介している。 
さらに、平成 17年 6月には、見学受け入れをしている個々の企業の情報をとりまとめ、
特に見学の受け入れ態勢が万全な 50社を厳選し、「おもしろ工場発見！ガイドブック」と
して公表した。 

被害木等 
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このガイドブックでは、エリア別、業種別、見学テーマ別に紹介されており、施設の見

どころや体験可能な事項を解説するとともに、見学の申込方法や標準見学コース、昼食場

所、駐車場の有無などの必要情報が記載されている。 
県では現在も、ガイドブック冊子の配布と、ウェブページでの掲載及び情報アップデー

トを継続している。 
また、広大な敷地に巨大な建物・施設が林立しているコンビナートは、そもそも見る者

を圧倒する外観を有しているが、ここ数年は、陸上または海上から、コンビナートの造形

を楽しむことが、特に若者の間で、静かな流行となっており、特に首都圏では、東京にも

近い京葉臨海コンビナート地域が格好の鑑賞の場を提供している状況とも言われている。 
 
③京葉臨海コンビナートにおける産業観光の課題 

このように、京葉臨海コンビナート地域は、産業観光の場としての観光資源が豊富であ

ることに加え、それを活かすために必要な地域貢献の文化がすでに存在していることが大

きな特徴である。 
しかしながら、一方で、多様な素材やエネルギーをもとに、我々の暮らしの根幹を支え

る様々な工業製品などが産み出されていく様子を体系的・連続的に、来訪者に経験・体感

させる体制は整備されていない。 
また、石油や石炭、天然ガス関連施設や発電施設、バイオマスエネルギーの活用施設な

どが環境学習の場として期待されるが、活用するための教育プログラムが整備されていな

い。 
さらに、京葉臨海コンビナート地域の施設の見学は、特に児童、生徒、学生（若年層）

に産業の現場をビジュアルに体感させ、その関心を高揚させるものではあるが、高齢者を

含む幅広い年齢層がそれらを系統立てて学習できるネットワークとはなっていない。近年

静かな流行となりつつあると言われる工場の造形の鑑賞も、一部の若者の趣味的な楽しみ

に終わっている。 
すなわち、点としての個々の企業の取組みが、面としての産業観光の拠点といえるまで

広げられていないこと、地元から海外に至る広範な地域や幅広い年齢層の来訪者をターゲ

ットにし切れていないことが、京葉臨海コンビナート地域における産業観光の課題である。 
今後、産業観光の拠点としての大きなポテンシャルを十分に活かした産業観光を展開し

ていくためには、地域貢献の文化を持つ京葉臨海コンビナート地域や周辺地域に立地する

個々の企業の取り組みを戦略的に結びつけ、それらを広く周知していくための総合調整の

窓口を設置するとともに、一連の活動の中核となる施設を整備していくことが望ましい。 
 
２）事業内容 

①ねらい（将来像） 

産業観光拠点形成を、京葉臨海コンビナート地域における地域共生を支える大きな柱の
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一つとして位置づけ、産業観光振興の観点から、様々なエネルギーや素材、工業製品を生

み出している京葉臨海コンビナート地域そのものを、企業間連携のもとに、観光資源とし

て演出し、地元学校や地元地域のみならず、首都圏、あるいは全国、そして世界からも人

が集まる一大観光拠点として整備する。その際、後に述べる「千葉の里山・森づくり」と

も連携し、産業と共生する自然やエコライフの体感も産業観光の素材に取り込む。 
また、併せて地域の小・中・高校生に対する環境教育・実践型教育（工場での公開授業

の実施等）を進めることにより、次代を担う若年層の地球環境問題に対する意識の向上や

コンビナート企業への関心の向上を図り、京葉臨海コンビナート地域を産業観光・環境教

育・実践型教育推進（工場での公開授業の実施等）のモデル地域として整備する。 
 

 ②施策の具体的内容 
次のプロセスにより、京葉臨海コンビナート地域を産業観光・環境教育・実践型教育推

進のモデル地域として整備する。 
○第 1段階 
 京葉臨海コンビナート地域の産業観光を推進するための専門コーディネート組織を早

急に立ち上げる。 
この組織は、各企業の展示公開施設をネットワーク化し、来訪者が京葉臨海コンビナ 
ート地域の魅力や役割を体系的に学んだり、環境への取り組みを学んだりするモデルコ

