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1. 戦略設定の背景と趣旨 
 
1.1. 背景と意義 

 
日本最大の素材・エネルギー型産業が集積する京葉臨海コンビナートは、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、昭和２６年の川崎製鉄
株式会社の千葉市進出を皮切りに、昭和３０年代後半から４０年代にかけて石油精製、石油化

学、鉄鋼、電力、ガスなどの企業が立地集積することにより成り立っている。 

近年、原油価格高騰等のエネルギー安定供給上の課題に対応し、二酸化炭素排出量の削減な

どの環境対応を進める上で、省エネルギーの推進や新エネルギーの活用は、重要な課題である。

このため、企業の技術革新と地域ぐるみによる省エネ・環境調和型の都市・地域構造の構築を

国内全体に広め、定着させていくことが必要となっている。 

各社においては、これまでに省エネルギー分野の技術革新、先進的な省エネルギー設備・機

器の開発･導入等を積極的に推進しており、一企業だけでの省エネルギーはやり尽くした感が

ある。今後は企業間の連携による省エネルギー事業を推進し、省エネルギーの質的転換を図っ

ていくとともに、新エネルギーの活用、環境面での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大きく貢献していく必要がある。 

他方、アジア諸国におけるコンビナート設備の増強等により、将来の国際競争力の低下が懸

念されている中で、この京葉臨海コンビナートに集積する素材産業はエネルギー･資源の多消

費型産業であり、省エネルギーを一層推進することはコスト削減に直結し、グローバル競争下

における競争力向上の観点からも重要な課題となっている。 

 
 
1.2. 省エネルギー編策定趣旨 
 
千葉県では、地球温暖化対策を推進するため、平成１２年に「千葉県地球温暖化防止計画」

を策定（平成１８年改訂）し、地方の立場から温室効果ガスの排出削減を進めてきたところで

ある。 

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  
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また、平成１８年には「千葉新産業振興戦略」を策定し、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とともに、「千葉県新エネルギー産業の集積促進に向けたプラン」

を策定し、新エネルギーの産業振興と導入促進を図ることとしている。 

本戦略は、コンビナート立地企業と国、千葉県等との連携により、これまで取り組んできた

地球温暖化防止計画やＲＩＮＧ事業の成果等を踏まえつつ、エネルギーの安定供給、地域・企

業間の連携による省エネルギー等によるエネルギーの効率化、環境と経済の両立を持続的に実

現するモデル的な地域づくり等について議論し、産業活性化と環境調和型地域の両立を目指す

千葉県の、日本の先進モデルとしての将来像とその実現の道筋を提示するものであり、本編は

省エネルギーに関連するテーマを中心にとりまとめたものである。 

 
 
1.3. 省エネルギー編の検討体制 
 
検討にあたっては、エネルギーフロントランナーちば推進戦略エネルギー編の策定母体と

して平成 18年 11月に「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」策定委員会を設置した。
また平成 17年 12月に設立された「京葉臨海コンビナート連携協議会」を専門部会として定
め、具体的な検討を下記のとおり進めてきた。 
 
（１）「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」策定委員会開催日 

第１回開催 平成 18年 11月 30日 
第２回開催 平成 19年 2 月 19日 
 

（２）京葉臨海コンビナート連携協議会開催日 
第１回開催 平成 18年 12月  7日 アクションプログラム策定部会 
第２回開催 平成 18年 12月 21日   同 
第３回開催 平成 19年 1 月 18日    同 
第４回開催 平成 19年 2月  2日      
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2. 京葉臨海コンビナート地域の省エネルギーに関する取り

組みの現状と課題 
 
2.1. 地域の概要 

 
 京葉臨海コンビナート地域は、エネルギーの大消費地である首都圏や千葉港・木更津港、

新東京国際空港、東京国際空港などの物流の集積地に近接しており、市原市・袖ヶ浦市の臨

海部に立地した石油・石油化学の企業群が４つのコンビナートを形成している。 
これを中心として２つの鉄鋼一貫製鉄所、５つの火力発電所、一つのＬＮＧ基地が立地し

ており、現在、約 6,000ヘクタールの敷地に 237の企業群が集積している。 
 

図表 2.1-1 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

ＪＦＥＪＦＥ

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 2.1-2 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 

 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 5

平成１９年２月

（１）我が国製造業における位置付け 

 千葉（京葉臨海）コンビナートは、石油精製、石油化学、鉄鋼、電力、ガス等の企業立地

が集積する我が国最大規模のエネルギー・素材産業地域である。同コンビナートにおける化

学・石油・鉄鋼等の基礎素材型が製造業出荷額全体に占める割合は 80%を超える。（図表 2.1-3
参照） 
 全国のコンビナートの工業出荷額 22.2 兆円であり、わが国製造業全体の出荷額 284 兆円
の約 8％を占める。この中で、京葉臨海コンビナート地域の出荷額は約 5.7 兆円であり、他
を大きく引き離して第１位でである。これは我が国コンビナート全体の約 26%を占め、また
我が国製造業全体の約 2%を占めている。 
  

図表 2.1-3 京葉臨海コンビナートへの企業集積状況と出荷額構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 2.1-4 我が国コンビナート地区の工業出荷額 

 

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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（２）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 

 京葉臨海コンビナートは世界最大規模のエネルギー・素材産業の集積地である。（図表 2.1-5
参照） 
 本コンビナート地域に関する特徴的な数値の例を以下に示す。 
 

・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） 

 

図表 2.1-5 世界一のＬＮＧ貯蔵基地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)
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（３）主要製品生産量 

京葉臨海コンビナート地域における石油精製、石油化学、鉄鋼等産業の主要企業による原

料等の使用実態を図表 2.1-6に、主要製品の生産実態を図表 2.1-7～9に示す。 
図表 2.1-6 はコンビナート立地企業の原料等の使用実態を示したものである。全ての企業
の使用実績をカバーするものではないが、コンビナートにおいては年間 4000万 kl以上の原
油を消費しているのに加え、ナフサ、ＬＮＧ、その他の化石燃料、更には 9000 万トン以上
の工業用水を使用している。 
 

図表 2.1-6 コンビナート立地企業の原料等使用実態（平成 17年度） 

原料等 使用量 

原油 千ｋｌ 40,191

ナフサ 千ｋｌ  13,759

ＬＮＧ 千ｋｌ 23,704,931

その他 千ｔ 451

工業用水  万ｔ 10,412

出典： 石精、石化、エネルギー産業９社へのアンケート 
 
 図 2.1-6 は、石油精製企業の各社加工工場別の白油燃料の生産実態について、全国の生産
量に対する生産量割合も併せて示したものである。揮発油は全国比の 15％弱、灯・軽・A重
油の中間３品も 17％強となっている。トッパーの生産規模比率では、全国比 30％であるの
で、これらの製品の生産比率は低めである。一方、ジェット燃料は全国比 35.2％と高い。 

 
図表 2.1-7 コンビナート立地企業の主要製品生産実態（石油精製） 

原料等 
揮発油 

千ｋｌ 

ジェット燃料

千ｋｌ 

灯油 

千ｋｌ 

軽油 

千ｋｌ 

Ａ重油 

千ｋｌ 

千葉地区合計 8,606 3,555 4,061 8,272 3,556

全国生産量 58,050 10,087 27,044 38,425 29,261

対全国生産量割合 14.8％ 35.2％ 15.0％ 21.5％ 12.2％

出典：平成 17年度版石油資料等に基づき作成 
 
 図表 2.1-8及び 9は、化学品工場のエチレン、プロピレンと主要基礎化学品の生産実態を
示したものである。エチレン、プロピレンとも全国比 30％弱の生産量で若干プロピレン生産
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量の比率が高い。 
 また、基礎化学品は低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、が 40％
前後の全国生産費であるが、塩化ビニルモノマーの生産割合が低い。また、スチレンモノマ

ーは 35％程度である。 
 

図表 2.1-8 コンビナート立地企業の主要基礎化学品生産実態（石油化学） 
企業

エチレン プロピレン
（千トン） （千トン）

E社 416 374
F社 404 456
G社 570 396
H社 493 312
合計 1883 1538
全国計 6806 5160
割合 27.7% 29.8%

主要製品

 
出典： 日本の石油化学工業 2007（重化学工業通信社）より作成 

 

図表 2.1-9 コンビナート立地企業の主要基礎化学品生産実態（石油化学） 

企業
低密度ポリエチレン高密度ポリエチレン ポリプロピレン 塩化ビニルモノマー スチレンモノマー

（千トン） （千トン） （千トン） （千トン） （千トン）
E社 305 0 386 0 412
F社 60 130 400 0 250
G社 403 208 224 0 0
H社 197 174 330 200 510
合計 965 512 1340 200 1172
全国計 2325 1285 3148 3440 3310
割合 41.5% 39.8% 42.6% 5.8% 35.4%

主要製品

 

出典： 日本の石油化学工業 2007：重化学工業通信社及び化学経済より作成 
 

 図表 2.1-10は千葉地区に立地する製鉄所の粗鋼生産量を示したものである。千葉地区の粗
鋼生産量は全国比 13%を占めている。 
 

図表 2.1-10 コンビナート立地企業の主要製品生産実態（鉄鋼等） 

原料等 
粗鋼生産量 

千トン 

千葉地区合計 14,000

全国生産量 112,471

対全国生産量割合 12.4％

出典： 各社インターネットホームページデータより作成 
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（４）アジア圏における最大規模の石油・化学コンビナートとしての特徴 

 京葉臨海コンビナートはアジア圏の代表的な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、エチレン処理能力で第２位に位置付けられ、総合的な能力でトップク

ラスの規模を誇っている。（図表 2.1-11参照） 
 
図表 2.1-11 アジア圏の大規模石油化学コンビナートにおける千葉（京葉臨海）の位置付け 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）首都圏の民生大消費地への近接性 

 京葉臨海コンビナートは、人口約4300万人の首都圏という民生大消費地に近接しており、
製品やエネルギーをそこに供給する上で、極めて有利な立地条件にある。いわば世界最大級

の都市隣接型総合コンビナートである。ちなみに、同コンビナートは首都圏の電力供給基地

としての役割を果たしており、発生電力量のうち千葉県内消費は約 38%であり、60％以上を
他県に供給している（図表 2.1-12 参照）。また、同コンビナートの発生電力量は全国電気事
業用火力発電量の約 16％に相当する。 
 

図表 2.1-12 首都圏の電力供給基地としての役割 
 

 

 

 

 

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
代表ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

千葉 日本

韓国麗川

麦寮 台湾

上海 中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ｼﾞｬﾑﾅｶﾞｰﾙ（印）

ｼﾞｭﾍﾞｰﾙ（ｻｳｼﾞ）

原油処理 ｴﾁﾚﾝ分解

万ＢＤ能力 万ﾄﾝ/年

８３（４） ２４７（５）

６５（１） ２８０（３）

４５ （１） １９０（１）

１３０（４） ９３（１）

１２９（４） １８８（２）

６０（１） （ﾊｼﾞﾗ７５：１）

３０（１） ２３０（１）

（括弧内：企業数）

代表ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ

千葉 日本

韓国麗川

麦寮 台湾

上海 中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ｼﾞｬﾑﾅｶﾞｰﾙ（印）

ｼﾞｭﾍﾞｰﾙ（ｻｳｼﾞ）

原油処理 ｴﾁﾚﾝ分解

万ＢＤ能力 万ﾄﾝ/年

８３（４） ２４７（５）

６５（１） ２８０（３）

４５ （１） １９０（１）

１３０（４） ９３（１）

１２９（４） １８８（２）

６０（１） （ﾊｼﾞﾗ７５：１）

３０（１） ２３０（１）

（括弧内：企業数）

麗水

92,890,078発生電力量

35,717,776県内電力消費量

電力量

(千ｋWh)

92,890,078発生電力量

35,717,776県内電力消費量

電力量

(千ｋWh)
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（６）インフラの状況  

国際港である千葉港は、日本最大の港湾貨物取扱量（うち外国貿易 60％）、成田国際空港
は、空港貨物取扱量は世界２位とインフラが充実している。また、東京湾アクアラインを利

用することにより、東京国際空港に近接している。 
埋立地には緑地帯を配置し、住宅地との隔離を図っている。具体的には、平成１８年４月

より工場立地法地域準則条例を制定し、工専地域緑地率を 20％から 10％以上に緩和すると
ともに、工場敷地内外合わせて緑地率２０％以上の確保を努力するよう緑化協定の見直しを

行った。 
図表 2.1-13 市原市千種海岸付近の住宅地との隔離と緑の確保の様子 

 
 

①港湾施設等主要インフラの充実 

  京葉臨海コンビナートは、首都圏の港湾・空港等物流集積地に近接している他、コンビ

ナート地域内に日本最大の貨物取扱量を誇る千葉港を要している。主要な港湾および近接

国際空港の状況を以下に示した。 

・千葉港（国際港）：日本最大の港湾貨物取り扱い（外国貿易：６０％） 

・成田国際空港   ：空港貨物取扱量世界２位 

            千葉港頭～ジェット燃料供給パイプライン４２ｋｍ保有 

・東京国際空港   ：アクアラインを通して近接 

 
②コンビナート内のインフラ整備状況 

 京葉臨海コンビナートにおいては、石油精製、石油化学、鉄鋼、電力およびガス産業の企

業間連携の可能とする各種インフラや基盤となる設備の整備が充実している。 
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 まず、コンビナート共通導管（パイプライン）が整備され、これを介して石化製品等の企

業間での融通が可能である。 

 また大規模原油シーバースを備え、石油精製企業４社共通の超大型タンカーからの原油・

ナフサ揚荷配管が整備されている。また、世界最大規模のエチレンセンターを２系列相当擁

し、川下製品のネットワークも充実している。 

 さらに、石油精製企業、石油化学企業が電力および鉄鋼企業と近接しているコンビナート

配置も、異業種間での連携を容易にしている。（図表 2.1-14参照） 
 ただ、今後の拡張性については、現状の法規制では保安距離の規制などによりこれ以上配

管を地上部分に設置することは難しく、埋設配管を行う必要があり、コスト的にもかかる事

となる。 
 

図表 2.1-14 千葉コンビナート配置および主要パイプライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士石油
192,000BPD

コスモ石油
240,000BPD

出光（化学）
38万ﾄﾝ/年

三井化学
55万ﾄﾝ/年

至木更津

東京電力
（姉崎火
力）

住友化学
38万ﾄﾝ/年

丸善石化
48万ﾄﾝ/年

至千葉

富士石油 住友化学 三井化学 極東石油 丸善石化
京葉ｴﾁﾚﾝ

コスモ
石油

東
京
電
力

東
京
電
力

Ｊ
Ｆ
Ｅ

新
日
鉄

電力

極東石油
175,000BPD

出光興産
220,000BPD

大規模原油
シーバース

京葉エチレン
68万ﾄﾝ/年

③コンビナート共通導管を介して石化製品等融通
ｴﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾗﾌｨﾈｰﾄ類、窒素・酸素
ナフサ・重油他

東京電力
（五井火
力）

①４社共通超大型タンカー
原油・ﾅﾌｻ揚荷配管４製油所 ：８３万ＢＤ （全国の約２割）

５エチレン：２４７万㌧/年（全国の約３割）

天然ガス

②世界最大規模のｴﾁﾚﾝｾﾝﾀｰ：２系列相当、川下製品ネットワーク充実

116万ﾄﾝ/年131万ﾄﾝ/年

④電力、２鉄鋼と近接

出光興産

（化学）（石油）
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（７）活用可能な生成物等 

 京葉臨海コンビナートにおける石油精製、石油化学、鉄鋼、電力およびガス産業の主要企

業が連携により活用可能な生成物等の例を図表 2.1-15に示す。 
 この内容は、京葉臨海コンビナート連携協議会アクションプログラム策定部会の議論で出

されたものである。 
 この中では、石油精製企業から重質留分（C重油など）、硫黄、廃アミンなどの処理がニー
ズとしてうかがえる。また、石油精製および化学企業から低圧蒸気も出せるところがあるこ

とがわかる。さらに、一部水素ガスについても出せるところがある。 
 また、電力会社からは蒸気が、ガス会社からはＬＮＧ冷熱についての供給可能性がうかが

える。 
 

図表 2.1-15 コンビナート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
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2.2. 京葉臨海コンビナート地域の消費エネルギーの状況 
 
ここでは、京葉臨海コンビナート地域における消費エネルギーの状況について調査する。 
調査項目は、電力、蒸気、その他の使用燃料の量とし、調査の対象は京葉臨海コンビナー

ト内の 4つのコンビナートを形成する石油精製、石油化学及びエネルギー産業の主要企業 9
社全 14工場を対象とした。 
以下に調査結果を整理して示す。 

 

（１） 電力 

コンビナート内企業の一般電気事業者を含む買電量、自家発電量、他への販売量を図表

2.2-1に示す。 
エネルギー産業を除く全ての工場において自家発電設備はそろっており、電力自給率は平

均７５％程度で、最も高い企業で９４％、反対に最も低い企業で６０％であった。電気をコ

ンビナート内で他社に供給している工場は全体の７５％に達しているが、コンビナート外に

供給している企業は無かった。 
 

図表 2.2-1 コンビナート内事業所の電力量 
単位：千ｋＷｈ  

 購入電力量 自家発電量 販売量 自己使用量 

コンビナート計 1,324,026 4,574,465 585,242 5,313,249 

原油換算 kl 336,303 1,161,914 148,651 1,349,565 

ＣＯ２換算 t 880,777 3,043,053 389,318 3,534,511 

電力の原油換算係数：0.254kl/千ｋＷｈ 

原油のＣＯ２排出係数：2.619ｔ-CO2/kl    

 

（２）蒸気 

  コンビナート内企業の蒸気の購入、生産、販売量を表 2.2-2 に示す。コンビナート全体
で消費する蒸気の約２０％程度がコンビナート内で相互に融通されている。 
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図表 2.2-2 コンビナート内事業所の蒸気量 
単位：ＧＪ  

 購入量 自己生産量 販売量 自己使用量 

コンビナート計 24,734,337 92,889,901 18,487,290 99,136,948 

原油換算 kl 650,904 2,444,471 486,508 2,608,867 

ＣＯ2 換算 ｔ 1,704,717 6,402,070 1,274,163 6,832,623 

発熱量原油換算係数：38.2GJ/kl 

原油のＣＯ２排出係数：2.619ｔ-CO2/kl    

 

（３）企業内使用燃料種と使用量 

 コンビナート内の企業が使用している燃料エネルギーの合計を表 2.2-3に示す。 
 工場内使用燃料として圧倒的に利用されているものが工場の副生油や副生ガスであるが、

いまだＣ重油の使用も多く、使用していないのは 1工場のみであった。 
 

図表 2.2-3 企業内使用燃料種と使用量 

燃料･エネルギー種類 熱 量（ＧＪ） 原油換算（kl） CO2 換算（ｔ） 

灯油 146,819 3,843 10,066

Å重油 364,376 9,539 24,982

Ｃ重油 19,473,994 509,790 1,335,141

副生油･副生ガス 173,358,938 4,538,192 11,885,525

ＬＰＧ 35,450,473 928,023 2,430,492

天然ガス 1,794,015 46,964 122,998

石炭 4,750,973 124,371 325,728

石油コークス 15,225,101 398,563 1,043,836

その他 14,454,005 378,377 990,970

合  計 265,018,694 6,937,662 18,169,737

発熱量原油換算係数：38.2GJ/kl 

原油のＣＯ２排出係数：2.619ｔ-CO2/kl    
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2.3. 京葉臨海コンビナート地域の省エネルギー事業への取組み 
 
（１）エネルギー利用合理化の取り組み 

 

京葉臨海コンビナート地域では各社が様々な方法で競争力確保のためのエネルギー利用の

合理化を図っている。 
経済産業省が進めるエネルギー使用合理化事業者支援事業は、「既設の工場、事業所におけ

る省エネルギー設備・技術の導入事業であって、コンビナート等での複数事業者連携による

大規模省エネルギー投資や高い省エネ効果が期待される業界一号機、高性能工業炉等の導入

など、費用対効果や政策的意義の高い省エネルギー投資を支援」するものである。 
図表 2.3-1 に示すとおり、千葉県では京葉臨海コンビナートを中心に多数の採択プロジェ

クトがある。採択案件の平成 18年度補助金額は約 12億円であり、後年度負担も入れた投資
計画においては約 71 億円の補助が予定されていることからも、エネルギー使用合理化の動
きが活性化していることが伺える。 
  

図表 2.3-1 平成 18年度「エネルギー使用合理化事業者支援事業（第１次公募）」 
における千葉県採択案件 

NO 事業の名称 事業者名 実施場所 実施内容 
1 ESCO方式による大型天

然ガス焚きコージェネレ

ーション設備導入による

複数事業者連携省エネル

ギー事業 

三井化学㈱／

JSR㈱／東電工
業㈱ 

千葉県市原市

千種海岸 3 番
地 

本事業は、最新鋭・高効率の大型天然ガス焚きガス

タービン・コージェネレーション設備を導入し、隣

接事業者との電気・蒸気の連携及び遠隔事業所との

広域な燃料連携を行うことにより大幅な省エネル

ギーを実現するものである。 
2 新型炉導入等によるエチ

レンプラントのエネルギ

ー使用合理化事業 

丸善石油化学㈱ 千葉県市原市

五井南海岸 3
エチレンプラントにおける、熱効率の優れた新型分

解炉導入等による分解炉熱効率の改善、熱交換器の

増設による熱回収量の強化、ならびに超高圧過熱蒸

気の動力回収タービンの改造を行い、工場全体のエ

ネルギー使用量を削減する。 
3 天然ガスを燃料とするガ

スタービン・コージェネ

レーション導入による省

エネルギー事業 

旭硝子㈱ 千葉県市原市

五井海岸 10
番地 

既設のガスタービン・コージェネレーション設備

を、高効率、天然ガス専焼の設備に置き換えること

により、エネルギーの削減および CO2 の削減を図
る。 

4 ダストリサイクル設備に

おける排熱回収ボイラシ

ステム導入による省エネ

ルギー事業 

新日本製鐵㈱ 千葉県君津市

君津 1番地 
ダストリサイクル設備の新設に伴い、この設備に排

熱回収ボイラを設置し、蒸気を回収することにより

省エネルギーを図る。 

5 パートナーシップによる

陸上輸送からフェリーパ

ージ輸送へのモーダルシ

フトによる省エネルギー

事業 

日鐵物流君津㈱

／京葉鉄鋼埠頭

㈱／新日本製鐵

㈱ 

千葉県市川市

高谷新町 5 
鋼材流通基地（市川市）から君津方面へ陸送輸送さ

れている鋼材製品を、君津～市川間で運航されてい

るフェリーバージの帰便海上輸送とするモーダル

シフトで、実施にあたり、輸送中の品質保全の目的

で輸送用シャーシを幌型に改造する。 
6 パートナーシップにおけ

るバラ積み 29tトレーラ
の導入による鉄鋼鋼材輸

送効率化を促進する省エ

東日本運輸㈱／

JFEスチール㈱
／JFE物流㈱／
他 22社 

千葉県千葉市

中央区新浜町

1 

JFE物流は構造的な革新を実現すべく新型29tトレ
ーラを実機化させた。本事業は、この車両を荷主

（JFEスチール）と共同で広く普及する為、各輸送
事業者を募集し、鉄鋼鋼材輸送効率化を促進するこ
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ネルギー事業 とで省エネを図る。 
7 高効率酸素圧縮機導入に

よる省エネルギー事業 
大陽日酸㈱／㈱

千葉サンソセン

ター 

千葉県市原市

五井海岸 5 番
地 

酸素ガス供給用の圧縮機において、複数台の小型圧

縮機から高効率の圧縮機 1台に集約することで省エ
ネを図る。 

8 温泉からの副産物として

大気放出されている天然

ガスの有効利用によるス

ーパー銭湯の省エネルギ

ー対策 

㈱自然堂 千葉県柏市大

山台 1－18 
本事業は、温泉井戸から副産物として得られ、これ

まで大気放出されていた天然ガスにより、ガスエン

ジン・コージェネレーションシステムを運転し、得

られた電気と熱によりスーパー銭湯の省エネを図

るものである。 
9 廃プラ焼却炉排熱ボイラ

導入による省エネルギー

事業 

朋和産業㈱ 千葉県旭市さ

くら台 1 番地
4号 

焼却炉ボイラの排熱を蒸気エネルギーに熱源利用

し、従来の燃料（LPG）の削減を図ることを目的と
する。 

10 デジタル式 GPS－AVM
システム普及による省エ

ネルギー事業 

三ツ矢タクシー

㈱ 
千葉県千葉市

美 浜区 新港

210 

タクシーの配車効率を向上し空車タクシーの走行

距離の削減を図るためデジタル式 GPS－AVMシス
テムを導入し省エネルギー化を図る。あわせて運転

者への指導教育を通じ無用なアイドリング防止等

エコドライブの実現により省エネルギー化を推進

する。 
11 樹脂バルク物流の大型

化・拡大による省エネル

ギー事業 

住友化学㈱／㈱

エスエルシー運

輸東日本／セン

コー㈱ 

千葉県市原市

姉崎海岸 5－
1 

樹脂のバルク物流は 10 トンホッパーコンテナで運
用してきたが、物流効率化、環境負荷削減のため、

16 トンシーバルクコンテナを導入し更に充填設備
の新設、保管場の新設、シャーシの導入等インフラ

の整備により樹脂バルク物流の大型化・拡大するこ

とで省エネを図る。 
12 施設園芸における高効率

暖房機導入による省エネ

ルギー事業 

西印旛農業協同

組合 
千葉県印西市

西の原 4－3 
既設の暖房機を高効率暖房機に更新することによ

り、省エネを図る。 

13 施設園芸における高効率

暖房機導入による省エネ

ルギー事業 

ちばみどり農業

協同組合 
千葉県旭市口

の 1549－1 
既設の暖房機を高効率暖房機に更新することによ

り、省エネを図る。 

14 施設園芸における高効率

暖房機導入による省エネ

ルギー事業 

丸朝園芸農業協

同組合 
千葉県山武郡

芝 山町 山田

1723 

既設の暖房機を高効率暖房機に更新することによ

り、省エネを図る。 

15 施設園芸における高効率

暖房機導入による省エネ

ルギー事業 

君津市農業協同

組合 
千葉県君津市

久保 1－4－1
既設の暖房機を高効率暖房機に更新することによ

り、省エネを図る。 

採択補助金額合計：約 71億円（うち、平成 18年度補助金額：約 12億円） 
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（２）RING事業の取組み 

「石油コンビナート高度統合運営技術研究組合」は、石油産業及び石油化学産業等の 20

社により平成 12年 5月に設立され、コンビナートの国際競争力強化を目指して「コンビナー

ト・ルネッサンス事業」を開始した。 

 千葉地区におけるＲＩＮＧ事業の展開としては、平成 15～17 年度において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、およ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。参加企業との関連は図表の通りである。以下に、各

事業の詳細等について示す。 
 

図表 2.3-2 ＲＩＮＧ事業の展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①ＲＩＮＧⅡ 

ア．コンビナート先端的複合生産技術開発 

石油精製及び複数の石油化学工場において多成分のナフサ留分から高オクタン価の環境低

負荷型ガソリン､石化原料用ナフサ等を効率的に精製し､一貫した安定運転制御技術､コンビ

ナートの生産・エネルギーの効率化を可能とする技術を開発するとともに、重質油やＣ４オ

レフィン等の余剰留分を原料とし、高効率石精・石化の原料・製品の生産を可能とする研究

を実施した。（図表 2.3-3参照） 
実証化完了後は、省エネ１０,０００ｋｌ／年（原油換算）、ＣO２排出量削減２７,０００
トン／年の効果が見込まれる。 
また、省エネ型精密蒸留技術開発、安定運転制御技術開発、最適調合システム技術開発お

よびコンビナート先端的最適生産システムの研究により基本的な性能・機能確認を行い、多

くの成果と新たな知見を得ることができた。（特許出願 ８件、学会発表等 ７件） 
ここで開発された精密蒸留技術、安定運転制御技術等は、石油精製・石油化学分野におい

て、幅広く適用が可能である。今後、連続運転データの収集、解析を行い実証化を進める。

◆ＲＩＮＧⅡ（Ｈ１５～１７年度）

◆ＲＩＮＧⅢ（Ｈ１８～２１年度）

①姉崎地区：コンビナート先端的複合生産技術開発
出光興産、出光石化、三井化学、住友化学

②五井地区：副生成物高度異性化統合製造技術開発
コスモ石油、丸善石化

コンビナート副生成物・水素統合精製技術開発
出光興産、コスモ石油、極東石油、
三井化学、住友化学、丸善石化、大陽日酸
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また、最適生産システムの研究開発で得られたデータから実証化に向けた研究を実施する予

定となっている。 
 

図表 2.3-3 コンビナート先端的複合生産技術開発の概念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ ３年間の技術開発により、石油・石化コンビナートの原料・製品の一貫した高効率供給・
生産体制構築の基盤を確立した。 

 
 

イ．副生成物高度異性化統合製造技術開発 

副生成物高度異性化統合製造技術開発においては、長期の連続運転を安定的に行えるＣ６

～Ｃ８留分ラフィネートの高度異性化プロセス技術開発として、Ｃ７分解抑制触媒技術に関

わるＣ７分解抑制触媒の開発・選定、原料組成と触媒活性との反応性影響評価、触媒寿命評

価等の技術開発を実施した。これとともに、異性化ガソリン製造の芳香族留分阻害成分を除

去するための芳香族抽出プロセス技術の開発を実施した。（図表 2.3-3参照） 
実証化研究により、高度異性化触媒開発として触媒寿命 2年および環境調和型ガソリン基
材の性状確認を行い、当初目標を達成できた。 
これにより､従来の石油精製/石油化学間の枠を越え､石油化学での石化ラフィネート余剰

問題と石油精製での環境調和型ガソリン製造の課題を同時解決に目処がついたことの意義は

大きい。（特許出願 ６件、学会発表等 ８件）  
実証化完了後は、省エネ ３，４００ｋｌ／年（原油換算）、ＣＯ２排出量削減 ９，０００

トン／年の効果が見込まれる。 
また、波及可能性として、エチレンクラッカーがある石油・石油化学コンビナートでの本

開発技術の適用が期待できる。 

石油精製

精製装置

Ｃ４オレフィン
重質油等

ナフサ

イソパラフィン

ノルマルパラフィン

接
触
分
解

環
境
低
負
荷
型
燃
料

精
密
蒸
留

石油化学

芳香族

プロピレン

エチレン装置
ＢＴＸ装置

ラフィネート

重質ナフサ

高度統合生産

先端的最適生産
出光興産、三井化学、住友化学

一
塔
式
省
エ
ネ
型
精
密
蒸
留
塔

（
多
成
分
系
の
蒸
留
）

環境低負荷型
ガソリン

高付加価値石化原料・製品を最大効率で
生産できる最適生産研究

（高ｵｸﾀﾝ価ｶﾞｿﾘﾝ基材）

多成分系の
１塔式蒸留塔
は世界初
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今後、本高度異性化プロセスおよび芳香族抽出プロセスについて、長期間にわたるデータ

収集・解析が行われ、予想される条件下での長期･安定運転技術および最適プロセス運転条件

が確立される予定である。 
 

図表 2.3-4 副生成物高度異性化統合製造技術開発の概念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境調和型ガソリン
製造

低硫黄分
低蒸気圧

高度異性化製造装置

エチレン装置

副生成物
（ラフィネート）

精密

蒸留
異性化

精密

蒸留
異性化

分解油

オクタン価向上

高効率

石油精製石油化学

芳香族抽出装置

C5,C6,C7
C5～C8

ＢＴＸ類 （高性能抽出）

＜異性化反応＞

ノルマルパラフィン イソパラフィン
（オクタン価 ： 20～60）

例）
c c c c c ccc c

c
c

c

コスモ石油、丸善石油化学

ｴﾁﾚﾝﾗﾌｨﾈｰﾄを原料とした
C7分解抑制型異性化は
世界初の試み
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②ＲＩＮＧⅢ 

ア.コンビナート副生物・水素統合精製技術開発 

コンビナート副生物・水素統合精製技術開発においては、コンビナート域内事業所間での

連携・機能融合の更なる高度化により、石油、石化装置から副生する未利用の分解Ｃ４留分

を原料として、クリーン燃料および高付加価値化学原料のプロピレンを高効率で生産できる

技術の開発を行う。併せて、コンビナート全域で副生する水素を集積し、大規模に高度活用

するための、高純度回収技術、安定供給システムの開発を行う。（図表 2.3-5参照） 
 

図表 2.3-5 コンビナート副生物・水素統合精製技術開発の概念 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