ースや、見学者の希望に合わせたオーダーメードによる見学コースの設定等を行う。 
 
 （ルート設定の例） 

一次エネルギーの調達や貯蔵等を担うタンカーや受入施設、二次エネルギーとしての

発電所（ガス火力、太陽光発電、バイオマス発電、大型風力発電、廃棄物発電等）、水素

製造施設等の地域に賦存する先進的なエネルギー施設を連続的にストーリー立てて見せ

る。 
・見学者が地域内に点在する見学施設と見学希望者をつなぐ窓口として、問い合わせや

見学希望に対し一元的に対応。 
・京葉臨海コンビナート地域における産業観光推進のための総合的・効果的なＰＲ活動 
等を行う。 

○第 2段階 
 京葉臨海コンビナート地域構成企業が持つ先進的な環境技術や新エネルギー・省エネ

ルギー技術を視覚的・感覚的に学ぶことのできるエネルギー展示ゾーンの整備を促進。 
○第 3段階 
エネルギー展示ゾーンの整備と併せ、これと実際の生産施設の見学を一体で行う新た

な産業観光・環境学習のルート設定を行うとともに、産業観光コーディネート組織の一

層の充実を図り、京葉臨海コンビナート地域を県内だけなく、全国、ひいては世界から
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観光客が集まるような産業観光・環境学習の拠点とする。 
 
＜エネルギー展示ゾーンの整備＞ 

  以上に基づくと、京葉臨海コンビナート地域における普及・啓発・集客ゾーンの形成に

ついては、次に示す通り、エネルギー展示ゾーンを中核とした展開が有望である。 
 

図表Ⅲ-2-3 エネルギー展示ゾーンを中核とした 

           京葉臨海コンビナート地域産業観光のイメージ 

太陽光発電

火力発電所

蓄電システム

変電所

次世代エネルギー

石油、石炭、天然ガス関連施設

水素製造施設、水素ステーション

新エネルギー

コンビナート

発電所関連施設

・日本最大級のコンビナートの概況

・世界に誇るべきコンビナート内各種製造プロセス
・品質確保のための取り組み
・企業間連携の姿
・地域共生の姿

・一次エネルギーと二次エネルギー
・エネルギー需給の全体像（ベストミックス、現状と将来）
・省エネ・エネルギー利用効率化のための取り組み
・次世代を担うエネルギーの可能性

・多様な新エネルギー、これからの新エネルギー
・新エネルギーの可能性と実力

鉄鋼

石油化学

その他

＜訴求テーマと理解の深化・広がり＞

・コンビナート内のモノの動き
・エネルギー間、産業間の密接な関係

・コンビナートと都市との関係

・コンビナートと世界との関係

研究施設

巡回燃料電池バス

風力発電

展示・研修施設の活用
（TEPCOエネルギーパーク等）

農林水産資源、下水汚泥等
バイオマス利用施設

 
 
３）事業効果 

京葉臨海コンビナート地域において、産業観光を推進することによって、集客による経

済効果はもちろんのこと、環境・エネルギー産業の活性化、集客交流にかかわる幅広いサ

ービス業の活性化など、産業振興、地域活性化が可能になる。 
そのほか、特に若者層に環境・エネルギー産業の現場をビジュアルに体感させることで、

環境・エネルギー問題への関心を深めるとともに、次世代の産業人材育成にも資する。 
これらの相乗効果が将来にわたり積み重なっていくことで、中長期的にも京葉臨海コン

ビナート地域の競争力の強化と持続的な発展につながるものと考える。 

エネルギー展示ゾーン 

エネルギー関連施設  
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（３）地球環境・エネルギー・生物資源等の学術研究拠点の形成 

１）趣旨 

  地球温暖化は、気候変動のみならず動植物の生態系にも大きな影響を及ぼすと考えられ

ており、政府においては地球温暖化防止をはじめとする環境政策の羅針盤となる「21世紀

環境立国戦略」を策定しているところである。この戦略の策定により、環境技術を生かし

た新規産業の創出など環境の分野からの経済成長を促し、国際競争力の強化や地域の環境

資源を活用した地域活性化が期待されている。 

京葉臨海コンビナート地域に集積する産業施設、エネルギー施設は、最先端の産業技術

のみならず、工業生産に絡む環境技術、エネルギー技術の集約を伴うものであり、その点

に着目した先端的環境研究、エネルギー研究を推進していくことが当該分野の技術進展に

大きな効果をもたらす。 

  このような状況の中、新産業の創出拠点である「かずさアカデミアパーク」において、

東京大学とかずさ DNA研究所との間で地球環境とバイオテクノロジーの融合領域での共同

研究プロジェクトを展開する。 

 