エチレン

プロピレン原油

石化ナフサ

石油精製 石油化学

分解Ｃ４

分解Ｃ４

高純度高圧
水素供給

副生水素

高純度水素

クリーン燃料

分解装置

常
圧
蒸
留

精製装置

分解C4成分
高度活用

副生水素

複数事業所から複数事業所への水素安定供給

副生水素
高効率回収

コンビナート全域で
副生する水素を集積

水素統合精製
高度化

プロピレン

転換

コンビナート水素マルチ安定供給システム

省エネ型
プロピレン転換

エ
チ
レ
ン
セ
ン
タ
ー

エ
チ
レ
ン
セ
ン
タ
ー

エ
チ
レ
ン
セ
ン
タ
ー

エ
チ
レ
ン
セ
ン
タ
ー

エ
チ
レ
ン
セ
ン
タ
ー

出光興産、コスモ石油、極東石油工業、三井化学、住友化学、丸善石油化学、大陽日酸
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イ.将来構想（コンビナート大規模水素供給） 

 将来的には、ＲＩＮＧ事業で開発した技術を活用し、コンビナートで副生する水素を集積

し、エネルギー大消費地である首都圏に供給し、大規模に高効率利用するとともに、環境負

荷低減に貢献するために、千葉コンビナートＣＯ2 低負荷大規模水素供給センターの整備が
構想される（概念図参照）。 
これにより、以下のような省エネ効果とＣＯ２削減効果が期待できる。 
・省エネ量（原油換算） ： ３３千ＫＬ／年 
・ＣＯ２削減量： 年間１７万トン以上 

 
 実施に向けた具体的なプロセスとして、以下の通りに進めることが考えられる。 
 

 
a. 副生水素徹底回収と活用 

     ↓ 

b. 中小水素製造装置の停止 

     ↓ 

c. 大型水素製造装置への集約運転 

     ↓ 

d. 水素供給コスト低減 

 
 
 なお、この水素供給センター構想は、海外の水素供給センターに比べて図表のような特徴

を持っている。同図表には、必要な技術開発課題を合わせて示した。 
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図表 2.3-6 千葉コンビナート水素供給センターの海外と比較した特徴等 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2.3-7 将来構想（コンビナート大規模水素供給）の概念図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ＪＦＥＪＦＥ

横浜・旭

横浜・大黒

京葉シーバース

千住

有明

移動式

コンビナート大規模水素コンビナート大規模水素

供給センター供給センター

改質オフガス改質オフガス
エチレンオフガスエチレンオフガス
電解水素電解水素

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

水素ＳＳへの供給水素ＳＳへの供給

（ローリー）（ローリー）

環境低負荷

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

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

ＪＦＥＪＦＥ

横浜・旭

横浜・大黒

京葉シーバース

千住

有明

移動式

コンビナート大規模水素コンビナート大規模水素

供給センター供給センター

改質オフガス改質オフガス
エチレンオフガスエチレンオフガス
電解水素電解水素

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

水素ＳＳへの供給水素ＳＳへの供給

（ローリー）（ローリー）

環境低負荷

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

マルチ回収
供給システム

すべて新設
各社ヘッダー
を連結活用

パイプ
ライン

ナフサ等改質

１対複数

海 外

高効率回収
副生・活用技術
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（ＣＯ２低負荷）

供給源・
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統合運営管理
安定制御

複数対複数
供給と
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技術開発課題千 葉
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統合運営管理
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技術開発課題千 葉
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2.4. 省エネルギーのための企業間連携の必要性と課題 
  
現在、石油精製４社では京葉シーバースを用いて共同荷揚を行っており、また、４エチレ

ンセンターではエチレン、プロピレン等の基礎製品の相互融通を行っているものの、エネル

ギー等の連携は部分的で、異業種間連携はほとんどされていない。 
図表 2.4-1に省エネルギーと企業間連携のイメージを示す。 
京葉臨海コンビナートを形成する企業の多くは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

に基づくエネルギー管理指定工場に指定されており、各工場はこれに基づく規準等を遵守し

ながらエネルギーの管理を行っている。しかし、もはや一企業だけの省エネはやりつくした

感があり、企業の壁を超えた連携を行うことにより、京葉臨海コンビナート地域全体で極め

て大きな省エネルギー、省資源化を推進し、コンビナート全体の競争力強化を図ることが必

要となる。 
 

図表 2.4-1に 省ネルギーと企業間連携のイメージ 
 

エネルギー消費

競争力

企
業
間
連
携

企業努力

省エネルギーと企業間連携

 
京葉臨海コンビナートが抱える大きな課題について以下に述べる。 
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（１）企業間連携の必要性 

 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は、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こと、および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）ことが主要なものである。エネルギー等での連携

は部分的であり、異業種間連携はほとんどなされていない。 
 しかし、コンビナート内の素材産業は未利用熱・未利用資源を大量に保有し、また石精･

石化･鉄鋼等の産業が隣接しており、蒸気、冷熱、各種の副生ガスが集中して発生しているた

め、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きわめて高く、またその可

能性も大きい。 
企業間連携を進めることで、地域全体の極めて大きな省エネ・省資源効果や企業を超えた

コンビナート全体の競争力強化が期待される。（図表 2.4-2参照） 
 

図表 2.4-2 京葉臨海コンビナート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 

 
京葉臨海コンビナートにおける企業間連携の目指す方向としては、エネルギー効率、生産

効率等の観点から石油精製から石化誘導品設備までの一体的な運営を早期に実現することで

ある。このため、具体的には以下のステップがある。（図表 2.4-3参照） 
・長期的な技術戦略も踏まえ、今後５～１０年を目途として、石油精製から石化誘導品設

備までの一体的な運営（Ｒ－Ｃ）を早期に実現 
・製油所のさらなる統廃合及び石油産業（エチレンクラッカー）のスクラップアンドビル

ドとあわせ、Ｒ－Ｒ、Ｃ－Ｃ連携を加速 

・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
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・共同子会社の設立
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・電力・ガス等エネルギー産業、その他の産業（鉄鋼等）との連携により、さらに相乗効

果 
 

図表 2.4-3 京葉臨海コンビナート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

  
 

（２）企業間連携にむけた京葉臨海コンビナート地域の課題 

京葉臨海コンビナート地域において企業間連携を進めるに当たっては、以下の課題への取

り組みが必要である。 
 

①設備の更新・用地の確保 

当コンビナートは完成から 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

用地の余裕が少なく、共同溝化等により各社の自由な配管を可能にし、異業種を含めた配管

網を拡大していくことが課題である。 
 
②重質留分の処理能力強化 

原油の重質化等により石油精製・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

念されており、今後は重質留分の処理能力がコンビナートの命運を決する可能性が大きい。

このような状況の中、コンビナート内の重質留分を集約し一括処理すること等、何らかの重

質留分の分解能力向上が課題である。 
 
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し、一層の省エネルギー

を図ることが求められる。この際、製造工程の副生ガス等を相互融通するとともに、廃棄物
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等の有効利用を図ることも重要である。 
また、副生水素の集積・活用によるコンビナート水素統合供給と有効利用も課題である。 
 
④原料の低廉かつ安定的供給の確保 

原油価格の高騰が続いていることなどから、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石油（ガソリン等）・石化製品（プ

ロピレン等）の生産等の柔軟性確保も課題である。 
 
 
（３）ＲＩＮＧ事業に見る企業間連携の事例 

 

①鹿島地区における副生成物高度利用統合運営技術開発 

 鹿島地区において、鹿島石油と三菱化学の R-C統合の一環。 
 石油精製および石油化学基礎化学品の生産工程で生じる副生成物を相互に融通し、石油精

製および石油化学基礎化学品の生産工程で生じる副生成物を相互に融通し高度利用を図るこ

とで、エネルギーの消費量を低減した両事業所間の設備統合運営を可能にするための最適運

営システムの開発などを行った。 
○最適運営システムの技術開発 
・最適運営シミュレーションモデル開発 
・総合情報モニタリングシステム開発 
・保全情報システム開発 
・副生成物総合融通 

 ○不飽和 LPG流分の多目的高度利用プロセス技術開発 
 
②冷熱・副生ガス総合利用最適化技術開発 

 堺・泉北地区において、東燃ゼネラル石油、新日本石油精製、大阪ガス、三井化学の連携。 
 R-C連携と他業種の連携の一環である。 
 石油精製・石油化学・都市ガス製造工場が連携し、ＬＮＧ（液化天然ガス）冷熱を最適利

用したコンビナート原料・製品の高度利用を図るとともに、水素製造装置で精製される混合

ガスから炭酸ガスを効率的に分離回収するシステムを構築した。 
 ○冷熱利用カスケードプロセスおよび蓄冷技術開発 
 ○炭酸ガス液化プロセス開発 
 ○ガスタービン吸気冷却技術開発 
 ○FCCオフガス分離技術 
 ○炭酸ガス分離膜技術開発 
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③先端的総合生産管理システム 

 水島地区において、新日本石油精製、ジャパンエナジー、三菱化学、旭化成、山陽石油化

学の連携。R-C連携の一環。 
 複数の製油所および複数の石油化学工場間の多数の原料・半製品などの流通を最適化する

ために、各工場の生産計画システムと連携し、各社の生産装置等を相互に有効活用する新た

な総合生産管理システムおよび移送技術を確立するために実施された。 
 また、同時に多数の原料・半製品等の移送を行う移送設備および付帯設備の状況を統合的

に管理し、自動的に安全点検を行う保安管理システムの開発を行い、生産と保安を一元的に

管理する先端的な総合生産管理システムを開発した。 
 ○最適流通・安全操業システムの開発 
  ・最適流通・生産管理システムの開発 
   先端的総合生産管理システムの技術開発は、水島地区の 5社間をパイプラインで連結
し、石油精製や石油化学の生産留分を相互融通するとともに、各社の装置等を相互に有

効活用することにより、各社の更なる操業の効率化を図り、競争力強化に向けて最適化

を実現するものである。 
  ・高度操業監視システムの開発 
  ・移送技術の開発 
 ○防護設備保全技術の開発 
  ・高耐久性パイプライン防護設備の構築 
  ・パイプライン防護設備内の保全システムの開発 
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（４）その他の事例 

 

①川崎地区における川崎火力発電所 1号系列の蒸気を利用した共同事業 

東京電力株式会社と株式会社日本触媒、旭化成ケミカルズ株式会社の３社が、川崎市千鳥・

夜光コンビナートに工場を持つ９社と共同で、現在リニューアル工事中である東京電力川崎

火力発電所１号系列の蒸気を、工場用に再利用する大規模省エネルギー事業である。 

 具体的には、同コンビナート内に新たに蒸気配管を敷設するとともに、新日本石油化学株

式会社の既設の蒸気配管も一部利用し、最新鋭のコンバインドサイクル発電として平成 21

年７月に竣工予定の川崎火力１号系列から、発電に使用された後の蒸気を 10 社に供給して、

工場用に再利用する。現在、コンビナート内の各社は、それぞれボイラにより蒸気を作り、

原料の加熱などに利用しているが、これを川崎火力１号系列からの蒸気に切り替えることに

より、年間で約 1.1 万キロリットル（原油換算）の燃料と、約 2.5 万トンのＣＯ２排出量の

削減効果が期待されている。昨年度、事業を運営する新会社を設立するとともに、平成 21

年度下期の蒸気供給開始に向けて、蒸気配管の建設工事などの準備を進めている。上記の年

間供給量は約 30 万トンの予定、供給期間は 15 年以上としている。 

 蒸気供給先は以下の 10 社。 

 ・旭化成ケミカルズ株式会社 

 ・川崎化成工業株式会社 

 ・昭和電工株式会社 

 ・大同特殊鋼株式会社 

 ・東京油槽株式会社 

 ・株式会社日本触媒 

 ・日本ゼオン株式会社 

 ・日本乳化剤株式会社 

 ・日本ポリエチレン株式会社 

 ・日本油脂株式会社 

 
②水島地区における石油残渣発電システム 

 新日本石油精製の水島製油所において、溶剤脱れき装置を新たに建設し、アスファルトな

どの重質油留分から灯油、軽油などの軽質油留分の原料を抽出する。その際に発生する石油

残渣物を、旭化成ケミカルズと日本ゼオンが新たに建設を予定しているボイラ設備の燃料と

して供給し、従来燃料として使用していた重油等を削減し省エネルギーを達成する。 
これにより、旭化成ケミカルズおよび日本ゼオンは、ボイラ燃料を石油残渣物に変更するこ

とでコスト削減が可能になるとともに、新日本石油は、需要が減退している重質油留分の生

産量を削減でき、また、処理原油を重質化することでコスト削減が可能となる。 
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 １．ボイラ設備（NEDO支援対象事業） 
 （１）設備建設予定地 旭化成ケミカルズ 水島製造所 
 （２）装置能力 蒸気発生量 400トン/時間、発電出力５万ｋW 
 （３）商業運転開始時期 2009年 7月 
 ２．溶剤脱れき装置概要 
 （１）設備建設予定地 新日本石油精製 水島製油所 

 （２）装置処理能力 2 万バレル/日 

（３）商業運転開始時期 2009 年 4 月  
 
 図表 2.4-4は水島地区における連携事業所の配置図と配管図である。 
 
     図表 2.4-4 水島地区における省エネ連携事業所の配置 
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③韓国の麗水石油化学工業団地における企業連携 

 韓国の麗水石油化学工業団地は、GSカルテックスの製油所と湖南石油、YNCC、LG化学
に 4エチレンプラントを有し、280万ｔのエチレン生産能力を誇る。 
 GS カルテックスと石油化学団地の間 9～１３ｋｍには、64 本のパイプラインがあり、原
料ナフサ、水素、C4 等が行き来している。ナフサは、輸入基地からもパイプラインで運ば
れる。共同でパイプラインを利用しており、効率よい運営がされている。 
 
       図表 2.4-5 韓国麗水化学工業団地の工場配置図  
 
 
 
 
 
 
 
 

この間パイプの長さにして約１３ｋｍ

パイプライン網
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（５）京葉臨海コンビナートの国際競争力向上の可能性 

 
 日本およびアジア・欧州の代表的コンビナートの競争力比較においては、京葉臨海コンビ

ナートは、世界の他のコンビナートと比べてもトップクラスの国際競争力を有していること

がわかる。 
更なる重質油活用による「製造力」アップと「環境負荷の低減」、更には事業に係る規制

緩和や支援を効果的に推進していくことにより、世界最高の国際競争力のあるコンビナート

地域になるポテンシャルを有しているといえる。 
 
 

図表 2.4-6 京葉臨海コンビナートの競争力のポテンシャル 
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製品の価値・品質

環境低負荷

立地条件

規制・支援条件

台湾日本 韓国 中国 欧州

競争力強化の新たな波及

重質油活用

 
出典：ＲＩＮＧ資料 
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2.5. 企業が活動しやすい環境づくり 
  
 千葉県では、企業が活動しやすい環境づくりとして、港湾・道路等の整備・管理、工業用

地造成等の産業基盤の整備を進めている。 
これらに加え、規制緩和、環境保全対策、立地企業補助や立地企業と地域住民・市町村等

との調整等により、様々な企業の活動しやすい環境づくりに努めている。 
 
①港湾・道路等、産業基盤の整備・管理 

・ 千葉港（市川市～袖ヶ浦市）は海岸線延長約 133kmに及ぶ日本一広い港 
・ 木更津港（木更津市～富津市） 
・ 東関東自動車道、京葉道路、東京湾アクアライン等の道路網 
・ 貨物専用鉄道（京葉臨海鉄道） 

 
②工業用地造成（埋立、配管等） 

・ 昭和２５年の川崎製鉄（現ＪＦＥスチール）の誘致を端緒として、昭和３２年から

「千葉方式」による用地造成が開始、９地区約６，０００ヘクタールを埋立 
・ 市原・袖ヶ浦地区には東側端と国道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配置 
 
③特区等規制緩和 

・ 平成１６年６月 京葉臨海コンビナート活性化特区認定 
      組織：石油精製、石油化学７社、市原市、袖ヶ浦市、千葉県 
      実績：高圧ガス設備、一圧容器検査周期の延長、試験研究施設の変更手続き 
            の簡素化、危険物船の夜間着桟の緩和等 
・ 平成１８年４月 工場立地法地域準則条例施行 

      緑地率：工業専用地域 ２０％から１０％以上に 
 
④緩衝緑地等環境保全対策 

・ 配管用地の緑地化による工場立地地域と住宅地域との隔絶 
・ 臨海地域公共緑地管理基金による公共緑地の計画的管理 

 
⑤立地企業補助 

・ 平成１７年４月 企業立地の促進に関する条例施行 
      補助制度を一新し、既存工場の設備更新においても最高５０億円までの補助が可能 
 
⑥地域住民・市町村等との調整 

環境等の協定、防災対策、生活環境･産業基盤整備等の調整 
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2.6. 臨海コンビナートと地域との共生 
 
 京葉臨海コンビナートでは、周辺地域に対して経済面のみならず、環境保全・防災面、社

会文化面などで大きな貢献をしている。 
 
 
2.6.1. 現状把握 
 

（１）経済面での寄与 

図表 2.6-1 に示す通り、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
大きく、京葉臨海コンビナートは千葉県経済のみならず、住民・県民にとって、欠かすこと

のできない存在となっている。 

 
図表 2.6-1 京葉臨海コンビナートの経済面での貢献 

 

①雇用創出：工場における多人数の雇用 等 

  従業員数 1 万 3 千人(S31)→8 万 5 千人(S59) 

 

②税 収 増：法人税、事業税、所得税、消費税 等 

  事 業 税 3 億円(S27)→ 500 億円(S59) 

  市町村税 8 億 6 千万円(S27)→ 1,530 億円(S59)     

 

③その他経済効果：地域における消費効果 等 

  商品販売額 15 億円(S28)→ 3 兆 6 千億円(S60) 

 

※参考      米 10ｋｇ価格 800 円(S27)→5,200 円(S59) 

  人   口       50 万人(S30)→130 万人(S60)   

 

◎ 統計数値は、千葉市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市の集計 

 
 
 
（２）環境保全・防災面での取組 

京葉臨海コンビナート地域においては、公害防止協定及び緑化協定を企業、県、市で取り

交わし、企業と行政とが共に環境と調和した地域づくりに努めてきた。地域防災へのとりく

みについては、地域防災協定に基づき石油コンビナートを特別防災区域に定め、企業と行政
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とが協働して防災体制の強化にあたっている。 
また地球温暖化防止への取組については、本年改定した地球温暖化防止計画において、製

造業のエネルギー使用量を 10％削減する目標を定めて、各企業の取組を促進している。 
 

図表 2.6-2 環境保全・防災面での取組 
 

①公害防止協定による環境保全 

  －主要６２工場（Ｈ１７．１１現在）と協定を締結 

   ・硫黄酸化物、窒素酸化物、ＣＯＤ等汚濁負荷量の総量規制） 

 

②緑化協定による緑地確保 

 －工場用地等の緑化率を定めた協定を８００を超える企業と締結 

 

③地域防災の取り組み 

  －石油コンビナートを特別防災区域に定め、防災体制を強化 

 

④地球温暖化防止の取り組み 

  －平成１８年に地球温暖化防止計画を改定 

   ・製造業の使用エネルギー削減目標： ▲１０％(H18～22 年度) 

 
 

 

（３）社会･文化的な活動等への取組 

京葉臨海コンビナートの約８５％の企業が、地域貢献活動に取り組んでいる。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 2.6-3 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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（４）新エネルギーに関する取組 

太陽光や風力、バイオマスなどを利用する新エネルギーの導入は、石油代替エネルギーと

して地球温暖化やエネルギー問題の解決に有効である。 
石油、石炭、天然ガスを大量に使用している京葉臨海コンビナートは、その一方で新エネ

ルギーの事業化や導入の取組みも盛んである。 
 

＜京葉臨海コンビナート内企業の具体的な取り組み＞ 

 京葉臨海コンビナートを構成する企業においては新エネルギーに関して以下のような取り

組みを展開している。 

 

・ 東京電力： 事業所の屋根の太陽光発電設備の設置、マイクロ水力発電の共同研究・開

発、ユーラスエナジーホールディングスへの出資、余剰電力購入メニュー、事業用風力

購入メニュー、グリーン電力基金（１口５００円で募集、集まった額と同額を東京電力

も供出）、グリーン電力証書システム 
 富津火力発電所に新エネルギーパークを設置： 新エネルギーパークは、「新エネル

ギーとエネルギー学習」をテーマに、電気の面白さや不思議さ等について“見て・

聞いて・触れる”ことができる「新エネルギー体験空間施設」。展示施設は、遊び感

覚で“ゲーム”をしながら新エネルギーの原理等を学習・体験できる「新エネルギ

ーの部屋」をはじめとした５つの部屋を設けてあるほか、屋外には３種類の小型風

力発電設備と太陽光発電設備を設置。 
 

図表 2.6-4 東京電力富津火力発電所新エネルギーパークのオープンエリア 

 
出典：東京電力新エネルギー体験空間，http://www.tgn.or.jp/enepark/ 
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・ 新日本製鐵： 水素製造、燃料電池開発、バイオマス（木質系、乾燥汚泥、廃プラ混入

バイオマスのガス化、下水汚泥の造粒乾燥）、ＧＴＬ製造、CO2分離回収・地中固定化）
などを手がける。富津市では木質バイオマスのガス化（噴流床試験研究）を進めている。 

・ 出光興産： 水素ステーションの取り組み、定置式燃料電池の取り組み 
・ 東京ガス： 風力発電、バイオマス発電、クリーンエネルギー自動車、天然ガスコージ

ェネレーション、燃料電池 
・ 荏原製作所： 風力発電やバイオマス、燃料電池に係る研究開発やプロジェクトを進め

ており、千葉県においては袖ヶ浦市にバイオマスガス化発電施設（流動床試験研究，H15
年文科省リーディングプロジェクト）を導入している。 
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（５）工場見学等 

 京葉臨海コンビナート地域では、地域との共生、企業活動や企業活動が産み出す各種製品・

サービスに関するアウトリーチの一環として、各企業が長きにわたり工場見学等の受入を実

施している。 
 以下に京葉臨海コンビナート内及び周辺地域における工場見学等の事例を示す。 
 

図表 2.6-5 京葉臨海コンビナート及び周辺地域での工場見学等の事例 
 所在地 施設の概要 備考 

TEPCO 地球

館 
千葉市中央

区 問 屋 町

1-35  千 葉
ポートスク

エア内 

地球を楽しく学ぶ、夢いっぱいのワンダーラン

ド。エネルギーや自然、環境などを通じて、いろ

いろな地球の姿を案内。また、併設する「地球館

ホール」では、千葉県にゆかりの芸術家・文化人

を紹介するコンサートやイベントを開催すると

同時に、市民の文化・芸術活動を発表する場とし

ても活用され、千葉の文化発展に貢献。 

地球館ならではの「ふしぎ実

験」では液体窒素が作り出す超

低温の世界で起こる現象を観

察したり、果物や水など身近な

ものから電気を作り出したり、

不思議な現象を間近で体験で

きる。 
東京電力株式

会社 
東火力事業所 

千葉火力発電

所（ビオトー

プそが） 

千葉市中央

区蘇我町 2
の 1377 

1957年に発電を開始し、総出力 60万㎾の東洋一

の規模を誇り長年にわたって電気を作り続けて

きたが、老朽化および年々増加する電力需要に対

応するため 2000（平成 12）年 6月に高い熱効率・
優れた機動性・環境にやさしい ACC（改良型コ
ンバインドサイクル）発電方式を採用した、総出

力 288 万㎾の最新鋭火力発電所に生まれ変わっ

た。 

「ビオトープそが」では、各種

イベントを開催。 

JFE スチール
株式会社 
東日本製鉄所

（千葉地区） 

千葉市中央

区川崎町 1
番地 

JFEスチール東日本製鉄所（千葉地区）は、戦後
初めての鉄鋼一貫の臨海製鉄所として建設。以

来、首都圏を代表する製鉄所として、常に最先端

の技術と設備を駆使しながら、最高級の鉄鋼製品

を生産。現在の総面積は、東京ドームのおよそ

176倍、約 820万㎡というビックスケール。製鉄
所のシンボルである溶鉱炉と、世界最新鋭の熱間

圧延工場を見学可能。 

真っ赤に加熱された鋼の板の

温度は 1,100℃にも上り、その
熱気は見学用通路からも肌で

感じ取ることができる。ダイナ

ミックに薄く延ばされていく

大迫力を体験可能。 

東京電力株式

会社 東火力

事業所 
姉崎火力発電

所 

市原市姉崎

海岸 3 
1967 年に運転を開始し、その後の増設を重ね、
現在は 6機、総出力 360万㎾の世界でも有数の大

容量火力発電所。構内は約 30％が樹木や芝生で
覆われた庭園や緑地で、キジをはじめ数十種類の

野鳥が生息しており、「緑の発電所」として親し

まれている。 

 

東京電力株式

会社 東火力

事業所 
五井火力発電

所 

市原市五井

海岸 1 
1963 年に運転を開始し、その後の増設を重ね、
現在は 6機、総出力 188.6万㎾の発電所。6号機
はガスタービンを追設し、ガスタービンを回した

あとの高熱の排気ガスをボイラの燃焼用空気と

して利用する「排気再熱型コンバインドサイクル

発電設備」として出力を増強。 

 

市原エコセメ

ント株式会社 
市原市八幡

海岸通 1-8 
市原エコセメントは従来埋立処理されていた都

市ゴミ焼却灰や汚泥等を主原料としてセメント

を製造する画期的なリサイクル施設。焼却灰に含

まれるダイオキシン・重金属類も安全に処理。製
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造するエコセメントはこれまでのセメントと同

様に使用することが可能。 
ライオン株式

会社 
千葉工場 

市原市八幡

海岸通 74-13 
千葉工場は 1982年に竣工し、23年目を迎え、ラ
イオン工場の中でも一番大きく、新しい工場。千

葉工場では洗濯用粒状洗剤、柔軟剤、台所用洗剤

などの生産をしており、生活に密着した製品の生

産を行っている。見学では包装工程、倉庫等が確

認可能。 

 

東京ガス株式

会社 
袖ヶ浦工場 

袖ヶ浦市中

袖 1-1 
昭和 48年（1973年）に操業を開始した日本で始
めてのＬＮＧ（液化天然ガス）専用工場。現在は

都市ガスの原料であるＬＮＧをブルネイ、マレー

シア、オーストラリア、インドネシア、アラスカ、

カタールから輸入。東京ガスの都市ガスの約 40％
を製造するとともに、東京電力㈱の 3発電所に発
電用燃料ガスを供給。 

 

東京電力株式

会社 
東火力事業所 

袖ヶ浦火力発

電所 

袖ヶ浦市中

袖 2の 1 
1974 年に運転を開始し、その後増設がなされ、
現在は 4機、総出力 360万㎾の発電所となってい

る。また、ＬＮＧ（液化天然ガス）基地を併設し

ており、ＬＮＧ貯蔵タンクが 18 基（共用設備を
含む）ある。ＬＮＧは低圧ガス導管を通して他の

火力発電所に供給しているほか、その一部を販

売。 

 

日本道路公団 

東京湾アクア

ライン 
（海ほたるパ

ーキングエリ

ア） 

木更津市中

島地先海ほ

たる PA 

東京湾アクアラインは、東京湾のほぼ中央を横断

し、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ延長

15.1km.の道路。この道路は大都市の国際貿易港
が連なり船舶航行が非常に多い海域を横断する

特異な道路であるため、数々の最先端技術により

実現している。見学は「海ほたる PA」内で技術
資料館「うみめがね」が中心。 

海ほたるパーキングエリア 4
階に「わくわくランド」があり、

アクアトンネルに設置されて

いる防災設備の使用体験やド

ライビングシュミレーターな

どが体験できる。 

独立行政法人

製品評価技術

基盤機構 
（NITE）バイ
オテクノロジ

ー本部 

木更津市か

ず さ 鎌 足

2-5-8 

NITEバイオテクノロジー本部では、国際水準で
の生物遺伝資源の収集・保存・提供と、それらの

有用機能の産業利用への促進を図っている。施設

見学では、多種多様な有用微生物の入ったアンプ

ルを保管している部屋や、微生物のアンプルへの

封入装置を中心に案内。 

 

かずさ DNA
研究所 

木更津市か

ず さ 鎌 足

2-6-7 

かずさ DNA研究所は、千葉県の支援により設立
された DNA 専門の研究機関。平成 6 年（1994
年）の開所以来、光合成生物「ラン藻」を始めと

する世界初の植物ゲノムの完全解読や 2 千個以
上の新規ヒト遺伝子の発見など、多くの世界的な

研究成果を挙げてきた。見学の際には、これらの

世界的研究の意義や研究室の様子等を紹介。 

簡単な実験で身近な生物の中

の DNAを自分の目で確認する
ことができる「植物（ブロッコ

リー）や魚の白子から DNAを
抽出する実験」などを体験可

能。 

新日本製鐵株

式会社 
君津製鐵所 

君津市君津 1
番地 

当製鐵所は国内最大の需要地である関東地区に

立地し、関東圏内における鉄鋼製品製造の拠点と

なっている。東京ドーム約 220個分の広大な敷地
の中に、想像を絶するスケールの大きな設備が並

んでいる。 

 

株式会社 
宮崎酒造店 

君津市戸崎

1780番地 
慶応 2年（1866年）創業。樹齢 500年を超える
椎の大樹に守られて今も昔ながらの手造りにこ

だわる酒蔵。千葉の名水の一つに数えられる久留
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里の水と水脈を同じくする清らかな水を仕込水

とし、磨き込んだ酒造米を原料として、昔ながら

の手造りの良き伝統を守りつつ、地酒「峯の精」

を醸出。所在地の小字が「峯」であることから「峯

で生まれたまじりけのない優れたもの」の意味

で、銘柄を「峯の精」と称している。 
東京電力株式

会社 
東火力事業所 
富津火力発電

所（TEPCO新
エネルギーパ

ーク） 

富津市新富

25 
1985 年に初軸が運転を開始し、現在はコンバイ
ンド CC発電方式 14軸と、CC発電方式の熱効率
を向上した改良型コンバインドサイクル（ACC）
発電方式4軸の総出力352万㎾の発電となってい

る。また、ＬＮＧ（液体天然ガス）基地を併設し

ており、ＬＮＧ貯蔵タンクが 10 基存在。ＬＮＧ
は高圧ガス導管を通して他の火力発電所に供給。

「富津火力発電所開放デー」

（毎月 3月頃開催）では、発電
所見学や自然観察会などを実

施。隣接する TEPCO新エネル
ギーパークでは、「子供科学実

験教室」として、光や圧力、静

電気についてなどの科学実験

を実施（随時開催）。 
TEPCO 新エ

ネルギーパー

ク 

富津市新富

25 
新エネルギーパークは、親子で楽しく遊びながら

学べる“見て、聞いて、触れる”ことのできる「体

験空間施設」。「環境とエネルギー」の校外学習の

場として広く利用されている。舘内には、「新エ

ネルギーの部屋」、「エジソン／発明・発見の部

屋」、「風の部屋」、「電気を科学する部屋」、「面白

不思議実験の部屋」等を設置し、科学する心を育

む教育の場として施設の改善充実を図っている。

また、オープンエリアには、「ソーラーサーキッ

ト」、「ソーラーキャビン」「風の庭」等がある。

「新エネルギーの部屋」では、

遊び感覚で新エネルギーの原

理を学ぶことができる。「ゲー

ム」をしながら「太陽・風・地

熱・水素」の必要な部品を集め

て新エネルギーの発電システ

ムを建設。「面白不思議実験の

部屋」は、電気のしくみ、各種

電池、磁力線、音の世界をテー

マにしている。実際に手で触れ

て体験しながら、電気に関する

基本原理や、不思議で面白く、

役に立つ現象を学ぶことがで

きる。 
有限会社 
宮醤油店 

富津市佐貫

247番地 
江戸末期、天保 5年（1834年）、上総国佐貫藩 1
万 6千石の城下町に創業して以来、醤油造り一筋
の蔵元。温暖な気候と良質な水に恵まれ、人工的

な温度管理をしない天然醸造・無添加の醤油を製

造。年間製造石数 2 千石（1.8 リットル瓶で 20
万本）という小規模の蔵であるが、全国醤油品評

会ではほぼ毎年上位に入賞。 

 

小泉酒造合資

会社 
富津市上後

423-1 
寛政 5 年（1793 年）の創業以来、210 年余り、
当酒蔵は木更津と館山のちょうど中間あたりに

位置して伝統の味を守り続けて来た。澄んだ空気

と清涼な水をたたえた湊川のほとり、野猿も多く

いる自然豊かな環境のもと、自ら育てた米と熟達

した技を用いて、芳醇な香りと味を持つ銘酒「東

魁」を醸造。酒蔵に隣接する「ソムリエハウス・

酒匠の館」では、酒造り体験、うどん・蕎麦作り

体験、試飲ができる。 

酒蔵に隣接する「ソムリエハウ

ス・酒匠の館」では、酒の寒仕

込期間中（10 月～3 月）、酒造
り体験が体験可能。また、年間

を通して、うどん・蕎麦作りを

体験することも可能。うどん・

蕎麦はこだわりの国産小麦、蕎

麦粉を使用、大吟醸を練り込ん

で作る。また、常設の「利き酒

コーナー」では、多彩な銘柄の

味を試飲できる。 
出典：おもしろ工場発見！千葉県をもとに作成 
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2.6.2. 国内外の地域共生事例 
 