２）事業内容 

①ねらい 

東京大学大学院（柏キャンパス）で進められている環境分野の研究と、かずさ DNA研究

所等のバイオテクノロジー分野の研究成果を活かし、他の研究機関や県立博物館等と連携

して、かずさアカデミアパークにおいて共同研究を実施することにより、環境・バイオ分

野の国際的研究拠点を形成する。 

 

【かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトの目指すべき方向】 

1.  将来、アジア・環太平洋地域の先端的頭脳集積地域として発展させていく 

2. 世界の科学技術の発展に寄与すること 

3. ノーベル賞級の世界最高水準の研究開発 

4. アジア・環太平洋地域から研究者が集積する場 

5. ODA 資金の国内投資の先導的プロジェクト 

6. 海外の一流大学やアジア・環太平洋地域の大学と連携 

7. 最先端の研究施設整備や優れた居住環境を整備 

8. 国内外の企業の研究所やベンチャー企業を誘致 

9. 一般の人 （々特に若者）に対する地球環境、植物、資源などを体験・教育する機能・ 

施設の設置 

10. 房総の豊かな生物多様性と健全な生態系の保全・再生に貢献する。 
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②施策の具体的内容 

  平成 19年 4月、かずさ DNA研究所内に「東京大学大学院かずさ地球環境研究拠点」が設

置されたころであり、同研究所と東京大学間での共同研究テーマとしては新エネルギー・

新素材、地球規模の食糧問題解決のための植物・微生物の有効活用、廃棄物の低減・有効

活用等が想定され、本年度から以下の３つの共同研究に着手したところである。 

また、本プロジェクトを推進するため、産学官で組織する推進協議会を設置するととも

に産学官連携コーディネーターを配置することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 東京大学大学院では地球環境、バイオ、食糧、生物多様性など広範囲の研究を行う施設と

して「大型環境傾度実験施設（バイオーム）」を構想しており、本プロジェクトの研究成果が

当該施設の具現化に資するよう期待される。 

 

３）事業効果 

京葉臨海コンビナート地域に隣接するかずさアカデミアパークエリアに国際環境研究拠

点機能を形成することは、かずさ地域からコンビナート地域への研究成果の技術移転、両

地域間での共同研究等の連携に繋がり、企業の競争力の向上や地域の活性化が期待できる。 

 

図表Ⅲ-2-3 東京大学「大型環境傾度実験施設（バイオーム）構想」の概要 

概要 東京大学大学院新領域創成科学研究科において構想している地球環境問題

等に資する世界初の実験施設 

熱帯から寒帯にかけての環境を巨大ドーム型の実験施設において再現する。 

異なる環境下での動植物の動態や環境間での相互作用、移動・拡張のプロセ

スを実験・実証するための施設で、大型バイオームと中・小規模のバイオーム

群から構成される。 

※「バイオーム」は、「生態系」「生物群系｣という意味。熱帯バイオーム、

砂漠バイオームといった使われ方をする。 

期待され

る成果 

○ 100年・500年後の植生変化・生態系変化の早期把握 

○ 地球温暖化で生態系に何が起こるか？の早期把握 

○ 生態系相互作用における物質・エネルギー循環及び化学プロセスの解明 

○ 生態系相互作用で生ずる種組成(樹種、共生菌)の変化プロセス解明 

○ 生態系野外調査指針の構築 

～共同研究テーマ～ 

○ 生物資源（DNA、微生物）の有効活用に関する共同研究 

○ ゲノム科学を応用した地球環境動態共同研究 

○ 植物のゲノム情報を活用した育種活性化共同研究 
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○ 環境植生、健康植物の選抜（ゲノム解析植生の指針の提供） 

○ 植生管理手法・技術の開発 

○ 生態系モニタリング、観測機器・技術の開発 

○ 大型構造物、宇宙建造物の環境制御技術の発達 

○ 人間（健康植物）、物質（生理活性・ゲノム解析・化学プロセス）、地球（生

態系）、宇宙（宇宙建造物環境管理）研究のプラットフォーム 

○ 市民環境体験教育のプラットフォーム 

○ アジアにおける環境研究・教育センター 
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（４）人･自然･文化の調和･共存を支える「千葉の里山･森づくり」 