臨海コンビナートと地域との共生のためには企業が連携して地域づくりをすすめることが

望ましい。ここでは、地域づくりの例として、企業による地域貢献活動に着目して事例を収

集し、京葉臨海コンビナートでの地域共生のあり方を検討する。 

企業による地域貢献活動には、（１）環境・エネルギー、（２）学術研究、（３）緑化保全、

（４）芸術・文化、（５）教育、（６）福祉・健康などの分野があり、各企業の特徴を活かし

た独自の活動を行っている。 

 
 

＜一般的な地域共生の視点＞ 

  ①環境･エネルギー 

    企業の環境･エネルギーに関する取組を、周辺地域と連携しながらより充実するもの

 

  ②学術研究 

    様々な分野の学術･研究の取組を支援するもの 

 

  ③緑化保全 

    地域の緑化保全や自然保護に繋がるもの 

 

  ④芸術･文化 

   メセナ活動の一環として、地域の芸術･文化振興に資するもの 

         

  ⑤教育 

    次代を担う子どもや、人材の育成を目指したもの 

 

  ⑥福祉･健康 

    従業員や地域住民の福祉及び健康等の向上を目的としたもの 

 
 
 

以下では、様々な地域貢献活動の取組事例について調査し、その中で特に参考となる

事例（アンダーラインを付した事例）について、詳細に調査し個表にまとめた。 
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図表 2.6-6 事例調査結果一覧 
分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(1)環境・エネ
ルギー 

TEPCO新
ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰ
ｸ 

 “見て”“聞いて”“触れる”
ことのできる｢新ｴﾈﾙｷﾞｰ体
験空間施設｣ 

東京電力 

東京電力では新エネルギーの研
究開発に取り組んでいるが、さら
に実用化へ向けて実証研究を加
速し、広く社会とともに考えなが
ら進むため設置を決定 

入館料:無料 主体者負担 

風の部屋､新ｴﾈﾙｷﾞｰの部
屋､ｵｰﾌﾟﾝｴﾘｱ(ｿｰﾗｰｻｰｷｯﾄな
ど)､富津火力発電所構内見
学など 

 
日高港ｴﾈﾙ
ｷﾞｰﾊﾟｰｸ(仮
称) 

日高港を県内外に広く発
信するとともに､新ｴﾈﾙｷﾞｰ
の研究･普及促進を目的 

設置･管理運
営:関西電力
公園施設運
営:御坊市 

和歌山県､御坊市及び関西電力株
式会社による日高港の活性化 不明 

関西ｸﾞﾘｰﾝ電力
基金 
市民参加型寄
付金 

太陽光発電､小型風力発
電､ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等設置 

 
三菱みな
とみらい
技術館 

地域の人々との交流と科
学技術への関心を育むこ
とを目的に設立 

三菱重工 地域社会への貢献活動の一環と
して設置 

入館料: 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯ
ﾌﾟ 

不明 

最先端の科学技術･製品を
｢環境｣｢宇宙｣｢海洋｣｢建
設｣｢ｴﾈﾙｷﾞｰ｣と｢身近な技
術の知恵と工夫｣の 6つの
展示ｿﾞｰﾝに分け､分かりや
すく紹介 

 
三井化学
杯ｻｯｶｰ大
会 

健全な青少年育成につな
がることを期待し､地元ｻｯ
ｶｰｸﾗﾌﾞ主催の少年ｻｯｶｰ大
会を支援 

三井化学市
原工場 

地球の将来を担う次世代の育成
に役立つ地域社会活動の展開の
一環 

不明 不明 
2006年は 20 ﾁｰﾑが参加 
毎年 12月に開催｡毎回､豚
汁を準備 

 
愛･地球博 
(ｻｲﾊﾞｰﾊﾟﾋﾞ
ﾘｵﾝ) 

長久手日本館のｴﾈﾙｷﾞｰ需
給の様子をｲﾝﾀｰﾈｯﾄの｢ｻｲ
ﾊﾞｰ日本館｣でﾘｱﾙﾀｲﾑ表示 

政府出展事
業(経済産業
省) 

長久手日本館､瀬戸日本館と連携
する 3つ目のﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝとしてｲﾝﾀｰﾈ
ｯﾄ上に構築 

現地情報とｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄ上の
ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝとを
連携 

全て政府費用
により賄う  

 東芝科学
館 

人々が科学や技術や文化
に触れ､総合学習の場とし
て地域社会とのより良いｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る 

東芝 不明 入館料:無料 不明 

電気･電子に関する知識と
最新の科学技術を楽しく
わかりやすく理解出来る
ように､約 70のﾌﾞｰｽに展示 

 

米国 
Disney_wor
ld_EPCOT 
ｴﾈﾙｷﾞｰ館 

恐竜の住む太古の時代か
ら未来まで人類とｴﾈﾙｷﾞｰ
の関わりが楽しく学べる 

ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
ｽﾎﾟﾝｻｰ:ｴｸｿﾝ
ﾓｰﾋﾞﾙ
(1982-2004) 

不明 入場料､協賛 不明 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾜｰﾙﾄﾞ内にあるﾊﾟ
ﾋﾞﾘｵﾝ施設 

 ｿｰﾗｰｱｰｸ 
地域社会や行政､教育､企
業と協力しｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ社
会の実現をめざす 

三洋電機 
ｿｰﾗｰｱｰｸの太陽電池ﾊﾟﾈﾙは全て
2000年の出力表示問題で回収さ
せていただいたものを使用 

入館料:無料 

年間発電電気
相当額を｢三洋
ｴｺ基金｣に繰
入、環境保護活
動を支援 

太陽電池最大出力:630kW､
年間発電量:約 53万 kWh､
節約できる石油量:灯油缶
で 7145缶分/年､CO2削減
量:95t-C/年 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(2)学術研究 
英国 
ｴﾃﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ 

植物と人とを結びつ

け､環境保護､責任あ

る土地利用､および持

続可能な未来を模索

し､実証するための再

生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

Eden Trust 
Eden Project 
Ltd(EPL) 

音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ､ﾃｨﾑ･ｼｭﾐｯﾄ

が中心となり立ち上げたﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄで 2001年 3月に一般
公開開始 
投資家などからの資金を元

にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをｽﾀｰﾄ 

入場料､年会費､

寄付､助成 
設置経費は総

額約 300億円 

多湿熱帯と高温温帯

の 2種類のﾊﾞｲｵｰﾑ､が
あり､さらに乾燥帯ﾊﾞ

ｲｵﾄﾞｰﾑの建築を計画

中 

  

英国 CＡT 
(Center for 
Alternative 
Technology) 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費と環境に

与える影響について

総合的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽの提

供 

CAT(自然･技術･
人間の調和を目指

して活動している

公益団体) 

地球環境と文明社会の調和

を目標とする人々の実験生

活共同体として誕生｡1975
年に一般公開開始 

入場料､寄付､協

賛 
(会員､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

中央政府のｳｪｰ

ﾙｽﾞ特別予算枠

や EUからの援
助 

CATの見学ｾﾝﾀｰは､ﾖ
ｰﾛｯﾊﾟ最先端の環境展

示施設である 

 
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ産学

連携研究機

構(IJARC) 

高度で先進的なﾃｸﾉﾛ

ｼﾞｰや日本の市場ﾆｰｽﾞ

に対応したﾃｰﾏに関す

る共同研究､研究助成

や研究者育成を推進

し､日本のｱｶﾃﾞﾐｯｸ界

の発展に貢献 

主体:ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ､ﾏｲｸ
ﾛｿﾌﾄﾘｻｰﾁ 
提携:東京大学､早
稲田大学 

2005年ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社と
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄﾘｻｰﾁが協力して､共

同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの拡大･充

実および大学との提携の推

進組織として設立 

IJARCが共同研
究先へ奨学寄付

(300~500万円/
年､最長 2年ま
で｡採択件数は

10件程度) 

不明 

共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､大

学との提携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ､

CORE連携研究ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄ､ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑなどに

取り組んでいる 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(3)緑化保全 ﾄﾖﾀの森 

どうすれば自然の力

を環境のためにうま

く使うことができる

かの実験 

ﾄﾖﾀ 
環境を経営の最重要課題のひと

つと位置付け､森がもともと持

っている｢力｣に着目 

活動誌の

販売など 不明 

｢整備ｿﾞｰﾝ｣｢保全ｿﾞｰﾝ｣

｢活用ｿﾞｰﾝ｣の 3つに分
けて整備し､｢ｴｺﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ｣や環境教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を開催 

  京浜の森 

周辺の工場･企業の緑

化を促進し､緑少ない

京浜工業地帯を公と

民の豊かな緑で包み

込んでいく仕組みづ

くり 

･協働､技術支援､

助成:横浜市 
･参加予定企業:旭
硝子､JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞ 他 

平成 14年度のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ事
業での提案をきっかけとして､

地元企業と行政が協働 
不明 

平成 16年度｢高
原基金の森｣支

援(支援総額(予
定 35,000千円)
など 

貨物線跡地の一部を緑

道として整備 

 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ

館／ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 

地球環境やｴﾈﾙｷﾞｰに

ついての気づきや､暮

らしのﾋﾝﾄを発見して

もらう 

東京ｶﾞｽ 

1998年､環境学習の場として､
｢環境ｴﾈﾙｷﾞｰ館｣を設立｡ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ

は 2000年に都市の緑の復活と
地元神奈川の里山の自然の再生

をﾃｰﾏとして設置 

入館料:無
料 不明 ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ･ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨやﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟなどを開催 

 王子製紙森

林博物館  

広大な社有林を研究

や教育の場として活

かす 

王子製紙(北海道
夕張郡栗山町) 

“紙づくりは森づくりから始ま
る”という王子製紙の理念を実
現のため林木育種研究所を 1956
年北海道栗山町に設立､その後

博物館へ 

見学:無料 不明 

広さ:27ha､施設:標本
館､温室､苗畑､遺伝子

資源林､新品種検定林

など 

 
あきついお 
(四万十川学
遊館) 

四万十川の生き物た

ちの世界を学び､楽し

む場の提供 

･社団法人ﾄﾝﾎﾞと

自然を考える会 
･ﾄﾝﾎﾞ(ｻﾎﾟｰﾀｰ) 

ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ(環境省･種の保存法
指定種)の増殖研究地として
(社)･ﾄﾝﾎﾞと自然を考える会を設
立 

･入館料 
･ｸﾞｯｽﾞ販

売 

ﾄﾝﾎﾞと自然を

考える会会員

費 

ﾄﾝﾎﾞ館､さかな館 
標本:ﾄﾝﾎﾞ 1000種､3000
点､魚 300種､1000匹 

  
(財)C.W.二ｺ
ﾙ ｱﾌｧﾝの森
財団 

森と人と生き物との

共生を目指す 

･(財)C.W.ﾆｺﾙ･ｱﾌｧ
ﾝの森財団 
･ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ:日
本ﾊﾑ､ｻﾝﾃﾞﾝ､ﾀﾞｲﾄﾞ

ｰﾄﾞﾘﾝｺ､ﾘｺｰ､ﾄﾝﾎﾞ 

C.W.二ｺﾙが長野県に小さな森を
買い､｢ｱﾌｧﾝの森｣と名付けて､こ

の森を寄附し､"(財) C.W.ﾆｺﾙ･ｱﾌ
ｧﾝの森財団"の森とした 

･個人:ｱﾝﾌｧ
ﾝの森財団

会員､ﾄﾗｽﾄ

基金､寄付

･法人:ｵﾌｨｼ
ｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ 
･ｸﾞｯｽﾞ販

売 

財団法人 C.W.
ﾆｺﾙ･ｱﾌｧﾝの森

財団(支援者数:
個人約 550人､
法人約 20社) 

会員は年に一回半日入

場 
森面積:約 15.2ha 
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平成１９年２月

 
分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(以下､ｿﾌﾄ施
策) 

HAT脇の浜
公園つくろ

うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

生田川の河口部の自

然を守り､人が憩える

ような場所となるよ

う､人と人が､人と自

然がふれあえる公園

をめざす 

事務局:神戸市建
設局 
市民､企業(神戸新
聞社､川崎製鉄な

ど)､NPO 

公園を､市民や企業などからﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾄされた｢もの｣や｢お金｣､｢労

力｣､｢知恵･知識｣を活用してつ

くっていこうというﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

不明 

事業費:1億 5千
万円 
企業等からの

各種寄付 

公園が、市民と企業の

つながりや信頼をはぐ

くむ場所となり、公園

づくりが企業ｲﾒｰｼﾞの

向上や社会貢献につな

がる 

 ｴｺ･ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ 

自治体の主導によっ

て､地域の企業が環境

保護と光熱費といっ

た経費の削減を目的 

市民､評議委員会ｱ

ｼﾞｪﾝﾀﾞ･ﾋﾞｭｰﾛｰ(自
治体に設置)､市民
基金など 

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの地球ｻﾐｯﾄで採択さ

れた｢ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ 21｣(1992年 6月)
に組み込まれた､ﾛｰｶﾙ･ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

21のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのひとつ

市民基金

(市､銀行､
企業､市民

拠出)など 

不明 

ﾐｭﾝﾍﾝでは､26の事業者
が取り組み､一年後に､

CO2が 1,940t､廃棄物が
543t､水使用量 2,600万
ﾘｯﾄﾙ減少｡約 1億円のｴ
ﾈﾙｷﾞｰ費などを削減 

 

 
地域の清掃

活動など 

清掃活動を通じ､地域

の人々や団体と交流

と深めながら､環境を

考える 

各企業 
地域住民 地域の環境美化活動の一環 

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

(各社､従業
員とその

家族など) 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 多数の会社が取り組ん

でいる 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(4)芸術･文化
 川村記念美

術館 

｢作品｣｢建物｣｢自然｣

の三要素を調和させ

ることで､理想の美術

館の実現に努める 

大日本ｲﾝｷ化学工

業 

･大日本ｲﾝｷ化学工業が関連

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社とともに収集し

てきた美術品を公開するた

め､1990年に開館 

･入館料､会

員費､ｸﾞｯｽﾞ

販売､貸しｷﾞ

ｬﾗﾘｰなど 

不明 

木立のなかを数百ﾒｰﾄﾙ

にわたって散策路が続

く 
2004年｢ﾒｾﾅ大賞｣受賞 

 

出光美術館 
各国にてｺﾚｸｼｮﾝを通

じて日本文化の紹介

に努める 

出光興産 
(財)出光美術館 

出光興産の創業者の出光佐

三が収集した美術品を展

示･公開するため､昭和 41
年､東京･丸の内の帝劇ﾋﾞﾙ 9
階に開館 

入館料､ｸﾞｯ

ｽﾞ販売､会員

費など 
不明 

平成 12年に創設者ゆ
かりの地､北九州･門司

港ﾚﾄﾛ地区に出光美術

館(門司)を開館 

 

紀尾井ﾎｰﾙ 

<発掘･創造･育成･交
流の場>をﾃｰﾏに音楽
家と聴衆を結び､ｸﾗｼｯ

ｸと邦楽の心をつなぐ

建設主体:新日本
製鐵 
運営:(財)新日鐵文
化財団 

1995年､新日本製鐵株式会
社の創立 20周年記念事業
として建設･ｵｰﾌﾟﾝ 

ﾁｹｯﾄ販売､会

員費､協賛

費､ｸﾞｯｽﾞ販

売､ﾊﾞｰ､貸し

ﾎｰﾙなど 

新日鐵文化財団が

ﾎｰﾙ主催公演を作

成･開催し､運営 

･紀尾井ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ東京 
･新日鉄音楽賞の主催 

 

ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ 

音楽を愛する人々が

ともに集い､奏でるこ

と､聴くことを堪能し

合う響きの空間を提

供 

ｻﾝﾄﾘｰ 

｢利益三分主義｣のもと､第

二代社長佐治敬三が 1986
年に東京初のｺﾝｻｰﾄ専用ﾎｰﾙ

として設置 

ﾁｹｯﾄ販売､ｷﾞ

ﾌﾄｼｮｯﾌﾟ､ﾊﾞ

ｰ､貸しﾎｰﾙな

ど 

不明 ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

開催 

 

ｻﾝﾄﾘｰ美術館 
名作や名品の｢生活の

中の美｣を愉しんでも

らう 
ｻﾝﾄﾘｰ 

1961年東京･丸の内に｢生活
の中の美｣を基本理念に開

館 
2007年 六本木にﾘﾆｭｰｱﾙｵｰ
ﾌﾟﾝ 

入館料(展示
内容によっ

て異なる) 
不明 ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

開催 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(5)教育 

ｷｯｻﾞﾆｱ東

京 

2~12歳のこどもたちを主
な対象として､好きな仕事

にﾁｬﾚﾝｼﾞし､楽しみながら

社会の仕組みを学んでも

らう 

(株)ｷｯｽﾞｼﾃｨｰｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ 
ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ､ｼｱ

ﾀｰｽﾎﾟﾝｻｰ､協賛会

社 

ｷｯｽﾞｼﾃｨｰｼﾞｬﾊﾟﾝ社長の

住谷氏がﾒｷｼｺのｷｯｻﾞﾆｱ

を視察｡そのｺﾝｾﾌﾟﾄに

感銘を受けｵｰﾌﾟﾝにこ

ぎ着けた 

ｽﾎﾟﾝｻｰ料:1企業
あたり数千万円

程度 
入場料 

不明 

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰは単独のﾊﾟﾋﾞﾘ

ｵﾝにて､業務内容を再現した

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨやﾕﾆﾎｰﾑなどを提

供｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱﾋﾟｰﾙの場 

 ｱﾌﾘｶ学校

建設 

深刻な貧困問題を抱えて

いるｱﾌﾘｶのｻﾌﾞｻﾊﾗ地域に

おいて､小学校の建設な

ど､子どもたちを対象とし

た教育の支援 

住友信託銀行､住

友生命､三井住友

海上､住友化学 
など 

住友化学が開発した防

虫蚊帳で得た利益を｢ｱ

ﾌﾘｶの人たちの生活改

善に活かせないか｣と

考え､ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社に呼

びかけ実現 

運営:現地の住
民､政府､各国のﾜ

ｰﾙﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ事務

所など 

建設費(4000万
円:1000万円×
4社で負担) 

住友化学とWVJは 2005年 8
月から､ﾀﾝｻﾞﾆｱとｹﾆｱの 2 ｶ国
でそれぞれ 1校の小学校の建
設開始｡3社の参加により､さ
らに 4件の建設を計画 

 ｺｽﾓ子ども

地球塾 

｢人間社会が存続するため

の基盤である地球環境の

保全｣などをｺﾝｾﾌﾟﾄとして

取組む 

･ｺｽﾓ石油 
･ｻﾎﾟｰﾀｰ: NPO､団
体など 

1992年から全社的な社
会貢献活動への取り組

みをｽﾀｰﾄ 

｢ｺｽﾓわくわく探

検隊｣はｺｽﾓ石油

ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員がﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱで参加･運営

不明 

環境教育ｳｪﾌﾞｻｲﾄにて石油や

地球環境などの解説や､環境

活動に取り組んでいる人物(ｴ
ｺﾈｯﾂ･ﾏｽﾀｰ)を紹介 

 少年少女

発明ｸﾗﾌﾞ 

青少年の自由闊達な想像

力を尊重し､科学技術に対

する夢と情熱を育み､創造

力豊かな人間形成を図る 

主体:(社)発明協
会､ 
協力:住友化学な
ど 

住友化学千葉工場で､

工場の操業 35周年の
記念事業として取組を

開始 

市原･袖ヶ浦での

活動の場合､住友

化学が運営･資金

提供 

不明 
全国各都道府県に､192のｸﾗ
ﾌﾞが設置され､9,000人以上の
ｸﾗﾌﾞ員が所属 

 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ学

校建設 
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの未来を担う子ど

もたちへの教育を支援｡ 

主体:(財)日本ﾕﾆｾ
ﾌ協会 
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ:ｲｵﾝ
(2001 ~ 2003年) 
など 

1989年に｢ｲｵﾝ 1%ｸﾗﾌﾞ｣
を設立､･2000~2003年
にｶﾝﾎﾞｼﾞｱ学校建設へ

の支援 

お客からの募金

とｲｵﾝ 1%ｸﾗﾌﾞか
らの寄付 

不明 

教師の再教育研修､子どもた

ちのへの奨学金制度､PTAへ
の啓蒙活動､ｺﾐｭﾆﾃｨのｾﾝﾀｰと

しての学校などのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

も進行 

 ﾀｲ学校建

設 

ﾀｲ王国の次代を担う子ど

もたちへ､より良い学習環

境を提供する 
NTT ﾄﾞｺﾓ など 

NTTの社会貢献活動の
一環として､NTT ﾄﾞｺﾓ
が 1998年より支援 

NTT ﾄﾞｺﾓが NGO
の活動を助成 不明 

1998年から学校建設を支援
し､2006年までに 9校の学校
を建設 

 日本建築

専門学校 

日本伝統の木造建築工法

を中心に､最近の建築理

論･設計技術を学ぶ 

日本建築専門学

校､菊池建設株式

会社､日本製紙

(社有林を学習林
として公開) 

菊池建設創業者が､自

社の職人養成ではな

い､広く木造建築技術

者を育成するため開校 

学費､父母の会会

費など 不明 

日本製紙は北山社有林を学

習ﾌｨｰﾙﾄﾞとして､適切な森林

管理と木材の生産に至るま

での過程を実地 
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分野 事例 趣旨･目的 主体･協働者 設置経緯 運営方法 設置･運営費等 その他 

(6)福祉･健康
 

川鉄千葉

病院 

「安全かつ質の高い医療

を提供し、患者さんに信頼

される病院」をめざす 

川崎製鉄健

康保険組合 

昭和 41年に川崎製鉄
健康保険組合立として

開設 

診察･入院などの

医療費など 不明 

･病院機能評価機関である

(財)日本医療機能評価機構の
認定病院 
･救急二次指定病院 
･糖尿病教室の開催 

 
(財)朝日生
命成人病

研究所 

生活習慣病の研究を行い､

生活習慣病に対する施策

に寄与する 
朝日生命 昭和 35年､創業 70周年

事業の一環として設立 
事業収入､寄付金

収入など 

事業･寄付金収

入などを､研究

業費､研究助成

費､管理費など

として運用 

6つの研究室などの研究施設
と外来･入院診療施設(病床数
40床)を備えた附属丸の内病
院がある 

 
東芝林間

病院 
 

「人を大切にする医療を

実践して社会に貢献する」

を基本理念として、他医療

機関と連携して患者中心

の地位に密着した病院を

目指す 

東芝健康保

険組合 
昭和 28年､東芝 7健保
による共同設立 

診察･入院･検診･

ﾄﾞｯｸなどの医療

費など 
不明 病院機能として医療･保険･

福祉･連携機能をもつ 
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（１）環境・エネルギー 

（１）－１ TEPCO新エネルギーパーク 

①趣旨・目的 ・新エネルギーパークは、「新エネルギーとエネルギー学習」をテーマに、

電気の面白さや不思議さ等について“見て・聞いて・触れる”ことができる
「新エネルギー体験空間施設」である 

②主体・協働者 ・東京電力 

③設置経緯 ・東京電力では新エネルギーの研究開発に取り組んでいるが、さらに実用化

へ向けて実証研究を加速し、広く社会とともに考えながら進むため設置を

決定 
④運営方法 ・入場料無料 

⑤設置・運営費

等 

・主体者負担 

⑥その他 ・展示施設は、遊び感覚で“ゲーム”をしながら新エネルギーの原理等を学
習・体験できる「新エネルギーの部屋」をはじめとした５つの部屋を設け

てあるほか、屋外には３種類の小型風力発電設備と太陽光発電設備が設置

されている 
 

図表 2.6-7 施設のイメージイラスト 

 

出典：東京電力 HPより作成
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（１）－２ 日高港エネルギーパーク（仮称） 

①趣旨・目的 ・日高港を県内外に広く発信するとともに、新エネルギーの研究・普及促進

を目的として設置 
②主体・協働者 ・主体：関西電力（実施主体、管理運営） 

・協力：御坊市（公園施設運営）、和歌山県（隣接する港湾緑地の整備） 

③設置経緯 ・和歌山県、御坊市及び関西電力株式会社による日高港の活性化の検討によ

り設置を決定 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・関西グリーン電力基金（運営：財団法人関西情報・産業活性化センター）

・市民参加型 

・寄付金 

⑥その他 ＜日高港エネルギーパーク（仮称）施設概要＞ 

場所・面積：和歌山県御坊市塩屋町 日高港企業用地内 9、900m2 

工期：平成 18年 8月（着工予定）、平成 19年 9月（竣工予定） 

施設概要： 

実証研究設備…太陽光発電（100kW）、小型風力発電設備 （数 kW1 基、

数百W2基）、バイオマス発電設備 

PR施設…ソーラーハウス ：新エネルギーの仕組みや研究状況を展示など

で分かり易く説明 

公園施設…芝生公園および新エネ設備（ソーラーカー、マイクロ水力発電、

太陽光・風力小型ハイブリッド、くじら型風力発電 

図表 2.6-8 日高港新エネルギーパーク（完成）イメージ図 

 

出典：和歌山県 HPおよび関西電力 HPより作成 
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平成１９年２月

 
（１）－３ 三菱みなとみらい技術館 

①趣旨・目的 ・明日を担う青少年たちが「科学技術」に触れ、夢を膨らませることのでき

る場になること、また地域の人々との交流と科学技術への関心を育むこと

を目的に設立 
②主体・協働者 ・三菱重工業 

③設置経緯 ・地域社会への貢献活動の一環として設置 

④運営方法 ・入館料 

・ミュージアムショップ 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・最先端の科学技術・製品を「環境」「宇宙」「海洋」「建設」「エネルギー」

と「身近な技術の知恵と工夫」の 6つの展示ゾーンに分け、実機・模型、
パネルなどで分かりやすく紹介 

・小・中学生を対象に工作＆実験教室や映画会、講演会、バス見学ツアーな

どを随時開催 
・会員制度「みらいくらぶ」を設け、展示・イベント開催情報の提供などを

実施 
・1994年にオープン、2005年に入館者 100万人達成 

 

図表 2.6-9 展示室 

 

出典：三菱みなとみらい技術館 HPより作成 
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平成１９年２月

 
（１）－４ 三井化学杯サッカー大会 

①趣旨・目的 ・健全な青少年育成につながることを期待し、地元サッカークラブ主催の

少年サッカー大会を支援 

②主体・協働者 ・主催：地元サッカークラブ 

・後援：三井化学市原工場 

③設置経緯 ・地球の将来を担う次世代の育成に役立つ地域社会活動の展開の一環 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・2006 年は 20 チームが参加 

・毎年 12 月に開催。毎回、豚汁を準備 

 

 

図表 2.6-10 大会風景 

 

出典：三井化学株式会社 HPより作成 
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平成１９年２月

 
（１）－５ 愛・地球博（サイバーパビリオン） 
①趣旨・目的 ・長久手日本館は、NEDO による新エネ実証施設から 100％の新エネルギー供

給を受けた。そのエネルギー需給の様子を、長久手日本館 ZONE3 の「パビ

リオンの試み」及びインターネット上の「サイバー日本館」でリアルタイ

ムに表示した 

②主体・協働者 ・政府出展事業（経済産業省） 

③設置経緯 ・愛・地球博の政府出展事業、長久手日本館、瀬戸日本館と連携する３つ目

のパビリオンとしてインターネット上に構築。直接来訪者以外からの参加

④運営方法 ・展示内容はもちろん、新エネ利用などの現地情報とインターネット上のパ

ビリオンとを連携。各種センサの利用により生きているパビリオンの演出

に成功 

⑤設置・運営費

等 

・全て政府費用により賄う（運用益はなし。） 

⑥その他 図表 2.6-11 愛・地球博のＮＥＤＯ新エネ実証施設 

 
図表 2.6-12 サイバー日本館におけるエネルギーモニタリングイメージ

 

出典： ＮＥＤＯホームページ及びサイバー日本館（2005 年日本国際博覧会政府出展事業）

より作成 
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平成１９年２月

（２）学術研究 

（２）－１ 英国エデンプロジェクト 

①趣旨・目的 ・教育チャリティーとしてバイオドームなどの展示から植物と人とを結びつ

け、環境保護、責任ある土地利用、および持続可能な未来を模索し、実証

するための再生プロジェクト 

②主体・協働者 ・Eden Trust、Eden Project Ltd (EPL) 

・多数の基金団体（The Body Shop Foundation、Kellogg Company など） 

③設置経緯 ・音楽プロデューサー、ティム・シュミットが中心となり立ち上げたプロジ

ェクトで 2001 年 3 月に一般公開開始 

・投資家などからの資金を元にプロジェクトをスタートさせた 

④運営方法 ・入場料、年会費、寄付（個人および団体）、助成、グッズ販売をもとに運

営（助成金：約 17 億、寄付金：7.8 億円、2005 年 3 月） 

⑤設置・運営費

等 

・設置経費は以下のとおり 

土地購入費 - £7million （約 16 億円） 

建設費・基盤設備費- £71.6million（約 170 億円） 

バイオーム建設費 - £21million（約 50 億円） 

プラント・機器費- £12million（約 28 億円） 

技術・コンピューター費 - £2million（約 4.7 億円） 

備品・付属品費- £1million（約 2.4 億円） 

教育・観光設備費- £19million（約 45 億円） 

合計- £133.6million（約 300 億円） 

⑥その他 ・多湿熱帯と高温温帯の 2種類のバイオーム、コーンウォール地方の自然を

展示したアウトドア・バイオーム、学校教育プログラムを提供する The 

core、ビジターシアターなどから構成される｡乾燥帯バイオドームの建築

を計画中 

・成功事例：廃棄物の削減・リサイクリングプロジェクト（Waste Neutral）、

英国、インドおよびケニアの学校と連携し、食糧交換・交易やヘルシーダ

イエットなどについてのアイデア交換プロジェクト（Garden for Life）

図表 2.6-13 バイオーム 

 

出典：The Eden Project(http://www.edenproject.com/)、「Out of Eden」（Eden Project Books、

2005）、「Eden Project Annual Report 2005」、「ｸﾞﾘｰﾝ・LOVES・ﾕｰ」（小田高史、2004）より作成
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平成１９年２月

 

（２）－２ 英国 CAT (Centre for Alternative Technology) 

①趣旨・目的 ・エネルギー消費と環境に与える影響について総合的なアドバイスを提供す

る目的で設置 

②主体・協働者 ・CAT：自然・技術・人間の調和を目指して活動している公益団体。 

③設置経緯 ・地球環境と文明社会の調和を目標とする人々の実験生活共同体として誕

生。1975 年に一般公開開始 

④運営方法 ・入場料、寄付、協賛（会員、ボランティア）、助成（EC、英国エネルギー

技術助成協会、the lottery-funded grants programme 'Awards for All 
Wales'：£5,000（2004年、約 120万円）,ReDiscover fund：£410,000(2004
年、約 9.8 億円)） 

・規模の大小を問わず多くの企業が CAT の活動にし、寄付を行っている。こ

れらのパートナーシップは、各企業のビジネスを CAT の活動に関連づけら

れる機会であり、CAT にとっても重要な経験を獲得する機会となっている

・売店、レストランの経営、エコキャビンの時間貸し、出版、コンサルタン

ト事業など 

⑤設置・運営費

等 

・中央政府のウェールズ特別予算枠（Welsh Quangos-The Wales Tourist Board 

and the Development Board for Rural Wales） 

・EU の援助（1994 年、新しい教育施設設備の名目で） 

⑥その他 ・Southern Snowdonia の山稜の傍らに立地する CAT の見学センターは、ヨ

ーロッパ最先端の環境展示施設である 

・7エーカー（2.8ha）に及ぶ敷地は、風、水流、太陽光が持つ驚異的な力、

環境問題に応える建築や、省エネルギー、有機栽培、堆肥醸成に関する魅

力的かつ双方向的に学べる展示物を揃えている 

・2006 年 9 月、過去最大の構内再開発事業を完遂し、エネルギー、廃棄物

とリサイクル、環境住宅の三つの主要分野の展示を登場させた 

・再生可能エネルギーを活用した Rocket コンポストおよびコンポストトイ

レによるゴミやし尿の堆肥化を実際の機能として展示 

   図表 2.6-14 CAT 内の環境や省エネルギーに配慮した展示物   

  

出典：Centre for Alternative Technology HP および CAT 日本語版 HP より作成
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平成１９年２月

 

（２）－３ マイクロソフト産学連携研究機構（IJARC） 

①趣旨・目的 ・マイクロソフトと日本の大学・研究機関との相互交流を通じて、高度で

先進的なテクノロジーや日本の市場ニーズに対応したテーマに関する共

同研究、研究助成や研究者育成を推進し、日本のアカデミック界の発展

に貢献 

②主体・協働

者 

・主体：マイクロソフト株式会社、マイクロソフトリサーチ 

・提携：東京大学、早稲田大学 

③設置経緯 ・2005 年マイクロソフト株式会社とマイクロソフトリサーチが協力して、

共同研究プロジェクトの拡大・充実および大学との提携の推進組織とし

て設立 

④運営方法 ・IJARC が共同研究先へ奨学寄付（300～500 万円/年、最長 2年まで。採択

件数は 10 件程度） 

⑤設置・運営

費等 

・不明 

⑥その他 ・共同研究プロジェクト：研究者・研究室単位でテーマを選定し、研究支

援を行う 

・大学との提携：大学または学内の組織と提携し、研究者の育成を含む総

合的な学術交流、研究支援 

・日本の若手研究者を対象に、2005 年より CORE 連携研究プロジェクトを

開始 

 