１）趣旨 

京葉臨海コンビナートの地域は、上総丘陵を背に、みどり豊かな自然環境と生活･文化

の多様性に恵まれ、産業活動と自然環境との共生が図られてきた地域である。 
地球温暖化や生物多様性等、地球環境としての里山や森林の大切さが問われるなか、そ

の保全のためには、県民･NPO、企業、行政等が連携し、一体となって、人々の生活･産業
と自然、文化とが調和･共存する持続可能な地域づくりへの取組を進めていく必要がある。 
  このため、房総半島の豊かな生物多様性と健全な生態系の調査等を進め、地球環境保全

や房総の生物多様性・生態系の保全･再生に貢献し、県民や企業の交流の場として県民生活

を豊かにするとともに、自立･循環し、持続可能な千葉の里山･森づくりを進めていく。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２）事業内容 

開発予定地であった林野等を、千葉の里山･森づくりの拠点として位置づけ、地球環境

保全、生物多様性保全等に配慮した、みどりの保全と活用についてのリーディング事業を、

県民･NPO、企業、行政等の交流･協働により実施する。 
①ねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤「県民･NPO」､「企業」､ 

「行政」等の交流･協働に  

より、実現を目指していく。 

企業 行政 

県民･NPO 

➣ 豊かな千葉の里山や森林の保全･活用 

○里山や森林への関心を高め、県民が活動しやすいシステムづくり  

○自然や文化が、人々の暮らしと調和･共存する里山･森づくり事業を実施 

➣ 交流･協働の仕組みづくりや企画の策定 

○県民・NPO、企業が参加しやすい仕組み、企画の策定 

○コーディネート組織を設置し、主体間の綿密な連携と調整 

○事業の円滑化と参画の促進を図るため、エコマネー導入の検討 

➣ 人と自然が共生する未来へのチャレンジ 

○県民･NPOや企業等の英知を集結したリーディング事業の実施  

千葉の里山･森づくり 

絵･浅井粂男(以下省略) 



 

 49 

 

 

②千葉の里山･森づくりの方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事業の具体的内容     

「千葉の里山･森づくり」は県民参加のもと進めていくプロジェクトであり、具体的事

業として、次の５項目からなる里山･森づくりと、それらを活用した緑と水辺のネットワー

クづくりを提案する。 

1.地球環境に貢献する森林づくり 

   植林や森林整備等により、CO2吸収源としての森林の機能を効果的・持続的に高める手

段を、県民･NPO、企業等の参画のもとに実践する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.生物多様性の恵みを引き継ぐ里山･森づくり 

   房総の豊かな生物多様性を保全し、後世に伝える。 

 
 
 
 
 
 

 ○森林における県民参加型地球環境保全プログラムの策定 

・県民参加による植林、森林整備 

○研修ゾーンの整備 

・研修センター、研修林等の整備 

・県民、企業の環境保全に関する各種プログラムの実施 

○バイオマスの活用 

・間伐材等によるバイオマス活用試験（バイオ燃料など） 

○自然風土に合った房総半島本来の森づくり（『房総永遠の森』） 

 ・極相林（自然林）の再生 

○希少な野生動植物の保護･増殖、外来種の防除 

○房総の生態系の現状調査 

○生物多様性特区の設定 

～さまざまな機能を持つ里山･森づくり～ 

1.  地球環境に貢献する森林づくり 

2. 生物多様性の恵みを引き継ぐ里山･森づくり 

3. 自然と共生するライフスタイルを提案する里山づくり 

4. 自然が人を育む里山･森づくり 

5. 健康と癒しの里山･森づくり 

6. 緑と水辺のネットワークづくり 

〔事業例〕  

〔事業例〕  
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3.然と共生するライフスタイルを提案する里山づくり 

   資源･エネルギーが自立･循環する生態系モデルの里山ライフを提供する。 

 
 
 
 
 
 
 
4.自然が人を育む里山･森づくり 

   県民や子供たちが自然を体験学習し、環境について学べる場を整備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.健康と癒しの里山･森づくり 

   森林効果による健康づくりと癒し機能を高めるための交流と利活用の仕組みを作る。 
 
 
 
 
 
 
 
6.緑と水辺のネットワークづくり 

山･川･海の連続性を保全するため、道路や公園など身近な緑や水辺から、森林や山･

川･海へと、緑と水辺のネットワーク形成を図る。 
 
 
 
 

 

○自然と文化が一体となって人々がなりわう里山ビレッジづくり 

 ・里山共生型モデル住宅、農地･農家と都市との交流機能の整備 

○生物多様性型農業・林業の振興 

○ホタルの里など子供たちの自然学校 

 ・ホタル等の野生生物が生息･成育するビオトープづくり、自然体験

教室の実施 

○環境学習展示施設の整備 

・地球環境､生物多様性､廃棄物､エネルギー等の学習展示 

○森林セラピー等の療養機能の整備 

・森林セラピー教室等の実施 

○保養施設･レクリエーション施設等による森林交流ゾーンの整備 

・企業杯アスレチック大会、健康スポーツイベント等の開催 

・保養施設やレクリエーション施設等とのネットワーク 

○山･川･海をつなぐ、人･自然･文化のネットワークづくり 

・地域の自然･文化を守り育てる、山･川･海のﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

○身近な緑や水辺への住民や企業の参画手法の促進 

 ・住民や子どもとつくる里山ビオトープ 

〔事業例〕  

〔事業例〕  

〔事業例〕  

〔事業例〕  
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④事業の推進方法 

本プロジェクトは、県民･NPO、企業など様々な主体に積極的に参画を呼びかけ、交流・

協働により推進する。 

また、CSR活動の一環として、企業が自由に参画しやすい仕組みを作る。 

さらに、事業の円滑化と参画の促進を図るため、エコマネー(千葉の里山･森づくり通貨)

の導入を検討する。 

県は、事業が円滑かつ自立的に行えるよう、重要施策として位置づけ、リーディング事

業の実施や、事業全体のコーディネートを行う。 

 

【千葉の里山･森づくり通貨(案)】 

  県民や企業が植林や森林整備、里山管理などの人手による協力や土地の提供によってプ

ロジェクトに参加した場合、相応の金銭換算を行い、千葉の里山･森づくり通貨を支払う。 

  これにより、県民や企業の協力の促進が図られ、新たな参加者層の取り込み・拡大が期

待できる。本通貨の用途として、一般県民においては、参画企業の提携商品や植林用苗木

の購入、イベントへの参加費用などとして利用でき、企業においては年会費、広告宣伝料、

スポンサー権料などに充当できるようにすることが考えられる。 

将来的には地元飲食店や土産店などとプロジェクト提携を行い、通貨の用途拡大、地域

ぐるみの千葉の森づくり通貨の展開が図られることを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）事業効果 

➣ 県民の里山･森づくりへの参画促進、意識の高揚 

・人･自然･文化の調和･共存をみんなで体験･体感      

➣ 自然･文化を学び育てる交流の場としての活用促進 

・子供からお年寄りまで幅広い利用者層の利活用、交流の場づくり 

 

  ➼ 通貨単位は「フィーユ；Ｆeuille」（仮称） ☞ 語源：仏語で「葉」を意味する。 

  ➼ プロジェクトへの県民参加者層の拡大をねらい、地域の活性化を図る。  

   10Fｅｕｉｌｌｅ

里山･森林整備などの作業に参加  通貨「フィーユ」の受け取り  

● 千葉の里山･森づくり通貨の運営イメージ 

提携商品や苗木等と交換  
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➣ 様々な新しい緑化保全手法の開発促進 

・房総の固有の植生を調査･復元 

   ➣ 企業の社会・地域活動参画促進 

・県民･NPO、企業、行政の交流･協働体制による新しい形での地域づくりへの参画 

 

４）今後の取組みの方向 

  本事業の推進にあたっては、里山や森林の現状を調査･把握しつつ、地元との調整や推進

組織の整備など、次に掲げる課題に早期に取組み、積極的な事業展開を図っていく。 
➣ 県民や企業が参画し易く、継続できる仕組みづくりのさらなる検討 

➣ 事業推進組織の整備 

・県民･NPO､企業､行政､学識者等の自由な参画による、運営コーディネート組織の設置･運営  

➣ 地元との調整等による候補地の選定 

➣ 既存制度･施策等との関連性の整理 

・緑化協定、千葉県里山条例関連、都市計画、国土利用計画等との関連性の整理  

・国や市町村等の緑化関連施策等との連携  

    ➣ エコマネーの検討 

➣ 千葉の里山･森づくり等についての愛称募集･確定 

➣ 里山や森林の現状調査に基づく事業計画の立案と実施 等 
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Ⅳ 戦略の推進に向けて 
 