図表 2.6-15 組織図 

 

出典：マイクロソフト産学連携研究機構 HP より作成
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平成１９年２月

（３）緑化保全 

（３）－１ トヨタの森 

①趣旨・目的 ・どうすれば自然の力を環境のためにうまく使うことができるか、そ

の実験を行う 

②主体・協働者 ・トヨタ（豊田市郊外、フォレスタヒルズ） 

③設置経緯 ・トヨタは、環境を経営の最重要課題のひとつと位置付け、再生社会・

循環型社会の到来に向け、地球にフレンドリーな技術で地球再生を

牽引する企業を目指している 

・環境のことを考える中で、トヨタ自動車が注目しているのは、森が

もともと持っている「力」。その「力」について調べ、活用するため

に、豊田市郊外のフォレスタヒルズに「トヨタの森」をつくった 

④運営方法 ・活動誌の販売など 

⑤設置・運営費等 ・不明 

⑥その他 ・1997 年から一般公開開始 

・1998 年から里山を詳しく知るための「エコモニタリング」や環境教

育プログラム「エコのもりセミナー」（～2004 年まで。日本環境教育

フォーラムと共催）を開催 

・整備森林面積 15ha。「整備ゾーン」「保全ゾーン」「活用ゾーン」の 3

つに分けて整備 

図表 2.6-16 フォレスタヒルズ・モデル林 施設内図 

 

図表 2.6-17 里山学習館「エコの森ハウス」展示内容 

 

出典：トヨタ自動車 HP より作成 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 57

平成１９年２月

 

（３）－２ 京浜の森 

①趣旨・目的 ・末広地区に所在する事業所と横浜市は、海に広がる地区に良質な緑の環境

をつくり出し、次世代に継承する共有財産とする 

②主体・協働者 ・協働、技術支援、助成：横浜市 

・参加予定企業：旭硝子㈱京浜工場、ＪＦＥエンジニアリング㈱鶴見事業所、

末広ファクトリーパーク協議会、㈱ダスキン横浜中央工場、鶴見曹達㈱、

東京ガス㈱横浜管理事務所 環境エネルギー館、㈱東芝京浜事業所、矢代

工業㈱、ユニバーサル造船㈱京浜事業所 

③設置経緯 ・平成 14 年度のアントレプレナーシップ事業での提案をもとに京浜臨海部

の環境創造を進める「京浜の森」づくり事業を展開 

・京浜地区は、埋立地という特性から、古くからの樹林地等がないため、地

区にふさわしい環境創造を進め、良好な地区イメージをつくり出すため

に、企業緑地や公共緑地の新たな確保とともに、これらと市民に身近な水

辺の緑や企業公開施設などの地区の魅力資源を、企業・市民・行政が協働

して有機的につなげる取組の実践 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営費

等 

・緑化整備費の助成金（横浜市） 

・平成 16 年度「高原基金の森」支援（支援総額(予定)：35,000 千円（平成

17、18年度：支援なし、平成 19年度(予定) 35,000千円）、支援対象所在地：

横浜市鶴見区大黒町 18 番 1 外、面積：3,068 ㎡、森の完成予定：平成 20

年 3月) 

⑥その他 ・森づくりの概要：京浜工業地帯の中心となる鶴見において、貨物線跡地の

一部を緑道として整備していくもので、この公共による緑化を種子とし

て、周辺の工場・企業の緑化を促進し、緑少ない京浜工業地帯を公と民の

豊かな緑で包み込んでいく仕組みづくりを伴っている 

 

図表 2.6-18 敷地現況写真        図表 2.6-19 ロゴ 

        

出典：横浜市 HP および(財)都市緑化緑化基金 HP より作成 
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平成１９年２月

 

（３）－３ 東京ガス 環境エネルギー館／ビオトープ 

①趣旨・目的 ・子ども達の持つ不思議に思う心、センス・オブ・ワンダーを大切に「循

環」「意識」「エネルギー」「行動」という 4つの側面で展示を展開。展示

物やアクティビティを通して、地球環境やエネルギーについての気づき

や、暮らしのヒントを発見してもらう 

②主体・協働

者 

・東京ガス 

③設置経緯 ・未来を担う子どもたちが環境問題を正しく理解し、主体性をもって行動

できるようになるための環境学習の場として、もともと自社の土地であ

ったところに「環境エネルギー館」を 1998 年に設立。「環境・エネルギ

ー・都市」をテーマに、地球環境を総合的にとらえ、特に生態系におけ

る“循環”の意味をあらためて考えるとともに、エネルギー分野におけ

る環境保全の取り組みに対しても理解を深めていくとのコンセプトで、

ビオトープは 2000 年に都市の緑の復活と地元神奈川の里山の自然の再

生をテーマとして、土壌は県内大和市の畑の土を、池の底と周囲は水田

の荒木田土を使って設置 

・ビオトープ設置にあたっては、「１．都市部で失われた「身近な自然」を

創出する」「２．環境教育のフィールドとする」「３．建築物の蓄熱を防

ぎ消費電力を抑える」の 3点が基本的な考えとされている 

④運営方法 ・入館料：無料 

⑤設置・運営

費等 

・不明 

⑥その他 ・プログラムとしてビオトープ・アクティビティ、ワークショップ、ワン

ダーシアター、フロア・アクティビティー、地球大好き放送局を開催 

・ビオトープにはインタープリターが 1名常駐 

 

図表 2.6-20 環境エネルギー館概観（左）とビオトープ（右） 

  

出典：東京ガス環境エネルギー館 HP および文化環境研究所 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－４ 王子製紙森林博物館 

①趣旨・目的 ・森林に関心のある人たちを対象とした専門博物館。林木の品種改良、森林

と環境の研究、王子製紙の植林への取り組みを展示する“フィールドミュ

ージアム” 

②主体・協働者 ・王子製紙 

③設置経緯 ・“紙づくりは森づくりから始まる”という王子製紙の理念を実現のため、

日本で初めての林木育種研究所を１９５６年北海道栗山町に設立。2000

年 7 月に森林博物館として生まれ変わった 

④運営方法 ・見学：無料 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・王子製紙グループは現在、日本各地に 19万 haにおよぶ社有林を保有。民

間企業としては最大規模。水源の涵養や土砂の流出防止など、主として環

境保全の観点から国内の広大な社有林を守り続けている 

・これらの森をさらに研究や教育の場としても活かそうというのが「王子の

森」の活動で、1995 年に一般の方々を受け入れるための環境を整えて、

人が自然の森と接し学ぶ場を提供している 

・展示内容：森林博物館のフィールドは 27ha。標本館、温室、苗畑、遺伝

子資源林、新品種検定林などの施設がある。世界中から集められた遺伝子

資源、また品種改良で作出された約 130 樹種 2000 クローン余の樹木や植

物が生きた標本としてフィールドに展示。また、誰でも森林浴を楽しめる

バリアフリーゾーンや、天然更新の稚樹を踏まないように観察できるネッ

トの橋など。冬期間の構内見学は歩くスキー。季節ごとに森林や自然に関

する話題を取り上げてミュージアムトークを開催 

図表 2.6-21 フィールド展示の概略図 

 
出典：王子製紙森林博物館 HP および王子製紙 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－５ HAT 脇の浜公園つくろうプロジェクト 

①趣旨・目的 ・公園が位置する生田川の河口部の自然を守り、人が憩えるような場所と

なるよう、人と人が、人と自然がふれあえる公園をめざす 

②主体・協働

者 

・事務局：神戸市建設局 

・市民、企業（神戸新聞社、川崎製鉄など）、NPO 

③設置経緯 ・HAT 神戸脇の浜の西端につくられる公園を､市民や企業などからプレゼン

トされた｢もの｣や｢お金｣､｢労力｣､｢知恵・知識｣を活用してつくっていこ

うというプロジェクト 

平成14～15年 公園計画ワークショップ 

平成16年 公園整備工事着手 

平成 18 年 公園開園式 

④運営方法 ・不明 

⑤設置・運営

費等 

・事業費：1億 5千万円 

・企業等からの各種寄付 

⑥その他 ・公園が、市民と企業のつながりや信頼をはぐくむ場所となり、公園づく

りが企業イメージの向上や社会貢献につながる 

図表 2.6-22 企業等からの各種寄付一覧 
寄付施設 寄付企業 

太陽電池時計 （株）シチズン TIC 

太陽電池証明 （株）ノナガセ 

スツール 神戸市立科学技術高等学校 

川鉄フライホイール 川崎製鉄(株) 

ハゼ遊具(モザイクタイル) 黒崎播磨(株) 

スプリング遊具 (有)ハマダ商店・株式会社キューブ 

横断防止フェンス 朝日スチール工業(株) 

インターロッキング舗装・花壇縁石 久保田セメント工業(株) 

樹木 神戸市造園協力会・名谷園造園土木(株) 

照明灯 大光電機(株) 

水飲台 日本興業(株) 

モニュメント作成 神戸市立なぎさ小学校・神戸市立渚中学校 

HAT 公園つくろう会運営資料作成 (社)ランドスケープコンサルタンツ協会関西支部 

寄付金 神戸新聞社 
 

出典：神戸市 HP より作成
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平成１９年２月

 

（３）－６ エコ・プロフィット 

①趣旨・目的 ・自治体の主導によって、地域の企業が、環境専門機関の指導の下、環境

保護と光熱費といった経費の削減を実現することを目的とする 

②主体・協働者 ・市民、評議委員会（各界の代表 50 人）、アジェンダ・ビューロー（自治

体に設置）、市民基金など 

③設置経緯 ・リオデジャネイロの地球サミットで採択された「アジェンダ 21」（1992

年 6 月）に組み込まれた、ローカル・アジェンダ 21（LA21）のアジェン

ダ・プロジェクトのひとつ。 

・エコ プロフィット自体は、1990 年代半ば、オーストリアのグラーツ市

で始まり、1998 年ミュンヘン市がドイツでアジェンダプロジェクトとし

て導入 
④運営方法 ・市民基金（市、銀行、企業、市民拠出）など 

⑤設置・運営費

等 

・ミュンヘンでは、26 の事業者に専門家がエネルギー廃棄物削減などの具

体的なアドバイスのもと、取り組み、一年後に、CO2 が 1,940t、廃棄物

が 543t、水使用量 2,600 万リットル減少となった。同時に約 1億円のエ

ネルギー費などが削減された 

⑥その他 ・ドイツでは 50 以上の自治体が導入し、一年サイクルで、参加している

全事業体で取り組むテーマ別ワークショップ、認証取得企業への視察、

環境専門機関によるコンサルティング、環境対策の提案・実施、最後に

審査、認証が行われる 

・日本では、同様の趣旨で札幌市と宝塚市で独自のシステムで取り組んで

いる 
 

図表 2.6-23 エコプロフィットを実施している 
     ミュンスター市のロゴマーク 

 

出典：ドイツ環境ジャーナル HP、札幌市役所 HP、宝塚市 HP、地球環境戦略研究機関 竹内

恒夫氏資料より作成 
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平成１９年２月

 

（３）－８ 地域の清掃活動など 

①趣旨・目的 ・清掃活動を通じ、地域の人々や団体と交流と深めながら、環境を考える

②主体・協働者 ・各企業（極東石油、富士石油、丸善石油化学、他多数） 

・地域住民 

③設置経緯 ・地域の環境美化活動の一環 

④運営方法 ・ボランティア（各社、従業員とその家族など） 

⑤設置・運営費

等 

・ボランティア 

⑥その他 ・丸善石油化学（株）：四日市市の公園及びコンビナート周辺の清掃活動

・東芝グループ：各社・事業場の通勤路や会社周辺の清掃、河川清掃（2005

年、57 社、70 活動、4,698 名） 

・イトーヨーカドー・セブン＆アイ HLDGS.：『全国一斉清掃活動』として、

店舗・事業所周辺を清掃（2006 年から開始） 

・NEC：NEC Makes a Difference という社員が一年に一日だけ、ボランテ

ィア活動を行い地域貢献するボランティアプログラムの一環として清

掃活動を行う 

・コカ・コーラ：びん・缶・PET ボトルの散乱防止を目的に、自治体や学

校、観光地などにくずかご・缶プレス機・ポリ袋などを寄贈。 

 

図表 2.6-24 富士石油：清掃活動の様子 

 

出典：富士石油(株)HP、丸善石油化学(株)HP、(株)東芝 HP、イトーヨーカ堂（株）HP、日本

電気(株)HP、日本コカ・コーラ(株)HP より作成 
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平成１９年２月

（４）芸術・文化 

（４）－１ 川村記念美術館 

①趣旨・目的 ・17 世紀のレンブラントから 20 世紀美術に至る多彩なコレクション、展

示作品に最もふさわしい空間づくりを目指した建物、四季折々の変化が

楽しめる美しい自然環境、この、「作品」「建物」「自然」の三要素を調

和させることで、理想の美術館の実現に努める 

②主体・協働者 ・大日本インキ化学工業および関連グループ会社（千葉県佐倉市の総合研

究所内） 

③設置経緯 ・大日本インキ化学工業株式会社がその関連グループ会社とともに収集し

てきた美術品を公開するため、1990 年 5 月に千葉県佐倉市の総合研究所

敷地内に開館 

④運営方法 ・入館料（展示内容によって異なる）、ガイドツアー参加費、会員費、グ

ッズ販売、貸しギャラリーなど 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・隣接する大日本インキ化学工業総合研究所と併せて約３０ヘクタール（9

万坪）の敷地内は、樹木 200 種、草花 500 種を超え、野鳥や昆虫も数多

く生息しており、木立のなかを数百メートルにわたって散策路が続き、

四季の移ろいを間近で感じることができる 

・ガイドツアーや美術教育サポートなどのプログラムを開催 

・開館以来、1000 点を超える収蔵作品のなかから代表作約 50～80 点を展

示するとともに、年に数回の特別展・企画展を催している 

・学芸員実習の受け入れ、学芸員の採用を行っている 

・2004 年「メセナ大賞」受賞 

 

図表 2.6-25 敷地内マップ 

 

出典：川村記念美術館 HP および大日本インキ化学工業(株)HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－２ 出光美術館 

①趣旨・目的 ・美術研究および保存・修復にもとづく展観の活動を積極的に行うととも

に、広く内外から招いて特別展を開催し、各国にてコレクションを通じ

て日本文化の紹介に努める 

②主体・協働者 ・出光興産 

・（財）出光美術館 

③設置経緯 ・出光興産の創業者の出光佐三が約 70 年あまりの歳月をかけて収集した

美術品を展示・公開するため、昭和 41 年（1966）、東京・丸の内の帝劇

ビル 9階に開館 

④運営方法 ・入館料、グッズ販売、会員費など 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・平成 12 年に創設者ゆかりの地、北九州・門司港レトロ地区に出光美術

館（門司）を開館 

・学芸員による列品解説や少人数での特別講義を開催 

・展覧会の内容や出品作品を案内するメールマガジンのの発行（月 2回）

 

図表 2.6-26 出光美術館 （左：東京・丸の内、右：北九州・門司） 

    

 

 

出典：出光美術館 HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－３ 紀尾井ホール 

①趣旨・目的 ・半世紀にわたる新日鉄コンサートや、新日鉄音楽賞などを通じて積み重

ねてきた経験を生かし、＜発掘・創造・育成・交流の場＞をテーマに音

楽家と聴衆を結び、クラシックと邦楽の心をつなぐ 

②主体・協働者 ・建設主体：新日本製鐵(株) 

・運営：(財)新日鐵文化財団 

③設置経緯 ・新日鉄は創立以来一貫して、日本経済の発展を支えるとともに芸術文化

においても「新日鉄コンサート」や「新日鉄音楽賞」の創設などを通じ

て音楽分野に対する支援を継続してきており、1990 年、社の創立 20 周

年を機に、記念事業の一環として、音楽活動の拠点たる「紀尾井ホール」

の建設を開始し、1995 年４月に開館 

④運営方法 ・チケット販売、会員費、協賛費、グッズ販売、バー、貸しホールなど 

⑤設置・運営費

等 

・新日鐵文化財団がホール主催公演を作成・開催し、運営。 

・(有)紀尾井ホールサービスがホール使用の運営。 

・協賛会社：赤坂プリンスホテル、オーエムシーカードなど 

⑥その他 ・施設：室内オーケストラの演奏に最もふさわしい音響空間を創造するシ

ューボックス形式の紀尾井ホール（800 席）、邦楽の演奏にふさわしい明

瞭な響きの音空間を演出する紀尾井小ホール（250 席） 

・紀尾井ホールレジデント・オーケストラ：紀尾井シンフォニエッタ東京

・新日鉄音楽賞：1990 年(平成 2年)新日本製鐵創立 20 周年と新日本製鐵

が提供してきた「新日鉄コンサート」放送 35 周年を記念して設けられ

た音楽賞 

 

図表 2.6-27 紀尾井ホール 図表 2.6-28 紀尾井シンフォニエッタ東京

  

出典：紀尾井ホール HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－４ サントリーホール 

取組み概要  

①趣旨・目的 ・音楽を愛する人々がともに集い、奏でること、聴くことを堪能し合う響

きの空間を提供 

②主体・協働

者 

・サントリー 

③設置までの

経緯 

・1899 年の創業以来、事業による利益は「顧客へのサービス」「事業の拡

大」そして「社会への還元」に使わなければならないという信念を持ち、

「利益三分主義」を唱えて社会福祉活動・慈善活動に力を注いだ。それ

を引き継いだ第二代社長佐治敬三は、コンサートホールや美術館の運営

など、特に文化の面で貢献。サントリーホールは 1986 年に東京初のコン

サート専用ホールとして開場 

④運営方法 ・チケット販売、会員費、ギフトショップ、バー、貸しホールなど 

⑤設置・運営

費用等 

・不明 

⑥その他 ・施設：大ホール、小ホール、ホワイエ（ロビー）、貸しホール、アークカ

ラヤン広場など。世界最大級のパイプオルガンを有する 

・2004 年から、豊かな音楽文化に貢献するため、ホール活動の主要な柱と

して「ひろがれ！音楽の恵み」の標語のもと、「エデュケーション・プロ

グラム」を開催。「若い世代にクラシックのすばらしさを伝える」「豊か

な文化生活へのいざない」「アーティストの飛躍のために」と銘打った活

動を実施中 

 

図表 2.6-29 エデュケーション・プログラムのロゴマーク 

 

出典：紀尾井ホール HP より作成 
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平成１９年２月

 

（４）－５ サントリー美術館 

①趣旨・目的 ・「美を結ぶ。美をひらく。」をミュージアムメッセージとして、名作や名

品の「生活の中の美」を愉しんでもらう 

②主体・協働

者 

・サントリー 

③設置までの

経緯 

・1899 年の創業以来、事業による利益は「顧客へのサービス」「事業の拡

大」そして「社会への還元」に使わなければならないという信念を持ち、

「利益三分主義」を唱えて社会福祉活動・慈善活動に力を注いだ。それ

を引き継いだ第二代社長佐治敬三は、コンサートホールや美術館の運営

など、特に文化の面で貢献。1961 年東京・丸の内に「生活の中の美」を

基本理念に開館。 

④運営方法 ・入館料、会員費、ショップとカフェの運営。 

⑤設置・運営

費用等 

・不明 

⑥その他 ・ 2007 年  六本木にリニューアルオープン  

・「生活の中の美」をテーマに、絵画、陶磁、漆工、ガラス、

染織など、日本人の生活に密着した作品を主体とする総数

約 3,000 件を有する。うち、国宝 1 件、重要文化財 12 件、

重要美術品 8 件を所蔵  

・エデュケーション・プログラムとして、講演会やワークショップ、フィ

ールドワークなどを開催 

 

図表 2.6-30 サントリー美術館 外観 

 

 

出典：サントリーHP より作成 
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平成１９年２月

（５）教育 

（５）－１ キッザニア東京（Kidzania Tokyo） 

（子供たちが遊びながら仕事を学べる疑似体験施設） 

①趣旨・目的 ・2～12 歳のこどもたちを主な対象として、好きな仕事にチャレンジし、

楽しみながら社会の仕組みを学んでもらう 

②主体・協働者 ・主体：株式会社キッズシティージャパン 

・オフィシャルスポンサー（44 社）、シアタースポンサー（3 社）、協

賛会社（3社） 

③設置経緯 ・キッズシティージャパン社長の住谷氏が 2003 年にメキシコのキッザ

ニアを視察。そのコンセプトに感銘を受け、日ごろ日本で感じてい

たニート等の若年層への不安感を改善できる環境を提供できるので

はと考え、オープンにこぎ着けた 

④運営方法 ・スポンサー料：１企業あたり数千万円程度 

・入場料 

⑤設置・運営費等 ・不明 

⑥その他 ・1999 年キッザニア 1号店（メキシコシティ、年間約 82 万人来場） 

・オフィシャルスポンサーは単独のパビリオンにて、業務内容を再現

したアクティビティやユニホームなどを提供。ブランドアピールの

場でもある。シアターサポーターは劇場のサポート、協賛会社は施

設内の各種設備や機材、サービスの提供を行っている 

・キッザニアの通貨（キッゾ）で給料が支払われ、キッゾを使って、

いろいろなサービスを受けたり、ショッピングをすることができる。

銀行でキャッシュカードの発行、ATM での引き落としや次回の来場ま

で貯金もできる。大人はアクティビティには参加できず、外部から

の見学や大人専用ラウンジなどを利用 

・セキュリティ用のブレスレットを導入し、入場者の管理を徹底 

図表 2.6-31 キッザニアタウンマップ 

  

出典：キッザニア東京 HP および日経ビジネス 2006/08/21 より作成
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（５）－２ アフリカ学校建設 

（住友信託銀行他 4 社が連携し、アフリカ（ケニア・タンザニア・ウガンダ・ザンビア）

の小学校建設費を負担） 

①趣旨・目的 ・深刻な貧困問題を抱えているアフリカのサブサハラ地域において、小学

校の建設など、子どもたちを対象とした教育の支援 

②主体・協働者 ・特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ） 

・住友信託銀行、住友生命、三井住友海上火災、住友化学 

③設置経緯 ・住友化学がマラリア対策として開発した防虫蚊帳で得た利益を、「アフ

リカの人たちの生活改善に活かせないか」と考え、グループ各社に呼び

かけ実現 

④運営方法 ・運営：現地の住民、政府、各国のワールド・ビジョン事務所など 

⑤設置・運営費

等 

・建設費（4000 万円：1000 万円×4社で負担） 

⑥その他 ・住友化学と WVJ は 2005 年 8 月から、タンザニアとケニアの 2 カ国でそ

れぞれ 1校の小学校の建設開始。さらに 3社の参加により、さらに 4件

の建設を計画 

 

図表 2.6-32 教室内風景 

 

出典：住友化学(株)HP、「国際開発ジャーナル」（No.591、2006.2）より作成 
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（５）－３ コスモ子ども地球塾 

（自然体験プログラム「コスモわくわく探検隊」、子どものための自然アートワークショッ

プ、Web 環境教育サイト「エコネッツ」、地球環境ブックの配布） 

①趣旨・目的 ・「コスモ石油としてオリジナリティのある活動を行う」、「社員が参加し

て活動する」、「経営状況に左右されず長期継続する」を基本方針に、「未

来の社会をつくる子どもたちの啓発」、「人間社会が存続するための基盤

である地球環境の保全」、「平和で心豊かな文化的社会の構築」をコンセ

プトとして取組む 

②主体・協働者 ・コスモ石油 

・サポーター：環境活動を行っている会社、NPO、団体など 

③設置経緯 ・1992 年から全社的な社会貢献活動への取り組みを、②に示した基本方針、

コンセプトの元にスタート 

・1993 年に、初めての社会貢献プログラムとして交通遺児の小学生を対象

とした自然体験プログラム「コスモわくわく探検隊」を開催し、以来 10

年以上にわたり毎年、継続実施 

④運営方法 ・コスモ石油エコカード基金 

・「コスモわくわく探検隊」は毎年 20 名程度のコスモ石油グループ社員が

ボランティアとして参加し、運営 

⑤設置・運営費

等 

・不明 

⑥その他 ・環境教育ウェブサイトにて石油や地球環境などの解説や、環境活動に取

り組んでいる人物（エコネッツ・マスター）を紹介 

・「ずっと地球で暮らそう。」プロジェクトとして、コスモ石油エコカード

基金で途上国と子どもたちの環境教育支援を実施 

 

図表 2.6-33  ワークショップの様子 

出典：コスモ石油 HP より作成 
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（５）－４ 少年少女発明クラブ 

（市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブと住友化学千葉工場では、2002 年から小・中学生を対

象に、化学実験や工作を通じて科学的創造性を養う活動を行っている） 

①趣旨・目的 ・青少年の自由闊達な想像力を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、

創造力豊かな人間形成を図る 

②主体・協働者 ・主体：(社)発明協会 

・協力：住友化学など、各地方自治体、教育委員会、学校、企業など 

③設置までの

経緯 

・1974 年に発明協会の少年少女発明クラブ事業として設立 

・住友化学千葉工場では、工場の操業 35 周年の記念事業として取組を開

始、社内に事務局を置いて開設 

・この地域を故郷とする企業として、自分たちの得意とする分野で何か地

域に貢献できないかと考え、社員からのアイデアを実現 

④運営方法 ・協力企業からの資金提供など 

・市原・袖ヶ浦での活動の場合、後援･･･市原市、袖ヶ浦市、運営・資金

提供･･･住友化学、指導･･･（社）発明協会 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・全国各都道府県に、192 のクラブが設置され、9,000 人以上のクラブ員

が所属（2006 年 8 月 1日現在） 

 

 図表 2.6-34 活動サイクル   図表 2.6-35 活動の様子 

 

 

出典：少年少女発明クラブ HP、住友化学 HP および地域情報紙シティライフ HP より作成 
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（５）－５ カンボジア学校建設 

①趣旨・目的 ・長期の内戦によって失われたカンボジアの教育基盤の早期回復を願い、

カンボジアの未来を担う子どもたちへの教育を支援 

②主体・協働者 ・主体：(財)日本ユニセフ協会 

・パートナーシップ：イオン（2001～2003 年）など 

③設置までの

経緯 

・1989年に環境保全と社会貢献活動を行う「イオン 1％クラブ」を設立 
・業績に関わらず継続的に活動するため、グループ優良企業各社が税引き

前利益の 1％を拠出し、「環境保全」「国際的な文化・人材交流、人材育

成」「地域の文化・社会の振興」「支援事業及び寄付」を柱に事業を実施

・2000～2003 年にカンボジア学校建設への支援を実施 

④運営方法 ・個人・団体からの寄付金 

・イオン：お客からの募金とイオン１％クラブからの寄付 

⑤設置・運営費

用等 

・2000～2003 年度にかけて、149 校を寄贈 

・支援額は約 3億円（店頭募金：約 1億 4700 万円、イオン１％クラブ：1

億 5,400 万円） 

⑥その他 ・学校建設以外に、「教育システム」の面から、教師の再教育研修、子ど

もたちのへの奨学金制度、PTA への啓蒙活動、コミュニティのセンター

としての学校などのプロジェクトも進行（イオン）。 

 

図表 2.6-36 建設校舎（左：旧校舎、右：新校舎） 

  

出典：イオン HP より作成 
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（５）－５ タイ学校建設 

①趣旨・目的 ・タイ王国の次代を担う子どもたちへ、より良い学習環境を提供する 

②主体・協働者 ・NGO「アジアの女性と子どもネットワーク」 

・NTT ドコモ 

③設置までの

経緯 

・NTT では、1992 年に「社会貢献委員会」と「社会貢献推進室」を設置し、

積極的かつ継続的に社会貢献活動に取り組んできた。現在は、NTT グル

ープの基本的な考え方を踏まえ、NTT グループ各社が各々の事業特性に

あわせた活動方針に沿って、さまざまな社会貢献活動を推進 

・その中で NTT ドコモがタイの学校建設を 1998 年より支援 

④運営方法 ・NTT ドコモが NGO の活動を助成 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・1998 年から学校建設を支援し、2006 年までに 9校の学校を建設 

・2005 年度は、インド洋大津波の被害を受けたタイ南部において、保育園

及び小・中学校の校舎再建を支援 

 

図表 2.6-37 支援の様子 

 

出典：NTT ドコモ HP、日本財団 HP、NGO キャンヘルプタイランド HP より作成
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（６）福祉・健康 

（６）－１ 川鉄千葉病院 

①趣旨・目的 ・川崎製鉄の従業員とその家族、さらに多くの地域の皆様に信頼される医

療を提供。「安全かつ質の高い医療を提供し、患者さんに信頼される病

院」をめざす 

②主体・協働者 ・川崎製鉄健康保険組合 

（千葉県千葉市中央区） 

③設置までの

経緯 

・昭和 41 年に川崎製鉄健康保険組合立として開設 

④運営方法 ・診察・入院などの医療費など 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・その他施設：訪問看護ステーション、付属看護学校（3年課程）  

・病院機能評価機関である（財）日本医療機能評価機構の認定病院 

・千葉県の救急二次指定病院 

・糖尿病教室の開催（月 2回） 

・病床数：360 床 

 

図表 2.6-38 川鉄千葉病院外観 

 

出典：JFE 健康保険組合川鉄千葉病院 HP より作成 
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（６）－２ (財)朝日生命成人病研究所 

①趣旨・目的 ・生活習慣病の研究を行い、生活習慣病に対する施策に寄与する 

・生活習慣病に関する情報提供や、生活習慣病予防のためのセミナーの

開催など、健康分野に対する取組みを積極的に展開 

②主体・協働者 ・朝日生命 

③設置までの経

緯 

・昭和 35 年、朝日生命保険相互会社の創業 70 周年事業の一環として、

東京丸の内（後に新宿に移転）に設立、昭和 60 年には、同社の創業

100 周年記念事業の一環として、丸の内センタービル内に朝日生命糖

尿病研究所が開設され、糖尿病に関する研究・診療体制を拡充 

・その後、平成 16 年 3 月、集約化による研究・診療体制の充実を図る

ことを目的に、両研究所を丸の内に統合し、現在に至る 

④運営方法 ・事業収入、寄付金収入など 

⑤設置・運営費

用等 

・事業・寄付金収入などを研究業費、研究助成費、管理費などに運用 

⑥その他 ・当院の生活習慣病専門病院としての特徴を会社診療所や地域医療機関

の先生および医療スタッフの方々に活用していただける窓口として

医療連携室を設置 

・6つの研究室などの研究施設と外来・入院診療施設（病床数 40 床）を

備えた附属丸の内病院があり、成人病（生活習慣病）に関する基礎的

研究および診療を通しての臨床的研究の成果は年報に収録・刊行さ

れ、学会その他において多大な評価を得ている 

・東京都から「特定公益増進法人」の認可を受け、寄附について、税制

上、次の様な特別措置が認められている 

「所得税」･･･特定寄附金として所得税控除の対象となる 

「法人税」･･･一般寄附金の損金参入限度額と同額まで別枠で損金参入

できる 

「相続税」･･･寄附財産として相続税が非課税となる 

図表 2.6-39 外来入り口 

 

出典：(財)朝日生命成人病研究所 HPより作成 
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（６）－３ 東芝林間病院 

①趣旨・目的 ・「人を大切にする医療を実践して社会に貢献する」を基本理念として、

他医療機関と連携して患者中心の地位に密着した病院を目指す 

②主体・協働者 ・東芝健康保険組合（神奈川県相模原市） 

③設置までの

経緯 

・昭和 28 年、東芝の 7つの健康保険組合により共同設立 

④運営方法 ・診察・入院・検診・ドックなどの医療費など 

⑤設置・運営費

用等 

・不明 

⑥その他 ・救急指定病院、相模原市夜間二次救急医療協力機関、林間訪問看護ステ

ーション（訪問看護、在宅介護支援事業）併設 

・健康管理センター、リハビリセンター（リハビリテーション総合承認施

設）、血液透析センター、内視鏡センター 、介護教室 を開設 

・病床数 199 床 

 

図表 2.6-40 病院外観 

 

出典：東芝林間病院 HP より作成 
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2.6.3. 地域との共生に関する課題 
 
先に示したとおり、臨海コンビナートと地域との共生のためには企業が連携して、地域住

民や行政とも対話しながら地域づくりをすすめることが望ましい。 
2.6.2では、地域との共生に係る成功例として、各種成功事例を調査した。企業の社会貢献
活動への取組意欲は高く、地域で様々な活動が行われているが、これら成功事例からは、地