１ 今後の取り組み方向 

 「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」に掲げた施策は、いずれも、京葉臨海コン

ビナート地域の継続的な発展のために重要な施策であり、できるだけ早期に取り組む必要が

あるが、施策をとりまく社会経済情勢等や、施策を進めるための技術的ハードルや連携規模

の大きさ、投資額等の違いから、実現までの期間にはある程度の差異が生じることは止むを

得ないものと思われる。 
 京葉臨海コンビナートの国家的な重要性や、持続的な発展を図るための国際競争力強化・

地域共生の必要性に対する認識は今回の検討を通して、共有された。このことを踏まえ、今

後中長期なシナリオのもと段階的に実行していくためには、各課題別に推進のためのロード

マップ的なものが必要となってくる。 
図表Ⅳ-1-1及び図表Ⅳ-1-2に、戦略実現に向けてのステップのイメージ図を示す。 
なお、これは、固定的なものではなく、今後の社会経済情勢の変化や技術革新の進展により、

適宜ステップや相互の施策の関係を見直していく必要がある。 
 
図表Ⅳ-1-1 戦略実現に向けてのステップ（イメージ、競争力強化分野） 

 

 
 

◆ 極低温冷熱をエチレン液化で利用（エチレンをＬＮＧ 
基地で液化し 出荷） 

◆ 副生水素の徹底回収と活用（RINGⅢで実施） 

◆ 高効率設備にリニューアルし蒸気供給 

◆ 
大型水素製造装置への集約運転 ◆ 
水素パイプライン整備 

◆ 
鉄鋼ＣＯＧの有効活用 ◆ 
水素パイプラインネットワーク増強 ◆ 
共同大型水素供給センター運用 

実現性検討 

冷熱 

熱電 

重質留分 

水素 

本格導入 

実現性検討 実証 本格導入 

実現性検討 実証 本格導入 

実現性検討 本格導入 

実現性検討 本格導入 

実現性検討 本格導入 ◆ 環境調和型ボイラの共同出資事業体による建設運用 
 

◆ 共同重油分解プロセスの導入 
実現性検討 

（コーカー、ガス化等の検討） 

 

実証 
 

本格導入 
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図表Ⅳ-1-2 戦略実現に向けてのステップ（イメージ、地域共生分野） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★体制・事業計画づくり 推進会議の 

設置 

事 業 計 画

立案 

事業実施 一部運用

開始 

★個別事業 

事業スキーム 

検討 

環境調和型地

域づくり 

 

★環境調和型ボイラの地域活用 実現性検討 本格導入 

★水素エネルギーの地域への供給 

（ステップ１需要創出） 

産業観光 

地域づくり 
★産業観光推進体制整備 体制整備 運営開始 

★中核施設の整備 実現性検討 施設整備 運営開始 

★水素エネルギーの地域への供給 

（ステップ２供給） 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ設立 

実用供給試験 

需要創出 

実用供給 

 

供給開始 

千葉の森づく

り 

地球環境研究

拠点づくり 
★拠点施設整備 関係機関の 

連携強化 

実 現 性 検

討 

施設整備 運営開始 
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２ 推進体制 

（１）戦略推進のための委員会設置 

戦略推進体制としては、県が主体となって、「エネルギーフロントランナーちば推進戦

略」を推進する運営委員会を、京葉臨海コンビナート地域主要１１社の参加を得て設置し、

コンビナート地域に立地する他の企業にも必要に応じてプロジェクトへの参加を呼びか

けるとともに、地元自治体との協力・連携も深めながら、戦略を強力に推進していく。 
 （２）個別プロジェクトの推進 

戦略に盛り込まれた競争力分野の個別プロジェクトの展開にあたっては、参加企業が

連携して事業化に取り組んでいくが、その際、各企業のメリットや負担の必要性などを

考慮しながら、事業運営の受け皿となる共同の事業主体や運営母体を設立することによ

り、負担の共有やメリットの最大化を図ることを検討していくことも必要である。 
  一方、地域との共生に係るプロジェクトについては、産業観光・環境教育・実践型教

育推進モデル地域づくりに不可欠なコーディネート組織など、県が中心的な役割を果た

して、推進体制を整備し、具体化を推進する。 
（３）県における推進体制 

県では、本構想の重要性を踏まえ、早急に、部局横断的な知事直属の庁内組織を設置

し、「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」の着実な事業化に取り組んでいく。 
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「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」策定委員会設置要綱 

 