域の特性に着目した地域ならではの施設整備が重要であること、地域環境の向上や地域活性

化に寄与すること、更には複数企業また企業と行政とが連携して地域づくりに取り組むこと

で、関係主体相互の競争力強化やブランド力強化、そのアピール等のシナジー効果を志すべ

きことを伺い知ることができる。 
上記に基づくと、京葉臨海コンビナートの企業間連携や競争力強化と連動して進めるべき

取組として、 
○ コンビナート及び周辺の特性・資源を最大限に活かせる取組 
○ 地域環境の向上や地域活性化に大きく寄与する取組 
○ 対外的なアピール度が高い先進的な取組 
○ 地域住民と企業双方にとってメリットが高い取組  

が有効であることがわかる。 
ここでは特に京葉臨海コンビナートでの取組という観点から、化学・石油産業に代表され

る様々な産業集積を活かせる点、２１世紀に人類が取り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・新エネ等環境活動へ取組を進める点、そして、それらの活動が、地

域住民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することにより、（１）環

境・エネルギー、（２）学術研究、（３）緑化保全の３分野について重点的に地域共生施策を

進めることが大きな課題と認識される。 
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－京葉臨海コンビナート地域での取組が有効な３分野－ 

 

（１）環境･エネルギー 

 京葉臨海コンビナート地域に特徴的なエネルギーや素材を活用し、地域の環境負荷等に資す

る取組。また、コンビナートそのものを企業間連携のもとに観光素材として演出し、地元や首

都圏、あるいは全国、世界から人が集まる観光拠点となり得る取組。 

 

（２）学術研究 

イギリスのエデンプロジェクトなどのように、地球環境・エネルギーに関する研究・教育・観

光的側面を兼ね備えた研究施設を地域内に整備することで、企業と地域が協働しながら地球環

境･エネルギー問題のあり方を研究できる取組。 

 

（３）緑化保全 

企業毎の取組に留まるのではなく、各社が連携してコンビナート全体として緑地を確保･整

備することにより、地域にとって、より便益の高い効果が期待できる取組。 
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3. 省エネルギー戦略の展開 
 
3.1. 戦略の基本的方向と重点施策 
 
（１）省エネルギーを伴う競争力強化のための戦略 

これまでに述べてきた通り、京葉臨海コンビナート地域は、全国最大規模のコンビナート

インフラ及び各種産業が複合し、廃棄物の大発生地域に近接しており、京葉臨海コンビナー

ト地域の省エネルギー等による競争力強化の取り組みの基本的方向を考える上ではこれらの

有利な環境条件を最大限、活用すべく取り組む課題を設定することが肝要である。 
また、石油及び石油化学産業においては、最近の需要動向の大きな変化があり、重質留分

の余剰、石油化学原料の多様化等の課題への対処という視点も極めて重要といえる。更に、

マルチ廃棄物処理再生等の環境対策の必要性も増大しており、その要請に応える施策の展開

が望まれる。加えて、地域の事情に即した規制緩和もコンビナートの国際競争力の強化のた

めに、極めて重要である。 
また、コンビナートを継続的に発展させていくには地域との様々な面での共生が必要であ

り、戦略の策定においては、先の産業活性化の観点に加え、地元との共生を志向した具体的

施策が必要であり、コンビナート未利用土地の共同利用や産業共生資源の集約有用化、クリ

ーン原料等の燃料転換、新エネルギーの拡大といった千葉県や千葉県内の各市町村や教育・

研究機関と企業とが将来にわたり共生できるモデルを具体的施策として導いていくことが望

ましい。 
これらを基本認識とした上で、先にまとめた、企業間連携にむけた京葉臨海コンビナート

地域の４つの課題、すなわち、 

ア．設備の更新・用地の確保 
イ．重質留分の処理能力強化 
ウ．エネルギー等の共有化と副生成物の相互融通 
エ．原料の低廉かつ安定的供給の確保 
についてあらためて考えると、図表 3.1-1に示す具体的な取り組みが抽出される。 
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図表 3.1-1 京葉臨海コンビナート地域の課題とその解決に向けた具体的な取り組み例 
 課題 具体的取り組み例 
１ 設備の更新・用地の確保 企業間連携による設備の簡素化・共有化 

・ 太陽光発電／風力発電 
・ 共有パイプライン設置による石油・石油化学留分、

用役の異業種間相互融通 
・ 倉庫、バース、排水処理施設等 

２ 重質留分の処理能力強化 重質留分の一括処理 
・ バインダーピッチへの活用 
・ 脱瀝残渣ボイラによる利用 
・ 溶融炉による利用 

３ エネルギー等の共有化と複製
生物の相互融通 

ユーティリティーの共有化 
・ 蒸気、電気の相互融通 
・ 副生水素の集積・活用 
・ 水素発電・水素燃料電池 

４ 原料の低廉かつ安定的供給の
確保 

原料の多様化 
・ 分解軽油、コンデンセート等石化原料の多様化 
・ ボイラ原料のバイオマス原料活用 
（下水汚泥、木材チップ、廃タイヤ） 

 
以上を踏まえ、京葉臨海コンビナートを構成する企業により構成される京葉臨海コンビナ

ート連携協議会アクションプログラム策定部会における議論において確認された 
・ 京葉臨海コンビナートを構成する各社が抱える課題や要望（余剰しているもの、不足し

ているものが何か等）を満たす（図表 3.1-2） 
・ 京葉臨海コンビナート地域の特性に合致する 
・ 異業種を含む企業間の連携が確保できる 
・ コンビナート全体としての競争力強化が図れる 
・ 各企業が差別化を図っている高付加価値部分ではなく、共通する課題としてのベーシッ

クな部分での連携が実現する 
・ 省エネルギー、環境負荷の低減に貢献する 
等の条件をもとに施策を導くと以下の４つの重点施策が浮かび上がってくる。 
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－京葉臨海コンビナート地域における４つの重点施策－ 

 

１．重質留分の活用の可能性→リサイクル、環境負荷の低減、省エネ 

ＦＣＣ等により重質留分の軽中質留分の抽出をおこなっても残渣は発生し、コンビナートの

生産のボトルネックとなる。このような残渣を廃棄物と位置付けリサイクルするシステムを考

える。 

 

２．水素の活用の可能性→リサイクル、省エネ、環境負荷の低減 

副生ガスの有効活用の観点からＲＩＮＧⅢの先のシステムを考える。将来のクリーンエネル

ギーの首都圏への供給拠点整備の視点も考慮する。 

 

３．冷熱の活用の可能性→環境負荷の低減、省エネ 

コンビナート内燃料のクリーン化（天然ガス化）を進めると同時にＬＮＧから発生する冷熱

も同時に活用するシステムを考える。 

 

４．熱電の共用の可能性→省エネ 

蒸気と電気を各企業が共有し、効率的なエネルギー運用を図るシステムを考える。 
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図表 3.1-2 コンビナート立地企業 11社の課題 

不要なもの･余っているもの 必要なもの･ほしいもの 

蒸気･熱 ８ 配管網 ８ 

重質留分 ７ 冷却水（冷熱） ５ 

ＬＮＧガス ４ 用地 ５ 

各種の規制 ４ 蒸気 ４ 

硫黄（S、H2S） ３ 水素 ３ 

C02 ２ 安価なナフサ ３ 

廃アミン ２ ユーティリティーセンター ３ 

バース ２ バース ３ 

工場内緑地 ２ 共同倉庫 ３ 

廃酸、廃油 ２ 人材 ３ 

ＬＮＧ冷熱 １ タンク ３ 

LPG（C3、C4） １ 安価な工業用水 ２ 

副生ガス １ 燃料 ２ 

水素 １ LPG（C3、C4) ２ 

電力 １ 統合排水処理設備 ２ 

アスベスト入保温材 １ N2 ２ 

民間備蓄 １ 電力 １ 

事業所内遊休地 １ ベンゼン １ 

一部スラグ １ 潤滑油の基材 １ 

 Ｃ５ １ 

  Ｃ８留分 １ 

  共同緑地 １ 

 O2 １ 

 純水 １ 

 計装エア １ 

      出所）AP策定部会調査，数字は同じ回答をした事業者数 
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（２）地域との共生のための戦略 

先に述べた省エネルギーを伴う競争力強化のための戦略の推進にあたっては、京葉臨海コ

ンビナート地域における地域共生の視点の確保が重要である。 
2.6で述べたとおり、京葉臨海地域での取り組みが有効な分野として、 
 
 

＜京葉臨海コンビナートでの取り組みが有効な地域共生の分野＞ 

①環境・エネルギー 

 京葉臨海コンビナート地域に特徴的なエネルギーや素材を活用し、地域の環境負荷の軽減等

に資する取組み。また、コンビナートそのものを企業間連携のもとに観光素材として演出し、

地元や首都圏、あるいは全国、世界から人が集まる観光拠点となりえる取組み。  

②学術研究 

 イギリスのエデンプロジェクトなどのように、地球環境・エネルギーに関する研究・教育・

観光的側面を兼ね備えた研究施設を地域内に整備することで、研究者のみならず、県内外から

の需要が想定できる取組。 

③緑化保全 

 企業ごとの取組みに留まるのではなく、各社が連携してコンビナート全体としての緑地を確

保・整備することにより、地域にとって、より便益の高い効果が期待できる取組み。 

 
 
の３分野が導かれる。すなわち、環境・エネルギー、学術研究、緑化保全等に係る取り組み

について京葉臨海コンビナートを構成する企業のみならず、行政や地域住民と連携しつつ実

現していくことが望ましい。 
具体的には、 
・ コンビナートと周辺地域との連携による環境調和型地域づくりを目指す「水素エネルギ

ー活用モデル地域づくり、グリーンボイラーの地域活用促進」 
・ 地球温暖化対策への貢献をはじめ、新エネルギーの普及開発、産業教育・産業観光への

展開を担う「企業連携による工場見学の充実、次世代エネルギー展示施設」 
・ アジア・環太平洋の地球環境問題のセンター機能を担う国家戦略拠点としての「地球環

境研究施設（千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェクト）」 
・ 地域の環境保全に資するとともに従業員や住民の癒しの場となる「京葉臨海コンビナー

ト企業『癒しの森』（仮称）」 
など、後に詳述する構想について、競争力強化や省エネルギーのための企業間連携と並行し

た戦略を展開していくことが求められる。 
 以下では、上記について、省エネルギーを伴う競争力強化のための戦略と地域との共生の

視点を持つ戦略のそれぞれについてその要素を詳述していく。 
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3.2. 省エネルギーを伴う競争力強化のための戦略 
  
3.2.1. 冷熱の活用 

  
（１）現状認識 

世界の天然ガスの確認埋蔵量は、2004 年末で 180 兆 m3 であり、旧ソ連、中東及びその
他の地域におおむね 1／3ずつ存在している。その可採年数は 67年と石油に比べて長く、ま
た、中東に偏在する石油と比べると地域的な偏りは小さいこと、更に、燃焼時の環境特性に

優れることから、近年においても利用量は着実な増加傾向を呈している。 
我が国の天然ガスは、発電用に約 2／3、都市ガス製造用に約 1／3が使われており、両者
が日本の需要の大半を占める。 
現在、天然ガスの供給における輸入の割合は、石油と同様に極めて高い約 96.3％であり、
全量がＬＮＧで輸入されている。 
我が国に対するＬＮＧの供給元は、インドネシア、マレーシア、オーストラリアなどのア

ジア・太平洋地域がその 75％を占めるが、産ガス国からの距離が遠いため、現在のところ産
ガス国とはパイプラインで連結されていない。そこでガス輸出国で、天然ガスを-162℃に冷
却して液化することによって体積を小さくし（約 1／600）、専用船で我が国へ輸送するとい
う方法が採られている。京葉臨海コンビナートを含む我が国に到着したＬＮＧは、-162℃の
液体から常温まで蒸発させて熱量調整・付臭し、都市ガス用にまたはＧＴ用に供給されてい

る。 
ＬＮＧ冷熱は、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－162℃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 3.2.3-1 に示す。ＬＮＧ基地における冷
熱の使用例としては、 
・ 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 
などが挙げられ、それぞれ大幅な省エネルギー効果が得られるものとしての期待が大きい。 
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図表 3.2-1 ＬＮＧ基地における冷熱利用の例 
 

海水

都市ガス

ＬＮＧ基地における冷熱使用例

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を常温まで蒸発させて、熱量調整・付臭し都市ガス用に、またはＧＴ発電用に供給

 
 
 図表 3.2-2に京葉臨海コンビナート地域の冷熱バランスを示す。 
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、ＬＮＧ冷熱の多くの部

分はＬＮＧ気化装置（オープンラックベーパライザー）を介して海水に捨てられている（環

境に影響のない範囲で海水を冷やしている）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基地の
冷熱供給量である 750GJ／hを遙かに上回る量となっている。 
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を伴う

ＬＮＧ冷熱の有効活用が望まれる。 
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図表 3.2-2 京葉臨海コンビナートの冷熱バランス 
 
＜ＬＮＧ基地の冷熱供給量＞ 

 
 
＜京葉臨海コンビナート地域各社の冷熱必要量＞ 

１．ナフサクラッカーの冷媒 

 

２．冷却水 

工場・製油所 冷却水量（ｔ／ｈ） 必要Δｔ（℃） 熱量（GJ/h)
Ａ 50,000 10 2,090
Ｂ 240 25 30
Ｃ 36,200 22 3,330
Ｄ 73,500 10 3,080
Ｅ 16,500 10 690
Ｆ 100,000 10 4,190
Ｇ 28,000 10 1,170
Ｈ 30,000 10 1,260
Ｉ 8,000 5 170

１段 ２段 ３段 １段 ２段 ３段 ４段
温度（℃） -100 -60 － -40 -20 -5 －
熱量（GJ/h） 20 80 － 85 45 40 － 270
温度（℃） -100 -70 -50 -40 -20 0 －
熱量（GJ/h） 11 13 17 105 46 50 － 242
温度（℃） -100 -70 -60 -35 -25 0 －
熱量（GJ/h） 14 16 22 137 60 66 － 314
温度（℃） -100 -50 -30 -35 -20 5 20
熱量（GJ/h） 15 10 20 60 30 10 5 150
温度（℃） -90 -60 － -40 -20 -10 －
熱量（GJ/h） 10 10 － 105 20 25 － 170

Ｄ

Ｅ

エチレン冷媒 プロピレン冷媒
冷媒工場

Ａ

Ｂ

合計
(GJ/h)

Ｃ

工場
ORV能力
(t/h)

供給可能冷熱(t/h)
＝ORV能力／５

冷熱供給量
(GJ/h)

Ａ 880 176 180
Ｂ 1300 260 270
Ｃ 1450 290 300
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（２）企業間連携による省エネルギー施策 
 ＬＮＧ冷熱の具体的利用案としては、ＬＮＧ基地に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）を工水等の循環系
冷却に変更する方法（水温を 5～20℃程度低下させる）とが考えられる。 
 以下、それぞれについて概説する。 
 
① 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法（液化エチレンをコンビナート内で利用） 

図表 3.2-3に極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法のイメージを示す。 
この方法では石油化学（ナフサクラッカー）からガスのエチレンをＬＮＧ基地に送り、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

海コンビナートで 50～100ｔ／h のエチレンの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。 

ただし、極低温のエチレンを液体で運ぶ場合にはＬＮＧの移送と同様の課題への対処が必

要となる。 
 

図表 3.2-3 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法 
（液化エチレンをコンビナート内で利用） 

 

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
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② 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法（製品エチレンを出荷） 

図表 3.2-4 に極低温冷熱をエチレン液化で利用し、製品エチレンを出荷するイメージを示
す。 

この方法では、液化した-100℃のエチレンは、ＬＮＧ基地から製品エチレンとして出荷す

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。 

 

 

図表 3.2-4 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法（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℃
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③ 解放冷却系を循環冷却系に変更する方法 

図表 3.2-5に解放冷却系を循環冷却系に変更する方法のイメージを示す。 
ここでは、石油精製、石油化学から水をＬＮＧ基地に送り、冷却して戻す。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。夏期冷却不足がネックとなっている設備が存在する場

合、この施策により製品生産量を増加させることができる。 

 
図表 3.2-5 解放冷却系を循環冷却系に変更する方法 

冷熱利用
設備

熱量
調整

ＬＮＧ基地

付臭
都市ガス

LNG
タンク

水

地域
連携

未利用冷熱の活用例

-160℃

常温

海水海水

冷却水

250～
880 t/h

5,000～10,000 t/h

産業用ガス

100～200 t/h

石油精製
石油化学
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（３）制約・課題 

 ＬＮＧ冷熱の有効利用に際しては以下に示すような技術的課題として、 
○ＬＮＧのハンドリング関連 
 極低温（－１６０℃）：耐低温材料、低温収縮、保冷、ループ配管 
 可燃物：フランジレス等考慮必要 
○ＬＮＧ冷熱利用関連 
 連続運転が必要（運転停止＝温度変化大） 
 長距離輸送が困難（温度上昇（気化）懸念、可燃物） 
等が挙げられ、有効活用に際してはそれぞれの課題への対応が求められる。 
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（４）省エネ施策の効果 

 

① 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法（液化エチレンをコンビナート内で利用） 

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 3.2-6の通りに見積もられる。 
 
図表 3.2-6 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） 

した際の省エネ効果 
戻るエチレンの温度 －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 

 
 冷媒の負荷削減が 4,000kWの場合、省エネルギー量（原油換算）と CO2削減量は以下の
通り見積もられる。なお、ここでは CO2 削減量への換算にあたり、副生油＝Ｃ重油と仮定
した試算を行うものとする。 
 
冷媒の負荷削減 △4,000 (kw) ＝ △14.4 (GJ/h) の場合 

  省エネルギー量（原油換算）  
           △14.4(GJ/h)×8000(h/y) ×0.0258(kl/GJ) 
           ＝ △2,972 (kl/y) ≒ 3,000 (kl/y) 
  CO2削減量  △14.4(GJ/h) ×8000(h/y) ×0.0715(ton・CO2/GJ) 
           ＝ △8,236 (t-CO2/y) ≒ 8,000 (t-CO2/y)  
 
ただし、本活用例を実行するためには、エチレンの液が－１００℃、－４０℃という状態

であるので、前述した「ＬＮＧ利用における技術的課題」と同じ課題を解決する必要がある。 
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② 極低温冷熱をエチレン液化で利用する方法（製品エチレンを出荷） 

５０ｔ／ｈの製品エチレン（－１００℃）をＬＮＧで液化することに伴ないナフサクラッ

カーで使用していた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 3.2-7の通りに見積もられる。 
 
図表 3.2-7 極低温冷熱をエチレン液化で利用（製品エチレンを出荷）した際の省エネ効果 

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 

 
 -100℃のエチレンの液をＬＮＧ基地から直接出荷する場合は、前述した「ＬＮＧ利用にお
ける技術的課題」は比較的容易に解決できるが、製品エチレンの出荷調整が非常に煩雑なの

で、これを容易にする仕組み作りが必要となる。 
 
 
③ 解放冷却系を循環冷却系に変更する方法 

 
解放冷却系を循環冷却系に変更する方法によって、－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。そのため、いわゆる省エネルギーを見込むことはできないが、それ以

外の以下の効果が期待できる。 
・ 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。） 
・ 夏期に冷却不足で製品生産量を抑えざる得ない設備の場合、製品生産量を回復できるの

で、設備の競争力強化に繋がる。ただし、効果は設備ごとに異なる。 
 
 

                                                  
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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3.2.2. 熱電の共用 

 
（１） 現状認識 

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、大幅な省エネが達成され、

また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普及改良によって、世界に誇れ

る省エネ型工場に進化してきた。このため、さらに大幅な省エネを行うにはその余地が十分

に残されていないという共通認識がある。 
この日本のコンビナートの典型的なパターンは下記のようなものである。 
・ 各工場に動力（蒸気（熱）供給と発電）システムがある 
・ 各工場では自前の動力システムから蒸気のほぼ全量を自給する（中にはコンビナート

の中核工場から周辺小規模工場に蒸気を供給している例もある） 
・ 多くの場合用役システムはコジェネシステム（熱電併給システム）化している 
・ 自家発率は概ね 70％から 95％程度が多く、中には特定供給で近隣工場に送電してい
る場合もある 

・ SDMやエマージェンシー対応等の目的で工場間の蒸気融通配管がある 
また、多くのコンビナートで下記のような問題が生じている。 
・ 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
設備に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

の時期に来ている 
・ 事実、各社でガスタービンやガスエンジンなどのコジェネ装置の導入が盛んになって

いるが、それらの装置の規模は前記典型的なパターンの枠を脱していない 
・ 昨今の原油の高沸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 
・ 企業単位の、工場統廃合の流れの中で、収益性のない工場の生産停止や廃止が進むも

のと思われ、地域経済への深刻な影響が懸念される 
このような背景に鑑みると、コンビナートの省エネ問題は企業単独で進めていけるものは

限界に近づきつつあるが、これをそのまま放置することは、工場の存続意義の低下につなが

り、さらには地域経済へのダメージへとつながる恐れが多分にある。 
 
（２）企業間連携による省エネルギー施策 

そこで考えられたのがコンビナート地区を対象とした工場間の“熱共有”の推進である。

例えば製油所では一般的に 150℃以下の温度領域の排熱はもはや有効に利用できる余地がな
く、海水や大気に放散されているが、一方で隣接する石油化学工場では、100℃前後の熱が
不足しており、そこにボイラなどから発生した蒸気を（発電タービンなどを通じてエクセル

ギーを回収した後に）使用している。したがって、製油所の未利用排熱を石油化学工場で再

利用することで、単一工場の理論限界を打破することが可能になるのである。このような熱

利用の組み合わせとしては、他に“ＬＮＧ基地と石油化学(エチレン)工場や食品工場”、“発
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電所と製油所”などがある。 
さらに、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。工場によってコジェネ化のレ
ベルは異なるので、モノジェネを極力廃止して高効率のコジェネ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で、省エネを達成する可能性が開けるの

である。 
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。したがって、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。この点については、コプロダクションというコンセプトにもつなが

っていくものである。 
図表 3.2-8に“エネルギー共有”の概念を示す。 
 

図表 3.2-8 エネルギー共有の概念 

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

プロセス

レットダウン蒸気
からの電力回収

低圧ボイラー
の停止

中圧蒸気の融通

老朽化ボイラ
と発電機
の停止

ユーティリティセンター

コンビナートsteam用役会社からの
蒸気供給

新コジェネの
導入

蒸気配管
の連結

蒸気配管
の連結
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本概念図の示すコンセプトは、 
・ 地域一体型とすることで局所的な制約による非効率をなくす 
・ 共同事業形態をとることで投資リスクの分散を図る 
・ 装置や非効率な装置を最新鋭の高効率装置に置き換えて大幅な省エネを図る 
・ 用役融通の自由度を有効に用いることで常に最適運転を達成する 

ことである。 
企業間連携による“エネルギー共有”がコンビナート全体で一度に実現できるわけではな

く、段階的に推進する中長期の継続的な取り組みが必要である。まずはメリットや課題を明

らかにして、コンビナートの企業同士が大きなベクトルを合わせていくことが必要であろう。 
ここで、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・廃棄とに

代わる新規コジェネの導入については、電力会社の発電所から新たに蒸気の供給を受ける

Case-１と、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-2が考えられる。 
図表 3.2-9～10に Case-1及び Case-2の概念を示す。 
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図表 3.2-9 Case-1 ＝大型ケース＝川崎火力ケース 

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  

 
図表 3.2-10 Case-2 ＝小型ケース＝三井化学ケース 

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
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（３）制約・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の課題は、下記のようなものが

考えられる。 
 
＜省エネルギー関連＞ 
・ 連携による省エネ効果の獲得 
・ 停止する機器の合理的な選定 
・ 蒸気配管をつなぐ箇所の選定 
・ 電力バランス維持 

 
＜経済性関連＞ 
・ 必要な設備投資の明確化 
・ コスト／メリットの配分方法 

 
＜運用関連＞ 
・ 事業主体の選定 
・ 最適化運用方法の確立 
・ 個々の企業の経営、中長期計画との整合性の確保 
・ 保安電力の確保 

 
＜その他＞ 
・ 適用法規、企業間契約、税制上の課題の解決 

 
 
（４）省エネ施策の効果 

 前記 Case-1 について、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上記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２.５万トンの炭酸ガス削減効果がある。 
 同様の連携事業を千葉コンビナートで実施した場合、発電所の数で比較すると、この１～

５倍程度の効果が期待される。しかしながら，蒸気供給自体は、既存の発電プラントのもつ

蒸気供給機能を用いる範囲（圧力、温度）では技術的には可能であるが、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(ＭＡＣＣ)を用いた方が高い省エネ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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 一方 Case-2では、同じく 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を行い、5つの連携案を見出した。 

 
図表 3.2-11 提案された連携案 

連携案 概要 
A AAA 社から GGG 社に中圧蒸気を供給し、GGG社のボイラを停止。オプ

ションとして GGG社の蒸気タービン発電機を AAA社に移設。 
B EEE社から FFF社に中圧蒸気供給し FFF社のボイラを停止 
C 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 AAA社、BBB社、DDD社、
GGG社に供給 

D プロジェクト C案でさらに高圧蒸気を BBB社に供給し、BBB社のボイラ
を停止 

E AAA社から DDD社に低圧蒸気を供給し、ボイラを停止。オプションとし
て DDD社の蒸気タービン発電機を AAA社に移設。 

 
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、石油化学およびその誘導品製造企業が独立している

ため、千葉の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

れるが、千葉地区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。 
五井地区連携案 5つの中で、Cと D2つの案は Case-2の小型ケースを想定しており、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

は数ヵ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-1 よりは実現性は高いと思われる。他の小規模連
携案もそれぞれに有効な省エネ性を示しており、まずはこれらの実施から着手し、徐々に大

きな案の実現に進んでいくようなロードマップをより一層高い精度で検討していくべきであ

る。 
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3.2.3. 重質留分の活用 

 
（１）現状の国内石油製品、重油の需給と将来の見通し 

より軽質な油を求める市場の傾向から、コンビナート内の重質留分はますます余剰になる

状況にあり、今後もその傾向が続くものと推測される。特に、近年においては原油の重軽質

価格差が拡大傾向にあり、割安な重質原油がどの程度効率的に利用可能であるかが、コンビ

ナートの競争力確保において大きな課題となっている。実際、現状においても重質留分につ

いてはコンビナート内各社においてほぼ共通して余剰の認識があり、コンビナートの競争力

強化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。 
 一次エネルギーに占める石油の割合は、1990 年においては 57％であったが 2000 年には
50％、2030年には 42％（原油処理量にして、2800千ＢＤ）になることが予測されている。
全エネルギー消費は、４億 kl／年となり、現状の５億 kl／年から１億 kl／年の減少が予測さ
れ、新エネルギー等への代替が求められる。製油所の稼動率では、現状の 87BD％が 63BD%
に大幅低下となり、近隣アジア諸国への燃料油輸出拡大、石油化学原料等への新たな需要展

開が必要になってくる。 
 特に、1990年のＢ・Ｃ重油比率は 21.4％が 2010年には 8.5％、2020年には 7.5％と縮小
することが見通され、中間留分と重油の需要の急激な減退がエネルギーセキュリティに大き

な影響（エネルギー産業のひずみ）をもたらすことが重大な懸念事項となっている。 
          

図表 3.2-12  国内石油製品、需要の見通し 
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（２）白油化指数と各社の分解装置能力 

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。 

 
①白油化指数の定義とその実施例 

白油化指数の定義と白油化指数の計算例として重質油分解能力向上をさせた場合の

評価例を以下に示す。 
 
＜白油化指標の定義＞ 
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・灯油・軽油留分）に転換できる潜在能力を表した指標 
 

図 3.2-13   白油化指数の例 

　　　　　　　　　　装置導入前　　　　　　装置導入前

直脱
（ＲＨ）

重油
混合

分解油（白油）

47％RH

49％HYC

11％VH

52％FCC

86％RFCC

98％Coker

白油化
指数

プロセス

AH-RC
40千BD

4000cSt粘度

軽油
14千BD
3cSt粘度

C重油
54千BD
180cSt

LSC
34千BD
200cSt

重油
混合

LSC
35千BD
180cSt

直脱の白油化指数＝(54－35)÷40×100＝47％

　　　　製油所ＴＯＰ（原油処理能力）に対する白油化能力計算（例）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白油転換量
　　　ＴＯＰ ２００千ＢＤ　×　　０％　＝ 　０．０千ＢＤ
　　　ＶＨ 　４０千ＢＤ　×　１１％　＝ 　４．４千ＢＤ
　　　ＦＣＣ 　４０千ＢＤ　×　５２％　＝ ２０．８千ＢＤ
　　　ＲＨ 　４０千ＢＤ　×　４７％　＝ １８．８千ＢＤ
　　　合計 ４４．０千ＢＤ　÷　２００千ＢＤ　＝　２２％

AH-RC
40千BD
4000cSt

軽油
1千BD
3cSt

 

 
②アジア圏主要コンビナートの白油化指数試算結果と比較 

 千葉京葉臨海コンビナート地域の白油化指数は現状２２程度であり、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

して高いレベルにあるとはいい難い状況である。今後の重油の需要の減少傾向からみ

ても、早期の白油化が求められる。 
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図表 3.2-14 アジア圏主要コンビナート白油化指数と比較
TOP Coker RFCC H-Oil Vis FCC HYC RH VH 白油化 FCC メタセシス

指数 脱水素
0.0 97.6 85.8 79.8 72.3 51.8 48.7 47.4 11.0 C2= C3= C3/C2 C3= C3= 全C3/C2

麦寮 450 36 146 140 52 51.7 1,900,000 1,235,000 0.65 555,000 0.94

麗川 650 70 33 60 17.3 2,795,000 1,621,100 0.58 126,700 0.63

温山 520 60 90 87 26.3 430,000 249,400 0.58 108,600 0.83

蔚山 887 80 40 237 22.6 730,000 452,600 0.62 144,800 415000 1.39

Bukum 402 28 25 30 12.9

Jurong 275 50 26 17.7

Chawan 290 45 14 13.6

SRC 322 63 4 31 22.3

シンガポール計 1289 0 91 0 99 25 101 0 0 16.4 1,875,000 1,087,500 0.58 208,500 0.69

上海 311 20 22 94 27.1 930,000 539,400 0.58 39,800 0.62

上海高橋 251 44 30 14 34 45 47.1

金陵 289 51 50 16 56 45.5

鎮海 444 46 161 13 49 48.1

上海地区計 1295 161 263 0 30 47 244 0 0 42.3 930,000 539,400 0.58 39,800 0.62

茂名 400 20 43 6 36 54 26.4 380,000 220,400 0.58 140,900 0.95

ジャムナガール 600 140 173 180 41.0 700,000

アルジュベイル 305 32 44 14.6 2,300,000 600,000 0.26 0 0.26

出光 220 45 40 39 21.2 374,000 205,700 0.55 78,800 0.76

コスモ･丸善･京葉 240 37 72 35 23.8 1,170,000 734,000 0.63 64,800 0.68

極東・三井 175 34 38.5 27.4 553,000 342,860 0.62 61,500 0.73

富士・住友 192 24 18 47 19.7 380,000 247,000 0.65 31,500 0.73

千葉地区計 827 24 34 0 0 100 38.5 112 121 22.9 2,477,000 1,529,560 0.62 236,600 0.71

千
葉

SC

インド

サウジ

装置

白油化指数

台
湾

韓
国

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

中
国

 

 
 

③国内の各社の各製油所別の重油の生産得率の比較 

 石油連盟の指定統計１１号のデータによると、地域内の極東石油、富士石油、出光

興産、コスモ石油を平均して京葉臨海コンビナート地域は、重油の生産得率は中位に

あり、特に重油の得率が少ない状況にはない。 
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（３）京葉臨海コンビナート地域の重油生産と生産と課題 

 
①各社の重油生産状況 

地域内の製油所各社の重油の生産状況は下記のようになっており、減圧残渣油留分は約

420万 kl／年生産されている。Ｃ重油は約 480万 kl／年生産されているが、特に減圧残渣油
を修理した残渣分ですら 77 万 kl／年の生産実績がある。これらの留分をいかに活用してい
くかがが、今後の大きな課題と捉えられる。 

 
図表 3.2-15  京葉コンビナート各製油所の重油生産量 

富士石油 出光興産 極東石油 コスモ石油 合計
ＴＯＰ 192 220 175 240 827
ＶＡＣ 55 66 83 60 264
ＶＨ 47 39 40 35 161
ＦＣＣ 18 45 34 40 137
ＲＨ 40 0 72 112
ユリカ装置 24 0 24
ＰＤ 18 0 18
原油処理量 7,320 10,800 9,718 12,000 39,838
原油ＡＰＩ 32 37 38 37
ＶＲ留出油 1,366 1,261 806 750 4,183
重質残渣 333 437 0 0 770
Ｃ質油生産量 773 1,786 843 1,300 4,702

(全量LS-CFO)

装置能力

[千BD]

生産量

[千kL/年]

 
 