（設置）  
第１条 この要綱は、「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」（以下「プラン」

という。）の策定に資することを目的として設置するエネルギーフロントランナーちば

推進戦略策定委員会（以下「委員会」という。）の設置、所掌事務、運営等について必

要な事項を定める。 
 
（所掌事務）  
第２条 委員会の所掌事務は､次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）プラン策定に係る調査等に関し評価検討すること。 
（２）プラン策定に係る資料に関し助言すること。 
（３）その他プラン策定に関し検討し、意見を述べること。 

 
（検討事項）  
第３条 委員会の検討事項は､次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）企業間連携によるエネルギーの効率化･安定供給等による、臨海コンビナート地域の

競争力強化に関すること。 
（２）環境と経済の調和した地域づくりに関すること。 
（３）その他プラン策定に関すること。 

 
（委員）  
第４条 委員会は､エネルギー対策等に関する専門知識、または実務経験を有する学識経験者､

エネルギー事業者、民間企業関係者、行政機関関係者の中から､別表１に掲げる者をも

って構成する。 
 
（運営）  
第５条 委員会に委員長１名を置く。 
 ２ 委員長は､委員の互選によって定める。 
 ３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
   
（会議等）  
第６条 委員会の会議は､委員長が召集し､その座長となる。 
   ２ 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 
  
（オブザーバー）  
第７条 委員会は、別表２に掲げる機関からオブザーバーとして職員の出席を求めることが

できる。 
  ２ オブザーバーは、委員会の会議において意見を述べることができる。 
 
（専門部会）  
第８条 委員会は、個別事案について検討するため、必要に応じ専門部会を設置することが

できる。 
２ 専門部会の組織及び運営については委員長が定める。 

 
（事務局）  
第９条 委員会の庶務は、千葉県商工労働部経済政策課において行う。 
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（その他の事項）  
第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 
 
附則 この要綱は、平成１８年１１月３０日から施行する。 
 
別表１ 
 

分  野 構    成    等 

学識経験者 ２名 

石油精製、石油化学産業 コスモ石油㈱、丸善石油化学㈱、極東石油工業㈱、 

三井化学㈱、出光興産㈱、富士石油㈱、住友化学㈱ 

から各１名を選任 

鉄鋼産業 ＪＦＥスチール㈱、新日本製鉄㈱ 

から各１名を選任 

エネルギー産業 東京電力㈱、東京ガス㈱ 

から各１名を選任 
 
 
 
別表２ 

所            属 

経済産業省 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 
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「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 開催状況 
 
第１回 
 日  時：平成 18 年 11 月 30 日（木） 
  場  所：三井ガーデンホテル千葉 天平の間 
議  事：（１）京葉臨海コンビナート地域の現状と課題について            

（２）省エネルギー・新エネルギー対策について               
（３）千葉地区コンビナート ＲＩＮＧ事業について             
（４）意見交換 

委員 
所  属 職  氏  名 備  考 

東京大学 
社会科学研究所 教授 橘川 武郎 委員長 

新潟産業大学 学長 吉田 邦夫 欠席 

出光興産㈱ 代表取締役 副社長 原田 征夫 代理：常務取締役  
    大宮 秀一 

極東石油工業㈱ 常務執行役員・経営統轄本部長 原  道夫  

コスモ石油㈱ 常務取締役 古薗 雅英 代理：執行役員所長代理 
    兼松 正史 

住友化学㈱ 取締役常務執行役員 亀井 康夫 代理：千葉工場長  
小中 力 

富士石油㈱ 常務取締役 斉藤 日出雄  
丸善石油化学㈱ 代表取締役副社長 吉田 寿夫  
三井化学㈱ 常務取締役 佐野 景一  

ＪＦＥスチール㈱ 専務執行役員 東日本製鉄所副所長 狩野 久宣 代理：エネルギー部長 
天野 忍 

新日本製鉄㈱ 常務執行役員 君津製鐵所長 中村 皓一  
東京ガス㈱ 代表取締役（兼副社長執行役員） 草野 成郎  
東京電力㈱ 常務取締役販売営業本部副本部長 木村 滋  
 
オブザーバー 

所        属 職  氏  名 
省エネルギー・新エネルギー部 部長 上田 隆之 
資源・燃料部石油精製備蓄課 課長 高田 修三 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省・新部省エネルギー対策課 課長 三木 健 
 製造産業局化学課 課長 山根 啓 
（独）新エネルギー・産業技術
総合開発機構 エネルギー・環境技術本部 参事 小井沢 和明 
 
（県） 
知事 堂本 暁子 
商工労働部長 飯田 耕一 
政策調整担当部長 中沢 則夫 
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第２回 
 日  時：平成１９年２月１９日（月）１３:３０～ 
場  所：プラザ菜の花 ３階大会議室「菜の花」 
 議  事：（１）今後の進め方・スケジュール（案）について 

（２）「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」中間取
りまとめ（案）について 

       ①中間取りまとめの概要について 
②競争力の強化に向けた企業間連携の具体策について 

        ・冷熱の活用について       ・熱電の共用について 
        ・重質留分の活用について   ・水素の活用について 

・その他競争力強化のために必要な取組について 
       ③京葉臨海コンビナートと地域との共生について 

委 員 
所  属 職  氏  名 備  考 

東京大学 
社会科学研究所 教授 橘川 武郎 委員長 

東京大学 名誉教授 吉田 邦夫  
出光興産㈱ 代表取締役 副社長 原田 征夫  
極東石油工業㈱ 常務執行役員・経営統轄本部長 原  道夫  
コスモ石油㈱ 常務取締役 古薗 雅英  

住友化学㈱ 取締役常務執行役員 亀井 康夫 代理：理事千葉工場長  
小中 力 

富士石油㈱ 常務取締役 斉藤 日出雄  
丸善石油化学㈱ 代表取締役副社長 吉田 寿夫  
三井化学㈱ 常務取締役 佐野 景一  
ＪＦＥスチール㈱ 専務執行役員 東日本製鉄所副所長 狩野 久宣  
新日本製鐵㈱ 常務執行役員 君津製鐵所長 中村 皓一  
東京ガス㈱ 代表取締役（兼副社長執行役員） 草野 成郎  
東京電力㈱ 常務取締役販売営業本部副本部長 木村 滋  
 
オブザーバー 

所        属 職  氏  名 
省エネルギー・新エネルギー部 部長 上田 隆之 経済産業省 資源エネルギー庁 

省・新部省エネルギー対策課 課長 三木 健 
 製造産業局化学課 課長補佐  渡邊 桂一 
（独）新エネルギー・産業技術
総合開発機構 エネルギー・環境技術本部 参事 小井沢 和明 
 
（県） 
知事 堂本 暁子 
商工労働部長 飯田 耕一 
政策調整担当部長 中沢 則夫 



 

 61 

第３回 
 日  時：平成１９年６月７日（木）１５:００～ 
場  所：オークラ千葉ホテル ３階「ウィンザー」 
 議  事：（１）「エネルギーフロントランナーちば推進戦略（仮称）」（案）に

ついて 
（２）戦略の展開について 

共同宣言  
 
委 員 
所  属 職  氏  名 備  考 

一橋大学大学院 商学研究科 教授 橘川 武郎 委員長 
東京大学 名誉教授 吉田 邦夫  
出光興産㈱ 代表取締役 副社長 原田 征夫  
極東石油工業㈱ 常務執行役員・経営統轄本部長 原  道夫  
コスモ石油㈱ 常務取締役 古薗 雅英  

住友化学㈱ 取締役常務執行役員 亀井 康夫 代理：理事千葉工場長  
小中 力 

富士石油㈱ 常務取締役 斉藤 日出雄  
丸善石油化学㈱ 代表取締役副社長 吉田 寿夫  

三井化学㈱ 常務執行役員 
基礎化学品事業本部副本部長 中川 淳一   

ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員 東日本製鉄所副所長 松田 明  

新日本製鐵㈱ 常務執行役員 君津製鐵所長 黒木 啓介  

東京ガス㈱ 常務執行役員 
エネルギーソリューション本部長 村木 茂  

東京電力㈱ 常務取締役販売営業本部副本部長 木村 滋  
 
オブザーバー 

所        属 職  氏  名 
省エネルギー・新エネルギー部 部長 上田 隆之 
資源・燃料部石油精製備蓄課 課長 高田 修三 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省・新部省エネルギー対策課 課長 三木 健 
 製造産業局化学課 課長補佐  中田 祐宣 
（独）新エネルギー・産業技術
総合開発機構 エネルギー・環境技術本部 参事 小井沢 和明 
 
（県） 
知事 堂本 暁子 
政策調整担当部長 中沢 則夫 
商工労働部次長 水澤 千秋 

 