同様に石油化学工場からの重質油留分は、エチレン装置からの分解残渣油留分を中心とし

て約 46 万 kl／年生産されている。これらの留分は、現在はボイラ燃料として使用されてい
るが、更にボイラ燃料に廃棄物等が使用可能になると重油留分の活用を考えていくことが有

効といえる。 
 
        表 3.2-16 京葉コンビナート各石油化学工場の重油生産量 

丸善石化 京葉エチレン 三井化学 出光興産 住友化学 合計

装置能力
[千ｔ／年]

エチレン 480 690 553 374 397 2,494

ナフサ処理量 1,600 2,100 1,800 1,300 1,450 8,250

重質油生産量 50 60 110 15 50 285

その他装置から
の重質油生産量

4 115 150 269

・ボイラー燃料
外販

・三井化学、住
友化学へ一部
送液

・ボイラ燃料
・石油樹脂原
料
・その他装置
からの重質油
生産量は京葉
エチレンから
の引取り分を
含

・ボイラ燃料 ・ボイラー燃料
・その他装置
からの重質油
生産量は京葉
エチレンから
の引取り分を
含む

生産量
[千ｔ／年]

現状の重質油の処理方法
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②現状の重油余剰の課題 

重油の減産のためには、重油の処理プロセスでより軽質が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処理が限られているのが実情

である（富士石油のユリカ装置等のコーカー処理の場合）。 
また、潤滑油原料等として減圧残渣油を溶剤脱暦装置等で処理した場合も、処理残

渣をいかに処理するかがが課題となっている。 
石油化学工場においても主要な重質油残渣留分としてエチレンクラッカーの分解残

渣油があるが、現在は主にボイラ原料として使用されている。しかし、これらの留分

を更に有効に活用することで、コンビナートの競争力強化につなげることが可能にな

ると考えられる。 
 
③重油対策の具体的方策 

  ・余剰の重質留分の集約 

重質留分に係る省エネルギー、エネルギー効率向上のための方策は、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。配管の整備により重質

留分のハンドリングに係る様々な問題から各社が解放されることにより、より高い付

加価値を持つ製品の増産等が可能になる。 
 配管網の整備に際しては、処理プロセスによりいくつかにエリアを分ける方法も考

えられる。しかしながら、処理設備を分散設置する場合においても、操業停止に備え

た冗長性を確保すべく、石油精製・石油化学の各社を含むコンビナートエリアの全体

を貫く配管を設置することが望ましい。そのためには、沿岸の海底に配管を設置する

のも一案である。 
なお、重質留分の移送にあたっては、重質留分に一定の粘性を確保することが不可

欠であり、そのためには比較的低温ではあっても安定的な熱の供給が必要となる。残

留分の移送にはできるだけ新たなエネルギーを使用は避けたいところであり、後述す

る各社の廃熱を利用していくことが有効といえる。 
 
・重油留分の処理・利用プロセスの導入 

次に、集約された重質留分について、何らかの処理プロセスにより、良質な分解油

（軽質油、潤滑油等）と石油コークス、石油ピッチ等の残渣とに分解することが求め

られる。この処理プロセスについては、集約される重質留分、重質油の量が連携フェ

ーズにより異なること、また、コンビナート内での用地確保の課題があることに鑑み、
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処理設備は適切な規模でのモジュール化を図っていくことが有効であり、プロセスが

軌道に乗った段階での地域外部からの重質留分の取り込みにも対応可能としていくこ

とも有効である。 
 次に続く利用プロセスにおいては、まず、処理プロセスで精製される軽質油や重質

油、潤滑油などはコンビナート内でのエネルギーとして有効活用する方法もあれば、

製品として外販し、処理プラントの操業費用などに充てる方法もある。また、副生品

として生ずる石油ピッチや石油コークスは鉄鋼での原料炭の代替としての活用の他、

ボイラや発電の燃料として有効活用していくことが考えられ、この残渣に至るまでコ

ンビナート内での有効活用を実現していくことが大きなエネルギー効率化や競争力強

化に繋がるといえる。 
 想定される具体的な処理プロセスについては次項で詳細に記述する。 

 
 
（４）重質油抽出分解設備技術と新たな視点 

 

＜処理プロセス＞ 

①重油処理プロセスの概要 

 1980年以降、国内産業の構造転換ならびに天然ガス・原子力への燃料転換などにより重油
市場が大きく縮小する一方、ガソリンや灯軽油の需要増加に対応するため、重質油の処理プ

ロセスの導入が積極的に行われてきた。重質油処理プロセスには主に３つの方法があり、そ

れらは炭素除去、水素化および部分酸化である（図表 3.2-17参照）。 
 

図表 3.2-17 主な重油処理プロセス 

炭素除去

水素化

部分酸化

接触分解

水素化分解

コーキング

ビスブレーキング

水素化脱硫

残油接触分解

水素化分解

ガス化

常
圧
蒸
留

減
圧
蒸
留

溶剤脱れき
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  
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主な重質油処理プロセスとしては、高温下で触媒を用いることなく分解する熱分解プロセ

ス、溶剤により残渣油からアスファルテン分、レジン分、金属分を除去し、高粘度・低不純

物の脱れき油を抽出・製造する溶剤脱れきプロセス、高温高圧水素条件下で触媒による水素

化反応により、硫黄分や金属分などの不純物を除去して低硫黄重油を製造する水素化脱硫プ

ロセス、水素化触媒に分解機能を付与することにより、ナフサから灯軽油までの希望する低

硫黄軽質留分を製造する水素化分解プロセス、高温低圧条件下で触媒との接触分解反応によ

り、LPGや安価なガソリン基材を製造する接触分解プロセス、部分酸化によりガス化し、合
成ガスを得るガス化プロセスなどが存在する。 
重油には金属分や残留炭素分などの触媒被毒となる不純物を多く含んでおり、かつ分解・

精製が困難なアスファルテン分、レジン分を多く含んでいるため、上記プロセスの組合せや

前処理プロセスとの組合せを選択することにより、最終製品の品質や得率を向上させること

が可能である。 
現在、海外の製油所において主力となるプロセスは熱分解プロセスであり、国内の製油所

において主力となるプロセスは水素化脱硫プロセスと流動接触分解プロセスの組合せである。

世界の精油所においては、各国における製品市場のバランス、要求される製品性状、環境問

題ならびに各石油精製会社における投資環境にあわせて、種々のプロセスが採用されている。  
図表 3.2-18に世界の重質油処理プロセスの能力内訳を示す。 
 

図表 3.2-18 世界の重質油アップグレーディング装置の能力内訳 

（出典：XI Refinery Technology Meet – February 9-11 2000 – Hyderabad, India） 
 

30%

29%

20%

18%
3% Coking

Visbreaking/
Thermal Cracking

RFCC

RHDS
SDA



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 106

平成１９年２月

②熱分解プロセス 

 熱分解プロセスは、触媒を用いることなく高温下で残油を分解し、軽質留分を製造する方

法である。重質油の熱分解技術は古く 1860年代から研究開発され、1930年代に入って工業
化されるに至った。得られる製品の性状が劣質であるものの、原料油の制約が少なく、建設

コストが安価であることから広く利用されている。 
 熱分解プロセスには、残油から軽質留分と石油コークスを製造するコーキングプロセス、

残油の粘度を下げるビスブレーキングプロセス等が存在する。 
 ビスブレーキングプロセスは、減圧残油のような高粘度の重質油をマイルドに熱分解し、

残油の粘度を低下させることにより、重油の希釈材として使用する中間留分を節減するため

のプロセスである。 
 コーキングプロセスは、残油を 500℃程度で熱分解し、軽質留分を製造する方法である。 
図表 3.2-19にその一例としてディレードコーキングプロセスの概略フローを示す。 

 
図表 3.2-19 ディレードコーキングプロセスの概略フロー 

 
（出典：http://www.uop.com/framesets/refining.html） 
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③溶剤脱れきプロセス 

  溶剤脱れきプロセスは、抽出される成分の数倍以上の溶剤を使用し、溶剤と抽出成分を分
離するために大量の熱移動を伴うことから、一般的に精製コストの高い分離方法である。    
溶剤脱れきプロセスの中でも採用実績の多い ROSE（Residuum Oil Supercritical 
Extraction）プロセスの概略フローを図表 3.2-20に示す。 
 

図表 3.2-20 ROSEプロセスの概略フロー 

 
（出典：XI Refinery Technology Meet – February 9-11 2000 – Hyderabad, India） 

 
  ピッチの活用方法については、燃料やアスファルトのほかに、コーカー原料、ガス化原料
等が考えられる。図表 3.2-21に ROSEプロセスからのアスファルトの活用先を示す。 
 

図表 3.2-21  アスファルトの活用先（ROSEプロセス） 
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（出典：XI Refinery Technology Meet – February 9-11 2000 – Hyderabad, India） 
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  ピッチは、舗装用あるいは燃料用アスファルト、もしくは C重油基材として使用するケー
スが最も多い。しかし、国内では今後アスファルト需要の伸びは期待できないうえ、C重油
の大幅な需要減退が想定されていることから、付加価値の高いピッチの使用先を確保す

ることは、非常に重要な課題である。 
 
④残油水素化脱硫プロセス 

 残油水素化脱硫プロセスは、高温高圧水素条件下で触媒による水素化反応により硫黄分や

金属分などの不純物を除去し、低硫黄重油を製造する方法である。具体的なプロセスとして

は、Chevron社の RDS/VRDSプロセス、UOP社の RCD Unionfiningプロセス、Shell社
の残油 HYCONプロセス、Axens社の HYVAHL-Fプロセス、EM社の Residfiningプロセ
スなどが存在しているが、基本的な工程はほぼ同じである。 
図表 3.2-22に VRDSプロセスの概略フローをその例として示す。 

 
図表 3.2-22  VRDSプロセスの概略フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：石油学会編，石油精製プロセス，講談社） 
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⑤残油流動接触分解プロセス 
 流動接触分解プロセスは、残油などの高沸点留分をゼオライト、活性アルミナを主体とす

る固体酸触媒を用いて分解し、高オクタン価のガソリン基材や石油化学の基礎原料となるプ

ロピレンなどの軽質オレフィンを製造する方法である。 
 代表的な例として 図表 3.2-23に S&W社の RFCCプロセスのフローを示す。 
 

図表 3.2-23 S&W社 RFCCプロセス 

 
（出典：石油学会編，石油精製プロセス，講談社） 
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⑥残油水素化分解プロセス 

 残油水素化分解プロセスは、高温高圧水素条件下で、二元機能触媒による水素化反応によ

り硫黄分や金属分などの不純物を除去し、かつ分解反応により低硫黄軽質留分を製造する方

法である。その反応塔システムにより、固定床プロセス、沸騰床プロセスおよびスラリー相

プロセスに分類される。 
図表 3.2-24に一例としてユニクラッキングプロセスを改良したHyCycle Unicrakingプロ
セスの概略フローを示す。 
 

図表 3.2-24 HyCycle Unicrakingプロセスの概略フロー 

 
（出典：http://www.uop.com/framesets/refining.html） 

 
⑦ガス化 

 図表 3.2-25にガス化を適用した場合の製造スキームを示す。 
図表 3.2-25 ガス化適用時の製造スキーム 
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⑧まとめ 

 以上のように、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きている。 
図表 3.2-26に各プロセスの一覧をを示す。 

 
図表 3.2-26 各プロセスの一覧表 

 

主なプロセス ライセンサ 付加価値 建設費 原料制約 実績
ThuruPlus COP
SYDEC FW/UOP
Delayed Lummus
ユリカ 千代田化工他

フレキシコーキング Flexicoker EM ○ △ ◎
東亜：1基
海外　4基

フルイドコーキング Fluidcoker EM ○ △ ◎ 海外：8基
Coil UOP
Soker Shell
ROSE KBR
DEMEX UOP

固定床 HYVAHL-F Axens ○ ○ △ 海外：4基
OCR Chevron
HYCON Shell

RFCC R2R他 Axens他 ◎ ○ △ 国内、海外多数
DCC S&W
SCC Lummus
PetroFCC UOP
Maxofin KBR

固定床 Unicracking他UOP他 ◎ ○ △ 海外多数
H-Oil Axens
LC-Fining Lummus

スラリー相 Canmet PetroCanada ◎ － ◎ なし
Texaco
Shell

ディレードコーキング

残油水素化分解

移動床

残油接触分解
高分解型FCC

溶剤脱れき

沸騰床

ガス化

ビスブレーキング

○

熱分解

△

○

◎

◎

水素化脱硫

△ ◎ ◎
新日石：1基
海外多数

○

○ ◎
新日石，JE：4基
海外多数

新日石：1基
海外：10基以上◎△

海外：8基○ △

出光，新日石：3
基

△ ○
東燃ゼネラル：1
基　　　　　海外：

◎

◎ ◎
九石他：4基
海外多数

○
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＜利用プロセス＞ 

 熱分解や溶剤脱れきプロセスを導入する場合、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。 
以下ではコンビナートの競争力強化をもたらす省エネルギーを視野に入れ、その新規活用

方法を記す。 
 
①製鉄分野での使用 

高炉を有する一貫製鉄所における一般的な石炭及び副生ガス使用フローを図 3.2.1-16に示
す。コークス炉に投入された石炭は、コークス炉で蒸し焼きにし高純度の炭素塊であるコー

クスとなると共に、水素を主成分とするコークス炉ガスを発生させる。このコークスは、高

炉に投入され酸化鉄の還元材及び熱源として使用される。 
高炉には、石炭を微粉化して直接吹き込むことによりコークスの一部を代替する操業も実

施されている。高炉からは、還元に完全に消費されなかった一酸化炭素を主な成分とする高

炉ガスが発生する。高炉にて還元された鉄（溶銑）は、転炉にて酸素を吹き込み脱炭処理が

実施され、一酸化炭素を主成分とする転炉ガスが発生する。コークスで発生したコークス炉

ガス、高炉で発生した高炉ガス及び転炉で発生する転炉ガスは全量回収され、製鉄所内で燃

料として使用されている。コークス炉ガスは、主に圧延工場の加熱炉燃料として、高炉ガス

及び転炉ガスはコークス炉ガスとミックスした上で、コークス炉、高炉及び発電設備の燃料

として有効活用されている。 
このように、製鉄所においては、種々の副生ガスが使用されており、3.3～19MJ/Nm3（800

～4500kcal/m3）の低から中程度の燃焼熱のガスを有効利用できるシステムが出来上がって
いる。 
以上に記載した製鉄所での石炭・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

考えうる箇所としては以下が挙げられる。 
・ コークス炉にて石炭バインダーとして使用されるタール代替・石炭代替 
・ 高炉への微粉炭吹込みの代替 
・ ガス化した上で副生ガスと混合して燃料として使用 
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高炉

転炉

ｺｰｸｽ炉

発電所

圧延工場加熱炉

石炭

ﾀｰﾙ

ｺｰｸｽ

微粉炭
溶銑

ｺｰｸｽ炉ｶﾞｽ

高炉ｶﾞｽ
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廃ﾀｲﾔｶﾞｽ化、廃ﾌﾟﾗｶﾞｽ化

 
 

図 3.2-27 製鉄所における石炭、ガスフロー 
 
・コークス炉及び高炉における活用 

 製鉄分野において、高炉用コークスを製造するコークス炉では、全国で 5000～6000万ト
ン／年の原料炭が使用されており、高炉へ直接吹き込む微粉炭用一般炭は 800万トン／年程
度使用されている。例えば 1000 万トン／年の粗鋼生産量である君津製鐵所においては、コ
ークス炉で 600万トン／年、高炉吹き込み微粉炭で 100万トン／年の使用量がある。既にコ
ークス炉における石炭・タールの代替（バインダーとしての利用）あるいは、高炉へ直接吹

き込む微粉炭の代替として石油コークス及び重質残渣分等が一部使用されていることもあり、

石油コークス、石油からの重質残渣分等の高炉、コークス炉における石炭代替あるいはター

ルの代替として活用する可能性が認められる。特に、コークス製造用石炭、高炉吹き込み用

一般炭は、世界的な鉄鋼需要の伸びや資源量の制約から、70＄/トン、100＄/トンと高騰して
きており、一部を代替する経済的なメリットもある。一方で、 
・石油コークス、石油からの重質残渣等は硫黄分を多く含むため、高炉で微粉炭の代替

として使用した場合には、銑鉄中の硫黄含有量が増加し鉄の品質に影響を及ぼす。 
（製鉄分野で使用される原料炭・一般炭の硫黄分：0.5～0.8%） 
・石油コークスは軟化溶融性がなく、コークス炉で石炭の代替として使用した場合には、

コークス炉での乾留による再固化の際、コークス基質にクラックが発生し、結果的に

製品であるコークスの強度が低下する。 
・重質残渣等は、コークス炉で、石炭あるいはタールの代替として使用した場合におい
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ては、融点及び先の硫黄分との関連においてバインダー性能及びコークス炉ガスの処

理設備等への影響も、コークス基質への影響検討とともに、その評価の検討が必要で

ある。 
といった技術的問題も抱えており、品質に関する技術的なブレークスルーが無ければ、その

使用量が限定されるのが実情である。 
 
・ガス化によるガス活用 

 一貫製鉄所における燃料は、ほぼ全てをコークス炉や高炉から発生する副生ガスで賄われ

ており、使用する電力の大半も製鉄所に併設される発電所から供給されている。ここでは、

副生ガスを主燃料とし、追い焚き燃料として重油、石炭等が使用されているのが一般的であ

る。また、既に廃タイヤガス化によるガスを副生ガスと混合して使用することが開始されお

り、廃プラガス化によるガスを活用する計画もある。このようなガスと同様に、石油からの

重質残渣分、石炭コークス等をガス化して副生ガスの一部として活用することが考えられる。

製鉄所では、既に副生ガスを主燃料として使用しており、特に高発熱量のコークス炉ガス、

低発熱量の高炉ガスをミックスした状態で使用している製鉄所においてのガス化手法では、

全く新たにガス燃焼設備を建設して、ここで使用する場合に比べ設備費も抑えられることが

期待できる。 
また、製鉄所内で使用されるガスは、最終的に発電所にて消費されている追い焚き燃料の

重油、石炭を代替するため、環境上の影響もほとんどないと想定される。 
このようなガス化プロセスは、現在も各機関で開発、実証が進められている石炭ガス化プロ

セスである。石炭ガス化プロセスでは、単に燃料としてのガスとして回収するだけでなく、

水素、炭酸ガス、メタン等の有用ガスを分離回収するプロセスも提案されており、これらガ

スを製鉄分野で活用することも充分可能である。 
代表的な石炭ガス化炉の特徴を図表 3.2-28、流動床式ガス化炉の例を図 3.2-29に示す。 

 
図表 3.2-28 石炭ガス化炉の特徴 

容量 小 大

灰分抜出し方式 乾灰式 スラグ式 乾灰式 乾灰･造粒式

ガス化温度　（℃） 450～1100 450～1600

適用炭種

石炭投入方式 乾式・微粉炭 湿式･ｽﾗﾘｰ

石炭粒径　（mm）

タール分・副生物の生成

灰分中の未燃焼炭素分 少量 微量 少量 微量

　　　　　　　　　　　　型式

　項目

微量 なし

移動床式ガス化炉 流動床式ガス化炉 噴流式ガス化炉 溶融浴式ガス化炉

0.1～3 0.1以下 制限なし

可能性あり なし

非粘結炭～微粘結炭 制限なし

乾式・微粉炭 乾式

中

スラグ式

大

850～1100 1200～1600 ＞1500

非粘結炭

乾式・塊炭

5以上

あり

 

（出所：火力原子力発電 1998年 10月） 
 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 115

平成１９年２月

図表 3.2-29 流動式ガス化炉のプロセス例 
 

ｶﾞｽ化炉
燃焼炉

洗浄塔

集塵機

精製ｶﾞｽ

ﾎﾞｲﾗｰ

冷却塔 集塵機

煙突

酸素

原料

蒸気
空気

蒸気

不燃物

 
 
このような石炭ガス化プロセスを応用することにより、6～15MJ/Nm3程度の燃焼熱のガ
スを回収できる可能性がある。従って、今後の開発状況によっては、今回テーマである重質

留分、石油からの残渣分、石油コークス等を効率よく活用することが可能である。なお、特

に石炭とは反応特性が異なる石油からの重質残渣分等でのガス化については、プロセス実証

開発が必要である。 
 
 以上に製鉄分野での活用可能性について記したが、重質油・重質残渣・石油コークス等の

活用にあたっては、技術面での課題解決に加え、環境面での影響評価、更には、鉄鋼製品の

品質への影響も考慮した総合的な経済的評価を経て実施の判断をすることが重要となる。 
 
②熱利用・発電利用 

昨今、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。 
水島コンビナートにおいては、新日本石油と旭化成ケミカルズ、日本ゼオンの三社がピッ

チを発電用燃料に使うシステムを 2009 年に新設する計画である。具体的には、新日本石油
精製の水島製油所に溶剤脱れき装置を新設し、アスファルトから軽質油留分を抽出し、その

際に発生するピッチを、旭化成ケミカルズと日本ゼオンが新たに建設を予定しているボイラ



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 116

平成１９年２月

設備の燃料として供給する（エネルギー使用合理化事業者支援事業の一環で百数十億円とさ

れる投資額のうち、最大で 45 億円を NEDO が補助する計画）。このような技術を千葉コン
ビナートに導入すれば、ピッチを利用した安定的な発電が可能になる。 
ボイラ用燃料としての石油コークス需要は、石炭での代替が利かないこともあり、安定し

て 150~200百万トン／年で推移している。全体としてはより高硫黄の石油コークスを使用す
る傾向にあるが、6%を超えるものを単独で使用できるボイラは少ない。また、既設微粉炭ボ
イラでの石油コークス混焼は、以下のような技術的課題からほとんど例がない。 
・灰中未燃分の上昇 
・バナジウムに起因すると思われる炉内スラッギングの発生 
・NOｘおよび SOｘ排出濃度の上昇 
 そこで、従来型の微粉炭ボイラにおける課題を解消すべく、専焼ボイラも開発されてきて

いる。図表 3.2-30に、石油コークス焚ボイラの概略フローを示す。 
 

図表 3.2-30 石油コークス焚ボイラの概略フロー 

添加剤タンク

投入ホッパー

⑧ 起動用Ａ重油

① 燃料用石油コークス

⑥ Ｍｇ系燃料添加剤

脱

硝

装

置

気化器アンモニアタンクアンモニアタンク

石油コークスサイロ

粉

砕

ミ

ル

MHI製PC専焼ボイラー

石膏分離装置

乾式ＥＰ装置

③ 排 脱 石 膏

脱硫排水煙道噴霧

④ フライアッシュ

乾

灰

湿

灰

Ａ重油

タンク

Ａ重油

タンク

⑦ 工業用アンモニア

②

炭

酸

カ

ル

シ

ウ

ム

新開発ﾊﾞｰﾅｰ
A-PM PC

高性能
ｽｰﾂ ﾌﾞﾛｱ 群

•適切な伝熱面配置
•火炉腐蝕対策

押込

通風機

⑤ ボトムアッシュ

空気
予熱機

煙突

誘引

通風機

排煙脱硫装置

（出典：三菱商事資料） 
 
 また、下水汚泥や木質チップ等のバイオマスとの混焼も重要な解の一つである。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

ネ効果をカウントすることも可能になる。バイオマス発電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。 
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（５）制約・課題 

 

配管網の設置において、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小さい国も多く、日本のコンビ

ナートの競争力向上に対する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導管が最短ルートで敷設できない。 
・ 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する要因となっている要因が少なくなく、これらについての何

らかの規制緩和措置が望まれるところである。 
また、製鉄分野における石油コークスの活用においては、その価格設定と硫黄分が大きな

制約となる。価格については現在利用している原料炭に対する優位性が重要であるし、硫黄

分についてもその増加は許容されない。仮に硫黄分が増えるといった場合には、市町村との

関係においてコンビナート内の他プロセスでの減少分のバーターを認めるなどの措置が講じ

られることが望ましい。 
 

（６）京葉臨海コンビナート地域における残渣油のリサイクル、有用化可能性の検討 
①製鉄分野での利用 

 石油コークスの高炉用原料炭への混合使用は、既述のように硫黄分の増加およびコークス

強度の低下が使用制約の要因となるため、大幅な使用量増加は期待できないものの、従来の

石炭使用量が 50 百万トン／年と巨大であることから、わずかな置換でも数万トン／年程度
の有効活用は期待できる。また、このコークス炉での使用により、石炭化学との産業連携も

期待ができる。具体的な形態としては、近隣事業所との共同出荷・Ｃ重油のバーターを行う

ことにより、コンビナートの連携共生につながる。この結果としてのＣＯ２の削減効果は約

12万ｔ／年と見積もられる。 
 
②熱利用・発電利用 

 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 万トン/年）が可
能な共同ボイラを新設することにより、10万トン／年程度の廃棄物残渣を有効活用すること
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が可能となる。あるいは、共同出資運営事業体を設立し、大規模な廃棄ピッチボイラを新設

することにより、数十万トン／年規模の廃棄物残さを有効活用することが可能となる。また、

発生した蒸気および電力は、近隣企業に供給し、低効率の既設ボイラおよび発電設備を停止

することにより、省エネを図ることができる。これらは、共同出資運営事業体としての形態

も有望な選択枝である。この効果は、Ｃ０２削減量は３５万ｔ／年以上と見積もられる。 
 
③重質油処理プロセス導入 

 コンビナート内に、重質油処理プロセス（コーキング等）を共同出資にて導入することに

より、150万トン/年規模の廃棄物残さを有効活用することが可能となる。なお、原料となる
残さ油は、共同配管の敷設にて供給することが不可欠である。 
 
 
     図表 3.2 -31 京葉地区における残渣油のリサイクル、有用化可能性 

モ
デ
ル
Ⅰ

モ
デ
ル
Ⅱ

モ
デ
ル
Ⅲ

項 目 可能量 内 容 期待効果

鉄鋼用の残渣油
利用

①廃棄物グリーン
ボイラー
(地域共生)

②石油ピッチ・
廃棄物ボイラー

•廃重質残渣
5万㌧/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
•要求性状
•近隣との共同出荷
•C重油バーター

CO2削減

12万㌧/年

(廃棄物化)

•汚泥、木屑他
3～4万㌧/年

•廃重質残渣
10万㌧/年

•廃重質残渣
数十万㌧/年

共同重油分解
プロセス導入

•重質残渣
150万㌧/年

•比較的小規模な共同ボイラー新設
•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

•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ある
いはC重油バーター

•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)

CO2削減

1基当り

35万㌧/年～

(廃棄物化)
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（７）省エネルギー量とＣＯ２削減量の推定 

 
①鉄鋼用の重質残渣の利用 

前述の通り、鉄鋼用の重質残渣の利用については解決すべき技術的課題もあるが、製鉄メ

ーカーとの共同検討を通して実現する可能性がある。 
ここでは、その結果として、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する。 
代替として利用する重質残渣油の発熱量は以下に示す通りである。 

 
     図表 2.6-32 

                 重質残渣油の性状（参考値）

　　　　　燃料

発熱量（ＫＣＡＬ／ＫＧ） １００００～１０５００

動粘度（１００℃） －

動粘度（１２０℃） －

動粘度（１５０℃） －

動粘度（１８０℃） 169～204

硫黄分（ｗｔ％） 4～5.5

密度（kg／L） 1.061～1.068  

 

原油の発熱量を 9300kcal／kgとすると、５万 kl／年の鉄鋼用残渣として使用できたと仮
定すると、その結果に基ずく省エネルギー量（原油換算）は、 

50,000（kl／年）× 10,000（kcal／kg）／9,300 （kcal／kg） 
＝ 53,800（kl／年） 

の省エネルギー量となる。 
また、燃料消費量の削減に伴うＣＯ２削減量は、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、 
53,800（kl／年）× 2.619（t-CO2／kl） 
＝ 141,000（t-CO2／年） 

と導かれる。 
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②廃棄物グリーンボイラー設置 

廃棄物として、廃重質残渣および汚泥等のバイオマス原料をボイラー燃料として既存のボ

イラーと代替したとしてその効果を試算する。 
新設のバイオマスボイラーとして 200t／hの廃棄物グリーンボイラーを設置したとする。 
ボイラーの燃料原単位を 0.065FOE-kl／t-高圧蒸気とすると、年間のボイラー燃料使用量
（Ｃ重油燃料と仮定）は、 

0.065（FOE-kl／t） × 200（t／h） × 24 ×365 
＝113,000（FOE-kl／年） 

となる。これらは、廃棄物由来の原料とバイママス由来の原料であることから、Ｃ重油

113,000（kl／年）をエネルギー使用状況届出に利用する原単位（原油：38.2（GJ／kl），Ｃ
重油：41.7（GJ／kl））を利用して原油換算した 123,000（kl／年）を省エネルギー量として
カウントできる。 
バイオ燃料として、低カロリー汚泥（2,500kcal／kl）を 30,000kl／年利用可能とすると、

C重油（発熱量 9,300kcal／kl）の代替としての重質残渣（発熱量 9,500kcal／kl）と低カロ
リー汚泥（2,500kcal／kl）の使用量は、 

  重質残渣  103,000 kl／年 （原油換算：115,000kl／年） 
  低カロリー汚泥 30,000kl／年 （原油換算：9,000kl／年） 

となる。ただし、ここでボイラーの効率は現状と同じと仮定している。 
また、CO2 削減量は、その換算係数を 2.619t-CO2／kl として、約 323,000t-CO2／年と
導かれる。 
 
③廃棄ピッチボイラーの設置 

上記②と同様に廃重質残渣を使用して、30万 t／年（先のリサイクル、有用化可能性の検
討における数 10万 t／年を 30万 t／年と仮定）の廃棄物ボイラーの設置を行うとすると、 

300,000（t／年）× 10,000（kcal／kg）／9,300 （kcal／kg） 
＝ 323,000（kl／年） 

の省エネルギー量となる。 
また、CO2 削減量は、その換算係数を 2.619t-CO2／kl として、約 845,000t-CO2／年と
なる。 

 
④共同重質油分解プロセス導入 

本項は、プロセスの設定の具体的な検討を踏まえ、今後試算していくものとする。 
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（８）将来の重油分解の方向とロードマップ 

 
例１ 重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 

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および分

解灯油留分として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 3.2-33   石油化学とのインテグレーション 

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

重質油分解装置を用いた石油精製・石油化学のインテグレーション例

 
  
 

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 

将来の重油分解の方向性のひとつの例として、「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」を図表 3.2-34に示す。この例では、石油及び石油化学からの重
質油留分をガス化して、合成して石油化学留分となる。また、重質油の分解ガス化・燃料化

の原料として都市・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。

同時にガスの精製・分離するときの熱を利用してのコージェネレーション寺の電気・蒸気は

電力・およびコンビナ-ﾄ会社で有効に共同利用していく。さらに、同時に発生する水素は、
コンビナートで有効活用を行い、有価金属等は、鉄鋼で活用していくことが考えられる。 
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図表 3.2-34  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

ﾒﾀﾉｰﾙ

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
ﾒﾀﾉｰﾙ

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

 
 
＜ロードマップ＞ 

 ＮＥＤＯ等の助成事業の方向性としては、コンビナートの共生できる異業種間の事業を複

数年に渡り、起案していくことにより、地域全体で共生できる助成ができるような方向で起

案する。 
 具体的なロードマップは以下の通り。 
・ 鉄鋼用としての重質油の有効活用の可能性の調査・検討 
・ 現在ある廃棄ピッチボイラでの残渣油の活用 
・ 地域共生型廃棄物グリーンボイラの共同出資事業体による建設運用の可能性調査・検討 
・ 共同重油分解プロセスの導入の調査・検討 
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3.2.4. 水素の活用 

 
（１） 現状認識 

わが国の石油精製業は、高濃度の硫黄分を含む原油を大量の脱硫するために、各石油精製

業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。また石油化学産業におい

ては、主にナフサ等を改質分解したときに生じる大量の水素を、有効に活用するべく各企業

単位でパイプラインの設置等を行って有効利用を図ってきた経緯がある（ＲＩＮＧ事業）。そ

れに加えて、近来、水素利用技術がそのＣＯ２を発生しないクリーンエネルギーとして、水

素が注目され、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、水素製造技術についても、従来の石油精製プロセスからの水素製造

等はもちろん、鉄鋼ＣＯＧガスからの水素回収等もコンビナートの水素活用技術として注目

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。一方で、各社において水素の過不足（不足

分は化石燃料から製造、過剰分は燃料として消費）があるにもかかわらず、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。 
以下、国内及び京葉臨海コンビナート地域での水素バランスについて述べる。 
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＜国内の水素バランスとコンビナートでの水素用途＞ 

水素生成は、前述の通り、水素製造プラント、ナフサの改質分解プラントからの水素が主

体であるが、鉄鋼及びガス化炉等からの副生ガスは、水素純度の低い場合は回収されていな

い例も多くなっている。これらの水素純度の低いガス等も含めて、日本全国の水素の供給及

び消費のバランスを考えると、供給能力は十分にあるといえる。（図表 3.2-35） 
 

図表 3.2-35 国内の水素発生／消費バランスの状況 

石精石化
オフガス
軽質ナフサ
ＬＰＧ、天然ガス

重質ナフサ
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コークス

水素製造装置

ガス化炉他

副
生
水
素
精
製
回
収
技
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鉄鋼ＣＯＧ
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ナ
ー
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緩
衝
シ
ス
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電子デバイス等　　４天然ガス改質等　　４産業ガス

　　２コークス炉ガス　９０鉄鋼

１８１３６３合計

アンモニア原料用　３２天然ガス改質等　４２アンモニア

燃料　　１電解水素　１２ソーダ

ポリマー製造用　１８エチレンオフガス等　３１石油化学

脱硫用１２４オフガス等からの水素製造

改質オフガス

１８８石油精製

消　費　先消費量供　給　源供給能力業　界

ローリー
超クリーン燃料
脱硫用水素

超クリーン
石油燃料ＳＳ

石
油
精
製
・石
油
化
学

ＶＲ・ＣＢＯ

廃プラ・廃棄物

化学用原料
（アンモニア等）

電子デバイス

ステンレス
表面処理

単位：億Ｎｍ３／年

水素発電

燃料電池用
高純度水素

電力

大型需要家

水素ＳＳ
ローリー

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

簡易貯蔵システム

 
 
年間 360億 Nm3製造される水素のうち、原料などとして有効活用されているのは約 50％
に過ぎず、残りは燃料ガスなどとして高度利用されずに消費されている。 

将来的な水素需要については、従来用途の産業用に加え、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る（図 3.2-36参照，但し自家使用分は除く）。 
その水素源としては化石燃料の有効活用のみならず自然エネルギー、更には原子力の活用

が見込まれる。またそれを社会に安定供給するためには、オンサイト改質技術やオフサイト

回収技術、輸送技術、さらにはコンビナートからユーザーまでのパイプライン網が必要とな

る。 
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図 3.2-36 国内の水素需要想定（※自家用分は除く） 

産業用（従来用途）

燃料電池自動車用

産業用（新規用途：水素ｴﾝｼﾞﾝ,水素ﾀｰﾋﾞﾝ）

化石燃料（石油石油化学製品随伴オフガス、天然ガス、石炭）

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ（太陽光、風力、ﾊﾞｲｵﾏｽ）

原子力

用途

水素源

供給形態

圧縮、液化輸送→新規水素貯蔵輸送形態

ex.水素吸蔵合金、ケミカルハイドライド、CNT水素パイプラインの逐次拡大　コンビナート→大型消費施設→小規模
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オンサイト改質－圧縮水素

225万kl/y
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）

現状の外販水素需要
１．３億Nm3/y
（２００１年度）

４５０億Nm3/y

６２億Nm3/y

定置用燃料電池用（大型）

WE-NET試算（揮発油換算）

新規水素需要

オフサイト回収製造（石油石油化学随伴水素回収等）

 

 
 

＜京葉臨海コンビナート地域の水素供給実態＞ 

ＲＩＮＧ研究においては京葉臨海コンビナート地域内の主な企業の水素発生／消費バラン

スと水素パイプラインの設置状況などについてアンケート調査を行っている。 
その結果から、水素バランスの現状については以下の通りに要約される。 
① 水素の製造余力が約 1,700 kNm3／D（最大稼働時）と大きい。 
② 水素発生設備は接触改質装置、水素製造装置、エチレンプラント、スチレンモノマー製
造装置等であり、水素消費装置はナフサ脱硫装置、灯軽油脱硫装置、軽油深度脱硫装置、

間脱、直脱、潤滑油精製装置、芳香族製造装置、シクロヘキサン製造装置等である。 
③ 余剰水素量は主用途は燃焼用。 
④ 幹線水素パイプラインは未整備であり、異企業グループ間での水素融通がほとんどない。
（※RINGⅢで一部実施予定） 
⑤ 水素製造装置（ＨＰＵ）で水素バランスを調整しているが、稼働率を見直せる設備があ
る。 
⑥ 製鐵所で現在、燃料用ガスとして利用されているＣＯＧ（コークス炉ガス）には水素が
多く含有される。水素換算で数千～数万Ｎｍ3/H規模での供給可能性を有する。 
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また、同様に将来の水素需給バランス見通しを要約すると、以下の通りになる。 
① 短中期的には、灯油、軽油、ガソリンのサルファーフリー化対応、FCC ガソリン脱硫
新設、水添装置新設等に伴い新たな水素需要が発生する。一方、水素製造装置の稼働率

向上、燃料ガスからの水素回収が計画中であり、水素供給が増加する。 
② 灯油、軽油、ガソリンのサルファーフリー化対応に必要な水素は約 900,000Nm3／D
と推定される。この水素需要はコンビナート全体の製造能力余力で対応可能であるが、

個別企業グループ毎でみる場合、水素需給逼迫の懸念もある。 
③ 中長期的な水素需要は特に計画されていない。 
④ 製鐵所のＣＯＧ副生量は、概ね粗鋼生産量と比例しており、短中期的に量が大幅に減る
可能性は少ないと考えられる。 
更に、水素の視点からみた京葉臨海コンビナート地域の競争力強化の課題は以下の４つに

まとめられる。 
① 余剰水素を高度利用（有効利用）する。 
② 幹線水素パイプラインを敷設し、異企業グループ間の水素融通を強化する。 
③ 水素バランス調整を企業グループ単位からコンビナート単位で運営する。 
④ 石精、石化、鉄鋼、電解等の統合・連携により将来の水素需要に対応する。 
これらの結果について、同じく国内で大規模なコンビナートを形成している水島地区と比

較したものを図表 3.2-37に示す。 
 

図表 3.2-37 京葉臨海コンビナートの水素供給実態 

京葉地区 水島地区（参考）

調査方法 アンケート、現地調査、ﾊﾞﾗﾝｽ推算 アンケート、現地調査

対象企業 石油精製２社、石油化学４社、鉄鋼１社 石油精製２社、石油化学２社、電解２社

生産規模 原油処理能力　　：　８２万BD
ｴﾁﾚﾝ分解炉能力：２５０万ﾄﾝ/年
（鉄鋼）、電解

原油処理能力　　：　４５万BD
ｴﾁﾚﾝ分解炉能力：　９０万ﾄﾝ/年
（鉄鋼）、電解

水素製造能力
回収水素
余力（鉄鋼除く）

200kNｍ3/h（4800 kNｍ3/d）　97～99% 210kNｍ3/h（5000 kNｍ3/d）　97～99%
160kNｍ3/h（3800 kNｍ3/d）　97～99%

70kNｍ3/h～（1700 kNｍ3/d～）　 65kNｍ3/h（1600 kNｍ3/d以上）　
190kNｍ3/h（4600 kNｍ3/d以上）97～99%

実態調査 ・中小規模低効率の水素製造装置多し
・近隣との水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ不連続
・一部水素製造装置から液化炭酸回収
・大量余剰発生、自家用燃料部位あり
・ｻﾙﾌｧｰﾌﾘｰで不足部位あり
・未利用鉄鋼ＣＯＧ

・水素発生消費の自己完結
・水素製造装置の稼働率が低い
・ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ水素幹線確立済
・液化炭酸未回収
・鉄鋼、電解が近接
・未利用ＣＯＧ，1680 kNｍ3/d規模

中期課題 ・ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの整備
・異企業間の水素融通
・大規模高効率水素供給ﾁｪｰﾝ構築
・余剰水素の首都圏需要へ高度活用

・水素幹線で余剰水素の活用
・異企業間の水素統合、連携強化
・低稼動抵効率水素製造装置停止
・近隣ＣＯＧ、電解他水素高効率ﾁｪｰﾝ
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（２）企業間連携による省エネルギー施策 

 
上述したように、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必要な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、そのＲＩＮＧ研究を参考として京葉臨海コンビナートでの環境低負荷複合式水

素供給モデルを提案する。 
 
＜欧米における大規模水素供給ネットワーク＞ 
欧州・米国共に、国家戦略として水素ネットワークを構築している。（図表 3.2-38） 

 

図表 3.2-38 欧米の大規模水素供給ネットワークの例

欧　州 米　国

事例 リンデ社インゴルシュタット工場
リンデ社ロイナ工場と水素ﾈｯﾄﾜｰｸ

ＡＰＣＩ社本社（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州ｱﾚﾝﾀｳﾝ）
ﾃｷｻｽｶﾞﾙﾌｺｰｽﾄ水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ、３工場
ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ市内水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗﾝと工場

調査概要 ・米国の巨大水素ﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸ
　→石油ﾒｼﾞｬｰ資本

・石油ﾒｼﾞｬｰの上流部門経営資源集中と
　石油精製のｺｽﾄ削減→水素ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

・供給契約、停止順位、ﾈｯﾄﾜｰｸ管理、運転他

・大規模共同水素製造（10～20％ｺｽﾄ削減）

・ｱｽﾌｧﾙﾄからｼﾝｶﾞｽ製造→水素回収ﾍﾞｲﾀｳﾝ

・DOT、各州の水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ敷設ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

・ﾛｲﾅ地区大規模水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝｲﾝﾌﾗ確立
　→ドイツ国家補助

・石油石油化学地区を核とする大規模水素
　供給ﾈｯﾄﾜｰｸ形態

・水素ﾋﾞｼﾞﾈｽ形態、ﾊﾟｲﾌﾟ保全、運転他

・製造基地からﾐｭﾝﾍﾝ空港へＦＣＶ水素供給

・水素を含む工業用ｶﾞｽ供給最大拠点

・拠点から各地区出荷

　石油精製１０％（早期）、天然ｶﾞｽ４０％
　自然エネルギー５０％

国家戦略
（ｴﾈﾙｷﾞｰ）

　石油中心→ＦＣＦＩ国家ｴﾈﾙｷﾞｰ戦略
　天然ｶﾞｽ→将来水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝに展開

  

 

以下に欧米での取り組みを具体的に紹介する。 
ＡＰＣＩ社は、１９６０年代より石油精製・石油化学等へのオンサイト供給としてパイプ

ライン網の整備を進めてきており、なかでもテキサスのパイプラインは総延長が 640km も
あり、当該系内に 13の水素製造装置、80の顧客を有する世界最大級のものである。これら
のパイプライン網は、一部を除きＡＰＣＩ社が投資整備してきたものである。 
欧州には、ロイナ地区（ドイツ）、ロッテルダム地区（オランダ）を初めとした複数のコン
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ビナート大規模水素供給パイプラインが存在し、単独供給者から複数消費者（１対Ｎ）への

供給という運営形態、需給管理を行っている。（図表 3.2-39） 
 

図表 3.2-39 欧米の大規模水素サプライチェーンの例 
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1

110

Southern
California

APD HyCO facilities (18)
H2 pipeline
CO pipeline
Syngas pipeline

LouisianaAPCI各社の
大規模水素供給
（世界各地）

総延長600km

1960年～
順次投資整備

顧客80、水素製造装置13

欧州ﾛｲﾅ地区
リンデ社

水素約１１．６百Nm3/ｄ

 

 
独ミュンヘン空港では、ガスおよび液体の水素供給ステーションが 1999 年 5 月から操業

を開始している。リンデ社（産業用ガス）、ＢＭＷ社・ＭＡＮ社（自動車）、Ａｒａｌ社（石

油販売）など 11 社がＡＲＧＥＭＵＣというミュンヘン空港水素プロジェクトを立ち上げ、
ドイツ連邦政府の補助金を得て、水素インフラストラクチャー構築のための実証化研究がな

されている。 
空港内を走るリムジンバスのうち、３台の水素エンジンバス、２台の燃料電池バスの燃料

用水素を供給している。水素エンジンバスは天井に 18 本の 250 気圧水素ボンベを搭載して
おり、圧縮水素の充填の際には、バスの運転手が水素充填用のホースを自分で接続し、8 分
程度の所要時間で充填を完了する。 
構内を走るＶＩＰ送迎用の乗用車は、ＢＭＷ社がガソリン用エンジン（Ｖ型 12 気筒）を
改良したものを提供したものであり、液体水素 140 リットルの貯槽を有し、300km の連続
運転が可能である。液体水素の貯槽とガソリンの貯槽をそれぞれ有しており、走行中でもボ

タンひとつで燃料の切替えが可能である。液体水素の充填の際には、運転手が降車すること

なく、操作板からのロボットアームの操作により、充填用ノズルを乗用車に装着し、3 分程
度の所要時間で充填を完了する。 
水素供給ラインは 3系統あり、35MPaの圧縮水素供給ライン、25MPaの圧縮水素供給ラ
イン、液体水素供給ラインがある。35MPa 水素の供給源は水（水酸化カリウム）の電気分
解であり、25MPa 水素の供給源は天然ガス（メタン）改質である。液体水素は、リンデ社
インゴルシュタット工場から陸上運搬（トレーラー、図 3.2-40）される。ミュンヘン空港の



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 129

平成１９年２月

水素充填設備の全体スキームを図 3.2-41に示す。 
 
 

図表 3.2-40  ミュンヘン空港の水素ステーションと水素利用

◆ミュンヘン空港の水素ステーションと水素利用

液体水素はインゴルシュタット工場から供給

ミュンヘン空港の
液体水素充填設備

液体水素トレーラー

  

 

 

図表 3.2-41  ミュンヘン空港の水素ステーションと水素利用 

◆ミュンヘン空港の水素プロジェクトスキーム例
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＜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の提案＞ 

京葉臨海コンビナートは欧米に比して、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。上述の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提案する。（図表 3.2-42） 
環境低負荷複合式水素供給モデルでは、異業種のコンビナート各企業を共通の水素ヘッダ

ーで繋ぎ、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石油精製の脱硫

や分解に使用する。低純度水素は高純度化し石油化学・化学用原料とすると共にクリーンエ

ネルギーとして提供する。高純度化時の残ガスは水素富化発電し電力とする。一方でオンサ

イト型の高純度水素供給やバイオ原料を用いた高純度水素供給を行う。 
 

図表 3.2-42 京葉臨海コンビナートの環境低負荷複合式水素供給モデル 

④水素富化
発電

水素リッチ残ガス

電力

②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

①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

③高効率
水素純度
ｱｯﾌﾟ

低純度水素

高純度水素
炭酸ガス回収

高純度水素 液化ＣＯ２
出荷

化学用原料
・欧米に比して、首都圏ｴﾈﾙｷﾞｰ大消費地に近接、異業種が
近接集積、現業からの副生水素量の規模大
・千葉地区石精石化ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄを対象に、わが国固有の競争力
ある水素供給ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ構築、コンビナート単位のＣＯ2削減
・コンビナート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

バイオ原料高純度
水素供給

 

 
水素供給チェーンとしては、コンビナートは自装置のみならずグリーンエネルギーなども

活用して高純度水素を製造（オフサイト型）し、それを水素サービスステーション（ＳＳ）

を経由して、または直接に一般ユーザーに供給する方法や、オンサイト型として、コンビナ

ートからは水素ＳＳに水素原料（灯油など）を供給し、水素ＳＳで水素を製造して一般ユー

ザーに供給する方法が考えられる。（図表 3.2-43） 
現時点では図 3.2-44のように水素出荷基地が設置されており、例として出光（①）と新日
鐵（②）のオンサイト出荷基地を挙げる。（図表 3.2-45①、図表 3.2-45②） 
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図表 3.2-43 オンサイト型・オフサイト型の水素エネルギー活用チェーン構想

飲食店等高純度水素

集合
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燃料電池自動車
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燃料電池
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図表 3.2-44 京葉地区の水素出荷基地 

コスモ石油（岩谷ガス）
丸善石化

旭硝子（アイエス水素・岩谷ガス）
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千住（ＬＰＧ改質、東ガス・千住（ＬＰＧ改質、東ガス・大陽日酸大陽日酸））
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横浜（ガソリン改質、コスモ）横浜（ガソリン改質、コスモ）
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鉄鋼ＣＯＧ電解水素分解オフガスナフサ改質　供給源

岩谷ガス鈴木商館岩谷ガス　供給先

新日鐵旭硝子丸善石化コスモ
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図 3.2-45① 灯油を使用したオンサイト型水素ＳＳ（出光） 
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図 3.2-45② ＣＯＧガスの精製・液化・出荷システム（新日鐵） 

主要諸元 Summary
項目・名称　 Descr ip t i on 実証設備仕様  Spec i f i cati on

水素原料
F e e d s t oc k

コークス炉ガス (PSA 精製水素 )
 Co k e  o ve n  g as

水素液化方式
Ty p e  o f  L ique f act i o n  sy s te m

ヘリウムブレイトンサイクル
H e l i um  Br ay t o n  Cy c le

液体水素製造規模
Capac i t y

200kg/day* 1（約 2,200Nm3/day）

温度  Te m p. 20～ 23K　（約 -250～ -253℃）

圧力  Pr e s s . <0.1MPaG  （ <1kg/cm2G）
液体水素
性状
Li qui d

Hy dr o ge n
純度  Pur i t y  水素 ( Hy d r o ge n)　 99.999vol.%<

主要構成機器

･液化保冷槽　１式（ ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ熱交 ,膨張 ﾀｰﾋﾞﾝ等）
･循環圧縮機　１台（給油式 ｽｸﾘｭｰ型）

･液体窒素貯槽１基（真空断熱型）

･液体水素貯槽１基（真空断熱型）

*1：燃料電池自動車　 40～ 60 台／日充填相当

水素利用

U se  o f  H y d ro g e n
水素回収・精製（製鉄所副生水素有効活用）

Recovery and Purification of Hydrogen from Steelmaking Plant

廃プラスチック
Waste plastic

石　炭
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鉄鉱石
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転炉ｶﾞｽ
ＬＤＧ

高炉ｶﾞｽ
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ｺｰｸｽ
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結

鉱

溶銑
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Basic oxygen

furnace
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焼結ﾌﾟﾗﾝﾄ
Sintering plant

ｺｰｸｽ炉
Coke oven

鋳造/圧延
Caster/Rolling

鉄鋼製品

Steel production

製鉄所ｲﾝﾌﾗ
Infrastructure of

Steelmaking Plant

水素液化

Liquefaction

水素ｽﾃｰｼｮﾝ

（有明 等）
Hydrogen Refueling Station

 

FCV

FC-BUS
(公共ﾌﾘｰﾄ)

液体水素ﾛｰﾘｰ

水素約 55%含有 水素精製

Purification

定置用燃料電池 

水素ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

ＦＣ

開開開発発発・・・実実実証証証範範範囲囲囲
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空
気
・
酸
素

 

 
コンビナートや水素ＳＳから水素を移送する手段としては、車両にＳＴスキッドを組み合

わせた移動式水素ステーション設備（図表 3.2-46）や、水素ローリー（図表 3.2-47）がある。 
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図表 3.2-46移動式水素ステーション設備     図表 3.2-47 水素ローリー 

  

 
次にオフサイト型水素供給設備としてはこれら既存の設備を活用すべく、まずは水素の共

通配管を敷設して地域内で水素の高度活用を図り、次のステップとして消費地まで配管延長

することを提案する。更に、都市圏の水素供給ステーションの低コストな高純度水素を大量

に出荷する。水素のパイプラインの整備、水素の大規模集約供給を更に進め、将来の水素社

会における首都圏に向けた大規模水素エネルギーチェーンを築く。また、水素ステーション

出荷基地を増強して、成田空港等にも移動式水素ローリーを使ったシステムを構築していく。 
 

図表 3.2-48 京葉臨海コンビナートのオフサイト型水素供給構想 

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、出化出光興産、出化

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

ＪＦＥＪＦＥ

横浜・旭

横浜・大黒

京葉シーバース

千住

有明

移動式

コンビナート大規模水素コンビナート大規模水素
供給センター供給センター

　改質オフガス　改質オフガス
　エチレンオフガス　エチレンオフガス
　電解水素　電解水素

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ鉄鋼ＣＯＧ・廃プラ

水素ＳＳへの供給水素ＳＳへの供給
（ローリー）（ローリー）

環境低負荷

コスモ石油、丸化コスモ石油、丸化

富士石富士石

京葉地区パイプライン
　　第１ステップ
　　第２ステップ
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（３）制約・課題 

上述した提案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 3.2-49） 
 

図表 3.2-49 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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＜水素製造技術＞ 
 
 水素関連技術としては、下記の技術がある。 

● 水素製造プロセス技術 

● 水素製造時の副製品有効活用 

● 高圧蒸気、電力併産技術 

● 既存水素プロセスの能力増強、改良技術 

 
① 水素製造プロセス技術 

例として、石油精製業での製造方法を示す。（図表 3.2-50） 
 

図表 3.2-50 石油精製各社の大型水素製造装置能力と型式 

石炭

重質油

ＬＰＧ、ナフサ

天然ガス

石炭ガス化

重質油
部分酸化

スチーム
リフォーミング

オートサーマル
リフォーマー

深冷分離

ＰＳＡ

膜分離

酸性ガス除去
メタネーション

原料 ガス化 水素精製・分離

水素

オフガス
（製油所、
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②ガス、軽質留分を原料とする水素製造および回収 

 

◆水蒸気改質法 

コンビナートで製造される水素は、メタン主成分のオフガスからナフサまでの石油留分

等の原料を用いて行われる。製油所オフガス等あるいは天然ガスを原料とする水素製造法

の代表例として、トプソプロセスを図 3.2-51に示す。 

 

図表 3.2-51 ＴＯＰＳＯＥ式水蒸気改質法 

p96, HP , May 2002
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◆ＰＯＸ（部分酸化改質）プロセス 

部分酸化改質（POX）は無触媒法であり、純酸素使用で反応熱を供与し、水蒸気量発生
を削減させている。国内での実績はないが、Texaco法 POXによる水素製造はアメリカで
2件の実績がある。 
     

図表 3.2-52 ＰＯＸプロセス 

HP May 2003, p 103 左
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◆コークス製造プロセス 

製鐵用コークス製造プロセスの概略を図表 3.2.2-19に示す。石炭ならびに廃プラスチッ
クス減容化物をコークス炉炭化室に充填し、1,100～1,200℃の高温密閉雰囲気下で乾留す
ると、コークス、BTX・タール等の油分、コークス炉ガス（COG）が得られる。現在、COG

の主用途は加熱炉等の燃料及び発電燃料であるが、COGは水素を 55～60％含むので､将来
の水素資源としてその利用が期待される。 

 

図表 3.2-53 製鉄用 コークス製造プロセス 

図5-2-2　コークス製造プロセスの概略フロー

（出典）：加藤：　ＰＥＴＲＯＴＥＣＨ、第27巻、第1号　(2004)
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◆ＣＯＧ等からの水素製造のフロー 

製鉄所副生ガスはコークス炉ガス（COG）、高炉ガス（BFG）、転炉ガス（LDG）から成
るが、これらからの水素製造の概略フローを図表 3.2-54に示す。我が国の一貫製鉄所で発
生するCOG量は約145億Nm3 /年であり、COG中に含まれる水素量としては約80億Nm3/
年である。この全てを回収することは困難であるが、供給ポテンシャルは大規模である。 

COGは製鉄所副生ガスの中で最も水素を多く含んだガスであり、水素回収に適したガス
である。また最近では、コークス炉を活用した廃プラスチックのリサイクルも一部のコー

クス炉では行われているが、炉内に投入された廃プラスチックの一部は水素、メタン等に

まで熱分解・ガス化され、これらガスは COG として回収・リサイクル利用されるシステ
ムを構築している。従って、COG中の水素の一部は廃プラスチックがガス化されたリサイ
クル水素である。 

COGからの高純度水素回収技術としては PSA法が代表的な分離技術である。COGはコ
ンプレッサーで約 1MPaまで圧縮された後、前処理設備にてガス中の不純物が除去される。
その後、本システムの主要ユニットであるＰＳＡ装置に供給され、高純度水素が得られる。 
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図表 3.2-54 ＣＯＧからの水素回収フロー 
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④水素回収技術 

副生水素の分離回収は深冷分離法、PSA法、膜分離法ならびにこれらの組み合わせのいず

れかで行われる。 

 

◆ＰＳＡ (Pressure Swing Adsorption)法 

ＰＳＡ法とは高圧下で吸着、常圧ないし減圧下で脱離を行うことにより水素と水素以外

の不純物を分離する方法である。製品水素の純度としては 99.999％が可能である。 
 

          図表 3.2-55 ＰＳＡ法 
 

 

 

 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 143

平成１９年２月

◆膜分離法 

膜分離法は水素と不純物であるガスの膜内における膜透過速度の差を利用して分離する

方法である。膜分離法の概略を図表 3.2-56に示す。 
 

図表 3.2-56 膜分離法 
 

原料

製品水素

オフガス
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◆深冷分離法 

深冷分離法は副生成物である一酸化炭素を回収したいときに用いられる。水素の沸点

（-252.7℃）と一酸化炭素の沸点（-192℃）の違いを利用して分離する方法である。深冷

分離法の概略を図表 3.2-57に示す。 
 

図表 3.2-57 深冷分離法 
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＜製鉄業から発生する水素の利用配管敷設概略検討＞ 
ＲＩＮＧ研究においては、京葉臨海コンビナート環境低負荷水素供給モデルを構成する共

通パイプラインの敷設検討を行っている。 
以下ではＲＩＮＧ研究をベースに製鉄業から発生する水素の利用配管敷設についての概略

を検討する。 
 
①配管ルート 

水素統合運営管理システム構築の前提条件は、君津に位置する製鐵所から五井海岸に位置

する製油所までとした。 
始点： 千葉県君津市君津（製鐵所） 
終点： 千葉県市原市五井海岸（製油所） 

始点側の君津・木更津の工業地域と袖ヶ浦から五井南海岸間のコンビナート地域は国道１

６号かまたは国道沿いの公共用地を、また、五井南海岸から五井海岸間は既に比較検討され

た結果である企業地内ルートとした。 
これらの間の木更津から袖ヶ浦間について、海岸寄りの地方道を通るルート（Ａ）と商業・

住居地区などの市街地をぬける国道１６号を通るルート（Ｂ）を比較すると（図表 3.2-58）、
市街地内での配管敷設工事が少ないルートＡが推奨される。 

 
図表 3.2-58 京葉臨海コンビナート 水素共通パイプラインルート案

  

なお、水素共通パイプラインの敷設に際しては、水素を燃料ガスとして使用した企業への

代替燃料供給配管の敷設等も検討する必要がある。 
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（４）省エネ施策の効果 

 

＜京葉臨海コンビナート地域の環境低負荷複合式水素の活用シナリオと効果＞ 

環境低負荷複合式水素については、次の３ステップでの活用を提案する（図 3.2-59）。 
 
①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、製油所でのセ

水素製造装置（ＨＹ装置、ＨＰＵ装置）の稼働負荷を低減する。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、ＣＯ２負荷をも低減

する。 
 
②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。 

 
③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ＣＯＧ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。 
 
 
【ステップ 1開始前】 
(a)余剰水素 480kNm3/日 
     内、フレアロス 340kNm3/日、燃料ガス化  140kNm3/日 
(b)燃料ガス中の潜在水素量 300kNm3/日 
 
【ステップ 1･2実施(RING)】 
(1)フレアロスの回収⇒水素製造装置稼働減による効果 
・水素製造装置の燃料減による省エネ 
水素量×稼働日数×燃料原単位×原油換算係数 
＝340[kNm3/日]×300[日]×0.15[FOE-kL/kNm3-H2]×1.06 
＝16千 kL_原油 

・水素製造装置の燃料減による CO2削減 
水素量×稼働日数×燃料原単位×CO2換算係数 
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＝340×300×0.15×2.619 ＝ 40千㌧/年 
・水素製造装置の反応減による CO2削減 
水素量×稼働日数×CO2/水素比÷22.4×CO2分子量 
＝340×300×0.31／22.4×44 ＝ 62千㌧/年 

(2)燃料ガス化を停止⇒水素化⇒水素製造装置稼働減による効果 
・水素製造装置の燃料減による省エネ  
＝140[kNm3/日]×・・(以下計算は省略) ＝ 7千 kL_原油/年 

・水素製造装置の燃料減による CO2削減 
＝16千㌧/年 

・水素製造装置の反応減による CO2削減 
＝26千㌧/年 

・燃料ガス減に対する燃料の補填による、CO2増加 
水素量×稼働日数×水素の燃料転換 CO2換算係数 
＝140×300×0.4 ＝ 17千㌧/年（プラス) 

(3)回収装置を設置し、燃料ガスから水素を回収⇒既設水素製造装置稼働減 
・水素製造装置の燃料減による省エネ  
＝300[kNm3/日]×・・(以下計算は省略) ＝ 14千 kL_原油/年 

・水素製造装置の燃料減による CO2削減 
＝35千㌧/年 

・水素製造装置の反応減による CO2削減 
＝55千㌧/年 

・新規回収装置稼働による増エネ 
水素量×稼働日数×燃料原単位×原油換算係数 
＝300×300×0.04×1.06 ＝3.8千 kL_原油/年 (プラス) 

・新規回収装置稼働による、CO2増加 
水素量×稼働日数×燃料原単位×CO2換算係数 
＝9.4千㌧/年 

・燃料ガス減に対する燃料の補填による、CO2増加 
＝300×300×0.4 ＝36千㌧/年 

 
以上を取り纏めて、省エネ 33千 kL_原油/年、CO2減 172千㌧/年が導かれる。 

 
【ステップ 1･2実施の更なる水素回収】 
純度 90％，330kNm3/年を配管繋ぐだけで回収(純換算 300)、その分、水素製造装置の稼
働減と仮定する。 
・水素製造装置の燃料減による省エネ  
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＝300[kNm3/日]×・・(以下計算は省略) ＝ 14千 kL_原油/年 
・水素製造装置の燃料減による CO2削減 
＝ 35千㌧/年 

・水素製造装置の反応減による CO2削減 
＝ 55千㌧/年 

・燃料ガス減に対する燃料の補填による、CO2増加 
＝300×300×0.4 ＝36千㌧/年 

 
以上を取り纏めて、省エネ 14千 kL_原油/年、 CO2減 54千㌧/年 

  
【ステップ 3】 
ネットワーク規模により効果が大きく変わってくるので、今後の検討項目。 

 
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の稼働を効率化することで、年間ＣＯ２排出量を１７万

トン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が図れることなどで競争力強化に繋がる。（図表 3.2-60） 
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図表 3.2-59 環境低負荷複合式水素の活用シナリオ 
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ＨＹ　：水素製造装置
ＳＭ　：ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰー
ＲＥＦ：ナフサ改質
ＥＴ　：エチレン製造
ＣＯＧ：コークス炉ガス

鉄鋼
COG

民需

１ステップ

副生水素徹底

　　回収と活用

２ステップ

大型水素製造装置

　　　への集約運転

水素パイプライン整備

３ステップ

・鉄鋼ＣＯＧの有効活用

・水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸ増強

・共同大型水素供給ｾﾝﾀｰ運営
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図表 3.2-60 ステップ１，２の概要と効果 
 

 

ＣＯ２低負荷大規模水素供給
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ＣＯ２減１９万トン／年

※参画企業近隣で、
数10万m3/hrの余剰
水素がある見込み
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＜移動式水素ＳＳによる水素エネルギー活用の段階的普及＞ 

ステップ３の実現のためには、水素が一般社会でエネルギーとして活用されていることが

前提となる。そのためには移動式水素ＳＳシステムを構築し、段階的な普及を図ることが不

可欠となる。京葉臨海コンビナート低負荷型大規模水素供給チェーンで製造した水素を、移

動式水素運搬設備にて首都圏や各地域の水素ユーザーエリアまで移送することによりそれが

実現する。（図表 3.2-61） 
このようなシステムを、地域産業共同運用体を設立して運営していくことが望まれる。 

 
 

図表 3.2-61 移動式水素ＳＳによる水素エネルギー活用 

ﾛｰﾀﾘｰ水素ｴﾝｼﾞﾝ車 燃料電池車  
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＜共同大型水素製造センター構想＞ 

ステップ３における大型水素製造センターとして、コンビナート各社からオフガスや重質

油分解時に発生する分解ガスを集約、更には天然ガスを集約してフィードし、スチームリフ

ォーミング（ＳＭＲ）によって大量の水素を高効率で製造する方法が考えられる。（図表

3.2-62） 
 

図表 3.2-62 共同大型水素製造方法の案

スチーム（内部消費）
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流体番号
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ライトナフサ 1,100 m3/D 2,000,000 Nm3/D

流体番号
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LPG 81 ton/h 59 ton/h 194 ton/h 54 Gcal/h

ライトナフサ 80 ton/h 60 ton/h 196 ton/h 58 Gcal/h

原料 製造水素

1 2

スチーム コンデンセート BFW 燃料ガス

3 4 5 6

ＳＭＲ（ｽﾁｰﾑﾘﾌｫｰﾐﾝｸﾞ法）

コンビナート

オフガス
集約ｼｽﾃﾑ

天然ガス
集約フィード

共同重質油
分解ガス
集約フィード

  
 

 

＜中長期を想定した水素エネルギー利用ロードマップ＞ 
以上のように、京葉臨海コンビナートは水素高度化活用の大きなポテンシャルを有してい

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の実施を図る。 
①コンビナート地域内の高圧天然ガス・石油石化分解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ＣＯＧの可能性の検討 
③京葉臨海コンビナート地域周辺、成田空港へのＦＣ車、水素エンジン車、定置式Ｆ

Ｃ設置 
④京葉臨海コンビナート地域周辺のＦＣ設備、インフラの共同活用 

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。 
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3.2.5. 省エネルギー効果のまとめ 

 
 3.2.1～3.2.4 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 3.2.5-1
に示す。 
 これらの施策についてはそれぞれの中で選択的に導入されるものではあるが、省エネ効果

として数万～十万 kl／年、CO2 削減効果としても数万～十万 t-CO2 が期待できる施策が多
く存在している。 
仮に、各施策において、それぞれ最大規模の省エネ効果（重質留分の部分はグリーンボイ

ラーの設置による省エネ効果を想定）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 2.2でまとめた京葉臨海コンビナート内の 4つのコ
ンビナートを形成する石油精製、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％に及ぶ量となっており、京葉臨海コン
ビナートとしての省エネポテンシャルの大きさを再確認することができる。 
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表 3.2-63 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 省エネ効果 

 
千 kl／年 

CO2 
削減効果 

千 t-CO2／年
戻るエチレンの温度：-100℃ 3 8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

①冷熱の活用 

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

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 29～144②熱電の共用 

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

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 

廃棄物グリーンボイ

ラー設置 
200t／h の廃棄物グリーンボ
イラーを新設したと仮定 

123 323

③重質留分の

活用 

廃棄ピッチボイラー

の設置 
30万 t／年の廃棄物ボイラー
の設置を仮定 

323 845

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 172④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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3.3. その他の競争力強化に向けた取り組み 
  
（１）法規制緩和の推進 

図表 3.3-1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・統合に際して、規制緩和の観点については、これまで構造改革特区や関係官

庁への働きかけにより一部の改善がなされてきている。しかし、コンビナート内企業間連携

に際して、未だ改革すべき規制が存在している。 
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小さい国も多く、

日本のコンビナートの競争力向上の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導管が最短ルートで敷設できない。 
・ 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する要因となっている要因が少なくなく、これらについての何

らかの規制緩和措置が有効と考えられる。 
また、コンビナート内の事業所においては、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が、対象事業所の敷地内だけでなく、地区内での確保が可能となるよ

うに基準の緩和ができ、また一部の芝生等が緑地に含めることができれば、事業所内の緑地

率 0%での工業用地分譲等が可能になり、未利用地の立地が促進される。千葉県においては
この点については一部規制緩和がなされており、各企業における様々な施設の用地確保に貢

献している。また、今国会に提案されている「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 0％超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、限られた地区の内航船（空船）の入港荷役を除いて規制

されている。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、コンビナート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、廃棄物規制（廃棄物処理法、法施行令）として、自社廃棄物が他社原料の場合は廃

棄物として取扱わねばならず、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。 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 156

平成１９年２月

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。 
法規制の緩和についての施策をまとめて図表 3.3-2に示す。 

 
図表 3.3-1 コンビナート統合・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：35ｍ
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) 

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) 
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問題点 影響 関係法令 変更必要点 
（所管官庁） 

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。 

士地の有効利用が図れ
ず、国際競争力を低下さ
せる要因となっている。

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画積の敷地面
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
が有劾利用でき且つ企業新
規立地にも有刹になる。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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図表 3.3-2 法規制の緩和に関する施策の概要 

○工場緑地率の緩和による設備用地の拡大
千葉県 工専緑地率20％→10％、工業集合地特例の適用により更に拡大可能
工場立地法緩和の動き→生産施設率の緩和

○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
組 織 石精･石化７社＋市原市、袖ケ浦市、千葉県
実 績 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

○工場の生産施設・緑地規制（工場立地法、緑化協定）
○配管規制（消防法）

移送取扱所、危険物付属配管の保安距離、防油提･保有空地内配管規制等

○廃棄物規制（廃棄物処理法、法施行令）
自社廃棄物が他社原料の場合は廃棄物として取扱う 相互融通の規制

対応

現状
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（２）ロジスティック施設共同化の検討 

 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ことが望

まれる。 
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。 
このような状況に鑑み、京葉臨海コンビナート連携協議会において、高度統合のキーポイ

ントとなる配管用地の共同溝化・緑地化を図り、今後企業間の自由な配管に対応していく。

また、鉄鋼、エネルギー産業への配管網の拡大を図るとともに、工場立地法の特例適用（企

業の共同緑地）を検討していく。 
 更に、排水処理施設、倉庫、タンク、バース等の既存・新設施設の共同化を推進していく。 
 以上のロジスティック施設共同化の施策についてまとめて図表 3.3-3に示す。 
 

図表 3.3-3 ロジスティック施設共同化施策の概要 

京葉臨海コンビナート連携協議会の中で検討する。

○配管用地の共同溝化、緑地化

高度統合を進める上で、配管はキーポイントとなる。

今後企業間の自由な配管に対応するとともに、配管網の拡大を図る。

工場立地法の特例適用（共同緑地）を検討。

○排水処理施設、倉庫、タンク、バース等の既存・新設施設の共同化を推進

○市原・袖ヶ浦地区（ ４つの石油精製・石油化学コンビナート）には国道

１６号沿いに幅５０ｍ、全長１４ｋｍにわたる配管用地が県企業庁により
整備されているが、臨鉄用地や既存配管により用地不足を来たしてい
る。
埋設管：ガス導管、工水、五井南部配管協議会配管、四社連絡配管等

○共同の用役施設や排水処理施設が未整備

対応

現状
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（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、責任推量制の見直し等

事業の効率化を検討する。 
京葉臨海コンビナート地８行きにおいては、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。 
具体的には、組織のスリム化、業務委託の促進等によるコスト削減、「責任水量制」の見直

しと受水権利譲渡の緩和（実際の使用水量や企業の節減努力が反映される料金制度の検討、

受水権利譲渡制限の緩和による新規水需要の開拓）、更には、県内水源の相互融通による渇水

対策の強化を実現していくことが求められる。 
 以上の工業用水事業効率化の施策についてまとめて図表 3.3-4に示す。 
 

図表 3.3-4 工業用水事業効率化施策の概要 

官民一体の検討組織を設置し、事業の効率化を推進する。

○給水コスト削減に関する検討

組織のスリム化、業務委託の促進等によるコスト削減 ⇒ 料金の値下げ

○「責任水量制」の見直しと受水権利譲渡の緩和

実際の使用水量や企業の節減努力が反映される料金制度の検討

受水権利譲渡制限の緩和による新規水需要の開拓 ⇒ 料金の値下げ

○県内水源の相互融通による渇水対策の強化

○他府県と比較して高額な給水コスト・料金
長い送水距離や広範囲な給水エリア⇒宿命的な高コスト構造、一部地区の高額な料金

○「責任水量制」による料金制度、契約水量と実使用量の乖離
企業の節水努力が反映しない「責任水量制」、契約水量の変更や企業間融通の制限

○渇水時における生産活動への重大な影響
水源の多くを利根川水系に依存⇒渇水時に重大な影響

対応

現状
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3.4. 地域との共生のための戦略 
  
企業と住民の双方に高い効果が得られ、2.6で示した地域共生に係る課題である「①相互の

特性・資源を活用した地域環境の向上」、「②環境と産業の新たな共生モデルの創造」を実現

していくためには、3.2及び 3.3で紹介した競争力強化のための戦略も踏まえた上で、地域・
行政と企業、企業間が連携して地域の環境保全、地球環境保全、資源制約への対処、更には

地域の教育や人材開発への貢献などの先進的取り組みを進めることが重要である。 
3.1で示した通り、京葉臨海コンビナートでの取り組みが有効な地域共生の分野としては、
環境・エネルギー、学術研究、緑化保全の３分野が挙げられ、その具体的な実現方策として

として、 
・ 環境・エネルギー： 

 グリーンボイラーの地域活用の推進 
 水素エネルギーの地域への供給 
 省エネ・新エネ関連施設のネットワーク化による普及・啓発・集客ゾーンの形成 

・ 学術研究： アジア・環太平洋の地球環境問題のセンター機能を担う国家戦略拠点とし

ての「地球環境研究施設（千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェ

クト）」 
・ 緑化保全： 地域の環境保全に資するとともに従業員や住民の癒しの場となる「京葉臨

海コンビナート企業『癒しの森』（仮称）」 
を構築し、3.2 及び 3.3 に述べた省エネルギーや競争力強化のための企業間連携と並行した
戦略を展開していくことが有効である。 
 以下では上に掲げた３つの戦略について述べる。 
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図表 3.4-1 地域との共生の全体像 
 

臨海コンビナート地域企業が、周辺地域の特性･資源等
を活かし、企業･住民双方にメリットのある地域活性化に
資する先進的な社会貢献活動に取り組む。

（１）環境･エネルギー
・新エネルギー、省エネルギーをテーマとした施設等

（２）学術研究
・地球環境、生物多様性実験プラント等

（３）緑化保全
・森林保全、自然散策、滞在施設、森林里山等

行政 臨海部企業 地域住民

自然体験交流ゾーン
・牧場、自然散策、森林浴
・滞在施設、企業保養施設
・バンガロー、別荘

目的

機能

企業連携による工場見学の充実
次世代エネルギー展示施設

・新エネルギー
・高リサイクル技術

新エネルギー実験プラント
バイオマス、太陽光
小型風力発電所、
燃料電池、水素エネルギー

新エネルギー展示施設

連 携
〔取組イメージ〕

臨海部企業が連携して取組む

調
整
･
協
議

・千 葉 県
・関係市町村
・経済産業省
・地域住民等
・学識経験者

上総地域（アカデミアパーク）等の周辺地域

グリーンボイラー活用 地域への水素供給
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（１）環境・エネルギー 

 

これらの地域共生の施策の推進にあたっては、先に述べた企業間連携のための施策を基軸

としてくことが重要である。 
環境・エネルギーの施策については、先の省エネルギーを伴う企業間連携策で挙げた 

① グリーンボイラーの地域活用 

② 水素エネルギーの地域への供給 

③ 省エネ・新エネ関連施設 

等の施策が大きく関係しており、これらを中核とした地域共生を展開していくことが重要で

ある。 
 以下ではそれぞれについて述べる。 
 
① グリーンボイラーの地域活用 

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、78の具体的行動計画に基づき様々な施策が行われてき
た。また、2005 年 2 月に京都議定書が発効し、実効性のある地球温暖化対策の実施が喫緊
の課題となるなど、バイオマスの利活用を巡る情勢の変化に対応する必要が生じた。そのた

め 2006 年 3 月にバイオマス・日本総合戦略の見直しがなされ、国産バイオマス輸送用燃料
の利用促進、農作物非食用部や林地残材といった未利用バイオマスの活用等によるバイオマ

スタウン構築の加速化などが新たな戦略のポイントとして掲げられている。 
千葉県では、「バイオマス立県ちば推進方針～資源循環型社会づくりの環の一つとして ～」
を 2003 年 5 月に制定し、その具体的な取組を実現するための基本方針を定める「バイオマ
ス総合利活用マスタープラン」を 2004 年 3 月に策定して、バイオマスに対する取組を進め
ている。 
「バイオマス立県ちば推進方針」では、県内の地域特性を生かして、 
・ 臨海部のメタン発酵施設やガス化溶融炉、その需要者となる企業群の集積を生かした

ハイテク・バイオマスタウン 
・ 農村部のたい肥化等の大規模共同利用施設、飼料化施設を利用したアグリ・バイオマ

スタウン 
・ 林業関連地域での大型の製材機や破砕機などの施設を生かしたウッド・バイオマスタ

ウン 
・ 南房総地域や九十九里地域での観光関連施設などを利用したフラワー・バイオマスタ

ウン 
の 4つの種類のバイオマスタウンの実現を目指し、バイオマスの製品やエネルギーを地域利
用するために市町村・ＮＰＯ等との協力、産学官・異業種間の連携を進めるとしている。 
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図表 3.4-2 千葉県におけるバイオマスへの取組イメージ 

 
出典：「バイオマス立県ちば推進方針」（2003年 5月） 
 
推進方策、およびマスタープランにおいて、臨海工業地域に求められている役割としては、

大きく次の 2つが挙げられる。 
まず一つが、ハイテク・バイオマスタウンとしての役割である。これは、鉄鋼関連、機械

関連、石油関連などの企業が集中する臨海工業地帯におけるバイオマス関連の新技術の研究、

開発力を活かして、これを展開してバイオマス利用を推進する役割である。 
もう一つが、ウッド・バイオマスタウンの中での掲げられている熱需要先としての役割で

ある。これは、熱需要の大きい臨海工業地帯に近い地域において、チップ、木炭、廃パレッ

トなどを熱源として利用できるボイラー、燃焼炉等や発電時の廃熱を場内利用できるコジェ

ネレーション施設の普及を図り、産業部門での需要開拓に寄与するものである。 
 
図表 3.4-3 ハイテク・バイオマスタウン(左)、ウッド・バイオマスタウン(右)のイメージ 

 
出典：「バイオマス立県ちば推進方針」（2003年 5月） 
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以上の通り、国、および千葉県の施策に鑑みると、京葉臨海コンビナートに企業が連携し

てグリーンボイラーを設置し、地域で発生する下水汚泥や間伐材、廃建材等をエネルギー源

として活用することが、地域社会や日本全体の課題に合致する取組となる。 
また、石油残さとバイオマスを混焼させることにより、水分を多く含み低カロリーのバイ

オマス単独の燃焼よりも高品位の熱を利用でき、また石油残さ単独での燃焼よりも CO2 排
出量を低減することが出来る、というようなメリットを得ることが出来る。 
以上の通り、未利用エネルギーである石油残さおよびバイオマスエネルギーを利用するこ

とで、省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減はもちろん、その他、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可能となる。 
グリーンボイラーの地域活用の推進のイメージを図表 3.4-4に示す。 

 
図表 3.4-4 グリーンボイラーの地域活用の推進のイメージ 

東京湾アクアライン

グリーンボイラー
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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」もしくは「水素社会」という言葉はクリーンエネルギーである水

素を基調とした分散型エネルギーによる社会を指すものであるが、それが２１世紀のエネル

ギー社会を考える上で欠かせないキーワードであることは間違いない。 
世界的な水素社会に向けての潮流の中、日本では水素拡大の基盤として、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。 

燃料電池に取り組む理由としては以下の 5つが挙げられ、これらが日本における水素エネ
ルギー開発の主目的、ひいては水素（エネルギー）社会構築の意義と認識される。 
① 高効率（省エネルギー効果） 
② 環境負荷低減 
③ エネルギー供給源の多様化 
④ 電源の分散化 
⑤ 新規産業・雇用の創出 
このように、燃料電池・水素技術は、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利用社会構築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従い、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認識されつつあるのが、その製造から利用

を構成す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に他ならない。 
 これらの２つの課題はそれぞれ密接に関連しており、一定のエネルギー安定供給が成立し

ている状況下においては、その経済性の確保はエネルギー需要の創出の大前提にあるともい

える。技術開発が進展し、そのエネルギー利用効率、耐久性、生産性などが向上すれば、水

素エネルギー利用のコストは低減し、それはユーザーにとっての導入のし易さに直結する。

しかしながら、それだけでは十分とは言えず、様々なユーザーに対し、 
・ 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 
などを、リアルな導入事例を通じて訴求していくことが重要といえる。 
 具体的には、京葉臨海コンビナート地域において製造された水素を、各種自然エネルギー

の導入施策と融合させつつ、コンビナート周辺地域の水素ステーションに供給し、集合住宅

や戸建て住宅、バス等の公共交通や自動車などのエネルギー源として積極活用していく。そ

の実用を大規模に推進し、地域やその他の人々に啓蒙する存在として空港での活用などを実

現していくことも有効である。 
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図表 3.4-5 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

燃料電池自動車

戸建
住宅

集合住宅

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、竹、他

ｸﾞﾘｰﾝ電力、蒸気

水素ＳＳ

国･県･市･臨南協議会

複合水素供給チェーン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

水素消費チェーン水素消費チェーン
京葉臨海コンビナート地域における水素エネルギー
の取り組みを活用し、水素エネルギー社会の構築に
向けた先進的な地域づくりに貢献する。

大規模水素利用施設
（水素エアポート）
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③ 省エネ・新エネ関連施設のネットワーク化による普及・啓発・集客ゾーンの形成 

先にも述べたとおり、京葉臨海コンビナートには、２つの鉄鋼一貫製鉄所、５つの火力発

電所、一つのＬＮＧ基地が連なり、237の企業群が集積している。 
コンビナートへの資源、エネルギー投入の量は極めて大きく、石炭、石油、天然ガスの化

石燃料については輸入の玄関口としての機能はもちろん、先進的な調整、精製、貯留、移送、

利用のための大規模施設が連なる。これらの従来型燃料に加え、先に述べた新エネルギーの

導入も活発に進められており、日本のエネルギー多様化、ベストミックスをコンビナートそ

のものが体現しているともいえる。 
このように、京葉臨海コンビナートが産み出すあらゆる付加価値は日本の経済力の根幹を

担うものでもあり、エネルギーの大消費地である首都圏や千葉港・木更津港、新東京国際空

港、東京国際空港などの物流の集積地に近接していることからも、各構成要素や全体の姿は

観光資源としても極めて重要な意味を持つ。 
現状においても各企業が工場見学の受け入れなどを実施しているが、多様なエネルギーを

もとに我々の暮らしの根幹を支える様々な素材や製品が産み出されていく様子を体系的、連

続的にディスプレーする手段は持ち合わせていない。 
このような認識のもと、京葉臨海コンビナートにおける地域共生の一環として、様々なエ

ネルギーや素材、工業製品を産み出すというコンビナートそのものを企業間連携のもとに観

光素材として演出し、地元地域のみならず、首都圏、あるいは全国、世界から人が集まる観

光拠点を整備する。 
具体的な取り組み案を以下に示す。 
・ コンビナートを構成する各種生産技術、コンビナート内のユーティリティー、生産物や

廃棄物などの移動（企業間連携の様子を含む）、それらを支える先進的な環境技術や新エ

ネ・省エネ施設を対象とした見学ツアー 

 次世代エネルギーパークを中心としたエネルギー展示ゾーンの整備 

・ 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（石炭火力、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演出すること

で、環境学習や技術学習の場として地域への貢献を図る。 
・ ＮＥＤＯ実証研究等の先端研究の場として活用することで、社会的な注目度を高めて、

ひいては地域の集客力、ブランド力の強化を図る。 
・ コンビナート内の新エネルギーもしくは産業関連のパビリオン施設とWeb等でのソフト

的な取組を連携により、興味の喚起・事前学習、来場者自身の参加・体験、知識の進化

などに効果を与える。 
・ そのほか、新エネルギーからの電気、熱を、たとえば地域共生のための施設で利用した

り、電気自動車を域内交通に利用したりするなど、複数の施策を連携させていくことも

有効である。 
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図表 3.4-6 京葉臨海コンビナート周辺における新エネルギー構想 
地点 地域 内容 

Ａ地点  廃棄物・バイオマスボイラ設置 
Ｂ地点  風力・太陽光複合発電蓄電池併設  
Ｃ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
京葉コンビナート 全域 各工場事務等屋上への太陽光発電設備設置 

→太陽パネルを利用した冷房エネルギー消費低減

Ｄ地点  下水汚泥燃料化設備、ランドフィルガスによるガ

スエンジン発電 
Ｅ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
  被害木によるガスエンジン発電、木材チップ化工

場、廃タイヤチップ化工場 
一般ゴミ飼料化設備、廃プラスチック処理設備 

Ｆ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
Ｇ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
Ｈ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
 
 

図表 3.4-7 京葉臨海コンビナート周辺における新エネルギー構想図 

銚子

旭

勝浦

館山

市原

袖ヶ浦

富津

新エネ検討ＰＪ

風力発電所
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＜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、図表 3.4-8 及び図表 3.4-9 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 3.4-8 エネルギー展示ゾーンの概要 
趣旨 ・ エネルギー多消費産業地域としての取組み 

・ 地域の特性を生かしたＣＳＲ 

・ 環境共生型コンビナートとしての地域ブランドの強化 

設置目的 □地球温暖化対策への貢献 

□新エネルギーの普及啓発 

□産業教育 人材育成・確保 

□産業観光 世界最先端の環境・省エネ技術の披露、環境共生型コンビナートとし

てのＰＲ   

施設・設備 □既存の省エネルギー・新エネルギー施設・設備の公開 

□新エネルギーの集中導入 と公開 

・太陽光発電施設 

・風力発電施設 

・バイオマス資源の活用施設 

□太陽電池パネル、風力発電等の実験フィールドの設置 

・ 県内企業・大学等の参加による太陽電池パネル、風力発電等の実証公開実験 

□展示・研修施設の活用  

展開 上記施設・設備のネットワーク化によるワンストップのエネルギー普及啓発 

① エネルギー展示ゾーンにおける新エネルギーの普及啓発、環境教育 

② ①に加え、火力発電所、石油精製工場、石炭研究所、天然ガス施設等を活用し

たエネルギー問題全般についての見学・啓蒙活動の展開 

③ ②に加え、製鉄所や石油化学工場等を活用した産業教育、産業観光の展開 
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図表 3.4-9 エネルギー展示ゾーンの展開 

産業観光・産業教育の展開

エネルギー教育の展開

エネルギー展示ゾーン

・既存省エネルギー・新エネルギー施設・設備の公開

・新エネルギーの集中導入

ソーラー発電、風力発電、バイオマス等

・太陽電池、風力発電等の実験フィールドの設置

・展示・研修施設の活用 等

製鉄所、

かずさアカデミアパーク 等

 

 

図表 3.4-10 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

 

 

エネルギー展示ゾーン 

火力発電所 
石油、石炭。

天然ガス関

連施設 

エネルギー関連施
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（２）学術研究：千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクト 

これまでに述べてきた産業施設、エネルギー施設の集積は、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。 
このような観点から、イギリスのエデンプロジェクト、CATなどのように、地球環境・エ

ネルギーに関する研究・教育・観光的側面を兼ね備えた研究施設を地域内に整備することで、

研究者のみならず、県内外からの観光需要も想定できる。 
千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトは、「バイオーム（大型環境傾

度実験施設）構想」を中核にアジア・環太平洋の地球環境問題のセンター機能を担う国家戦

略拠点の形成を図るものであり、以下に示す具体的な取り組みにより構成される。 
 

 

＜千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトの概要＞ 

 

①地球環境問題の解決に資する世界初の東京大学「バイオーム（大型環境傾度施設）」の設置

促進 

②ノーベル賞級の研究開発（地球温暖化対策のＣＯ2固定化、新エネルギーの先進モデル技術

開発 等）  

③アジア・環太平洋地域の地球環境予測、環境対策に係る経済効果シュミレーション等の国際

連携ネットワークの構築 

④（仮称）沖縄科学技術大学院大学等と連携した「アジア・地球環境ゲノム研究センター」（構

想予定）の設置 

⑤中国、インド等のアジア・環太平洋地域の国際シンポジウム、研究技術研修の開催 

⑥先進的な環境技術に対する知財の集積や地球環境ファンドの形成などセンター機能を担う。

 

 

 主要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、ガス化溶融等が想定され、これらのテーマに

ついて国際的なネットワーク連携に基づく研究が推進されることが期待される。 
平成 19年度においても、その具体的取り組みとして、 
① 生物資源(DNA、微生物)の有効活用に関する共同研究(バイオエタノール等) 
② ゲノム科学を応用した育種活性化共同研究 
③ 植物のゲノム情報を活用した育種活性化共同研究 
が計画されており、千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェクト事業推

進協議会（仮称）が産学官連携による研究プロジェクトを推進していくことが計画されてい
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る。 
なお、研究計画における目指すべき方向として、以下の９点が掲げられており、エネルギ

ーフロントランナーちばの全体構想及び地域共生の目的意識と共通する部分が多い。 
 

 

＜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 最先端の研究施設設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 
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図表 3.4-11 東京大学「バイオーム（大型環境傾度実験施設）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などに

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。 

異なった環境下での動植物の動態や環境間での相互作用、移動・拡散のプロセス

を実験・検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。 

施設概要 ①巨大環境傾度バイオーム(長さ２００ｍ、幅５０ｍ、高さ４０ｍ) 

②中小バイオーム(最小のものは、１×１×１ｍ) 

③環境評価施設、環境制御、情報処理施設、ライシメータ 等 

④予算規模(概算) 

○ 建物建築費 約４０億円 

○ 設備費 約４５億円 ※ トータルで５０億円という試算もある。 

○ 運営費 年間約５～10 億円   

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？の早期予測 

○ 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、共生菌等）の変化プロセスの解明 

○ 生態系野外調査指針の構築 

○ 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開発 

○ 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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（３）緑化保全：企業による『癒しの森』づくり 

これまでに述べてきた各種施策全体に絡む取り組みとして、京葉臨海コンビナートを将来

にわたり持続可能な存在とするためにコンビナート内の緑地整備などの地域共生を図ってい

くことが望ましい。 

コンビナートが緑地を確保する機能を有することは、地域の緑地を長期的に確保すること

に繋がる。 

 千葉県では、平成１８年４月施行の工場立地法地域準則条例により、工業専用地域の緑地

率を２０％から１０％に変更する措置がとられているが、緩和相当分を京葉臨海コンビナー

ト地域外に確保するなどの努力により、総緑地量を減らさない取組が重要といえる。 
 地域の環境保全に資するとともに、従業員や住民の癒しの場ともなり得る森づくりについ

て、京葉臨海コンビナート地域企業が連携して取り組み、本県におけるフロントランナーの

役割を担っていくことが期待される。 
 

図表 3.4-12 『癒しの森』づくりのイメージ 

・企業の社会貢献活動の顕彰・広報・評価
・コーディネート組織の支援

森林整備の意義
・森林の整備・保全・活用
・都市と地元住民の交流推進

県の役割

・森林の利活用への協力
・持続的な森林保全活用

・プロジェクトの提案
・森林保全活用活動への参加

県 民

(ＮＰＯ，個人 等）

行政･森林所有者
（自治体、国、企業、個人 等）

県内企業

・森林保全活用事業の支援
・従業員による森林保全活用
活動

・先導的役割

現状と課題

・森の荒廃
・企業の社会貢献意識の高まり
・県民の自然体験志向の高まり
・地球温暖化対策や生物多様性の保全

千葉の森林・自然豊かさ

◇暖流と寒流の交差する多様な植生
・千葉の原風景・里山、田園の屋敷林
・白砂青松・海岸林、漁業を守る魚つき林
・都市に残る斜面林、広域都市公園
・公害防止のための緩衝林、工場内緑地

◇千葉の森林
・森林面積：165,408ha （県土の32％）
・自然公園
（国定公園2カ所 県立公園8カ所）

・広域都市公園（広域都市公園13カ所）
・県民の森（6カ所）

県民・NPO参加の
森林保全・里山整備

沿道景観の 再
生・形成

自然・森林公園の
交流・滞在機能の整備

・企業の社会貢献・イメージアップ
・社員の福利厚生・先導的インパクト
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4. 戦略推進に向けて 
 
4.1. 戦略のステップ 
 
企業間連携による省エネルギー戦略の実現に向けては、それぞれのオプション項目につい

て、まずは相互の比較を含む十分な実現性検討を行い、本格導入に向けての課題を明確にし

た上で、その前段階としての実証試験を経て、本格導入へと繋げていく必要がある。 
図表 4.1-1には４つの連携戦略実現に向けてのステップのイメージを示す。 
連携を進める上での技術的ハードルや連携規模の大きさ、投資額等により各戦略における

各ステップの長さは大きく異なってくることと思われるが、今後の各施策の具体化に伴い、

適宜 STEPや相互の施策の関係を見直していく必要がある。 
 

図表 4.1-1 戦略実現に向けてのステップ（イメージ） 
◆極低温冷熱をエチレン液化で利用（エチレンをコンビ
ナート内で利用or出荷）
◆解放冷却系を循環冷却系に変更

◆複製水素の徹底回収と活用

◆鉄鋼用としての重質油の有効活用
◆現在ある廃棄ピッチボイラでの残渣油の活用

◆発電所から蒸気供給
◆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

実証 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 実証 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

◆地域共生型廃棄物グリーン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 実証 本格導入
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4.2. 各種助成制度の活用 
 
図表 4.2-1にコンビナート統合・連携、効率化に係る各種助成制度を整理して示す。 
コンビナート内の各種生産活動に係る省エネルギーやエネルギー利用効率化に関連する助

成制度としては、コスト的に十分な競争力を持たない最新技術、他システムへの波及が期待

される先導技術を中心に様々な枠組みが存在し、これまでにも国内の大小様々な規模の産業

の競争力強化に貢献してきた。 
昨今、事業者単独よりも複数事業者による連携事業への助成を重視している制度も多く、

先に紹介したエネルギー使用合理化事業者支援事業においては、事業者単独事業については

５億円／件（大規模事業は１５億円／年度）を上限に１／３補助となっているのに対し、複

数事業者連携事業では１５億円／年度を限度に１／２まで補助を拡大し、複数事業者による

連携事業を促す仕組みとなっている（図表 4.2-2参照）。 
京葉臨海コンビナートの各種エネルギー効率化の施策展開においては、経済性も含む競争

力強化にも力点を置き、コンビナートならではの複数の事業間連携をアドバンテージと捉え、

上記のような助成制度を積極的に活用していくことが重要である。 
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図表 4.2-1 コンビナート統合・連携、効率化に係る各種助成制度 
対象 助成制度 

重質留分 

熱・冷熱 

●エネルギー使用合理化事業者支援事業（NEDO） 

○工場・事業場の省エネルギー改修に対する低利融資制度（経済産業省） 

○エネルギー需給構造改革投資促進税制（経済産業省） 

●省エネルギー対策導入促進事業（調査等） 

●重質残油クリーン燃料転換プロセス技術開発（NEDO） 

●石油精製等高度化技術開発事業（経済産業省） 

等 

水素 ●固体高分子形燃料技術開発（NEDO） 

●固体酸化物形燃料電池システム開発（NEDO） 

●次世代型燃料電池プロジェクト（文部科学省） 

●水素社会構築共通基盤整備事業（NEDO） 

●定置用燃料電池大規模実証事業（NEDO） 

●製鉄プロセスガス利用水素製造技術開発（経済産業省） 

等 

新エネルギー ●産業用太陽光発電フィールドテスト事業（NEDO） 

●太陽光発電技術研究開発（NEDO） 

●太陽光発電システム共通基盤技術研究開発（NEDO） 

●風力発電電力系統安定化等技術開発（NEDO） 

●風力発電フィールドテスト事業（NEDO） 

●バイオマスエネルギー高効率転換技術開発（NEDO） 

●バイオマス等未活用エネルギー実証試験（NEDO） 

●バイオマス地域システム化実験事業（経済産業省） 

●廃棄物発電開発補助金（経済産業省） 

●新エネルギー事業者支援対策事業（経済産業省） 

○エネルギー需給構造改革投資促進税制（経済産業省） 

等 

製造プロセス ●製造プロセス等の省エネルギー化に関する技術開発（経済産業省） 

●都市熱源ネットワーク（国土交通省） 

●先導的エネルギー使用合理化設備導入モデル事業（NEDO） 

等 

輸送プロセス ○自動車税のグリーン化（国土交通省） 

○自動車取得税の軽減措置（国土交通省） 

●クリーンエネルギー自動車等導入促進対策事業（NEDO） 

●グリーン物流パートナーシップモデル事業（経済産業省） 

●民生部門等の対策強化のためのモデル事業（経済産業省） 

●低公害自動車普及推進事業費補助（環境省） 

等 

注）●：補助金 ○：融資制度、優遇税制等 
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図表 4.2-2 エネルギー使用合理化事業者支援事業の概要 
 
＜補助対象事業者＞ 全業種 
＜補助対象経費＞   設計費、設備費、工事費 
＜補助率及び補助金の上限額＞ 
  ①事業者単独事業：   １／３   ５億円／件（大規模事業は１５億円／年度） 
    ②複数事業者連携事業： １／２  １５億円／年度 
 
 
 
 
  
 

国 独立行政法人ＮＥＤＯ
（審査委員会）

民間企業等
補助 補助
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4.3. 戦略推進体制 
 

 戦略推進体制としては、京葉臨海コンビナート内の連携を検討する母体として、既往の京

葉臨海コンビナート連携協議会が様々な機能を担っていくことが望ましい。また、新エネル

ギー関連等、テーマによっては千葉県新エネルギー産業振興協議会等が主体になって取り組

むべきものもある。 
 もっとも、本推進戦略で構想している多くの施策においては、単なる企業間の協力を超え

たメリットや負担の共有を図るべきものが多く、その場合には、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が有効と考えられる。 
実際の事業化にあたっては、それぞれの施策の内容や具体的な連携主体、メリット／デメ

リットの配分などにより様々な運営組織が考えられるが、連携内外各社の既存事業との関係

や事業展開のステップなどに配慮しつつ、それぞれの目的に適う形態を模索していく必要が

ある。 
 
 


