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『2019 年度 JPEC フォーラム開催』 

～まだまだあるぞ石油の魅力、技術でチャレンジ新時代～ 
 

５月８日(水)、霞が関ビル東海大学校友会館において、当センター主催による「2019 年度 JPEC 

フォーラム」を開催いたしました。本フォーラムは、本年度、当センターが取り組む事業に関連する技術や影響を

及ぼす政策・規制の動向等について紹介・検討することで、事業推進の一助とするとともに、出席者の皆様の

ご意見を伺い、議論の結果を反映することで、事業をより一層推進することを目的に実施するものです。 

当日は、関係官庁、大学、企業他あわせて 404 名に上る、多くの方々にご参加頂きました。 

     

     

  はじめに、主催者を代表して、当センター理事長の杉森 務よりご挨拶申し上げました。 

 

【挨拶内容】 

  このほど、上皇陛下のご譲位および天皇陛下のご即位により、元号が「平成」から「令和」に改まり、歴史的

な節目を迎えました。石油業界においては、４月に出光興産と昭和シェル石油が統合し、「出光昭和シェル」

が発足するなど、新たな時代を迎えております。 

特集 

 

１．主催者挨拶 
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世界では、環境問題や再生可能エネルギーへの関心が 

高まり、石炭火力に対するダイベストメントの動きが見られる

など、エネルギーをめぐる情勢は大きく変化しています。この

流れは、我が国においても同様であり、エネルギーの安定 

供給を確保しながら、エネルギー由来の温室効果ガスの 

排出量は削減する、といったことがますます重要になってきて

います。こうした時代の変化に適応し、ブレークスルーを実現

できるのは、中長期的な視野にたった技術革新・イノベー 

ションに他なりません。 

当センターは、製油所の競争力強化や各社の海外進出

に資するべく、石油エネルギー資源分野における技術開発 

プラットフォームとして、製造技術開発、燃料利用技術開発、

調査情報収集事業を推進しております。 

本日のフォーラムは、石油の高度利用を狙いとするペトロ

リオミクス事業、IoT や AI を活用した稼働信頼性向上 

事業、IMO 規制対応を想定した船舶・自動車燃料研究、運営コストのさらなる低減を目指した水素供給 

インフラ関連事業など、この１年間に取り組んでまいりました成果とともに、最新の海外石油情勢などを広く 

皆さまにご報告させて頂く機会として、企画・開催をさせていただきました。 

また、基調講演には寺島実郎先生をお招きし、「エネルギー地政学のパラダイム転換と日本」と題し、お話を

いただきます。限られた時間の中ではありますが、皆様には積極的なご質問・ご意見など、活発な議論を 

お願い申し上げ、有意義かつご満足いただける時間となりますことを願っております。 

最後に、私どもの事業を日頃よりご支援いただいております、経済産業省・賛助会員ならびに関係者皆様に、

この場を借りて改めまして御礼申し上げますとともに、今後とも尚一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ、

私からのご挨拶とさせていただきます。 

   

       

次に、ご来賓として、経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課の竹田 憲課長より 

ご挨拶をいただきました。 

 

【挨拶内容】 

石油は日本の一次エネルギーの４割程度を占めており、今後とも活用していく重要なエネルギーと認識して

いますが、石油産業を取り巻く事業環境に目を向けますと、様々な構造変化が進んでいます。国内では、石油

製品需要は引き続き減少することが見込まれ、特にガソリンの需要が減少しています。海外はアジアなどの新

興国の需要が引き続き伸びていく一方で、中国やインドでは最新鋭かつ大型の製油所が稼働を開始するなど、

国際競争がますます加速することが見込まれます。加えて、来年初めから始まる IMO 規制への対応、そして

脱炭素化への対応、などが求められています。 

２．来賓挨拶 

 

当センター杉森理事長による主催者挨拶 
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こうした様々な環境変化に対して、我が国石油産業が 

ますます発展し、石油の安定供給を確保していくためには、

国際競争力を強化することが喫緊の課題であり、その需要

な鍵となるのが技術です。このような状況の下、JPEC では、

業界共通の課題についての技術開発、調査事業を行って 

いただいています。技術開発については、ペトロリオミクス 

技術の実証研究、自動車燃料研究では約２０年にわたる

研究の取りまとめを今年行うほか、船舶燃料の研究・実証

も行うと承知しています。また、調査事業では国内外の製油

所の国際競争力に関する調査、IMO 規制に関する調査 

など、様々な調査を行っていただいていますが、その成果は、

政府での企画立案、また業界内でも活用されていると承知

しています。本日のフォーラムでは、そのような技術開発や 

調査事業の成果について発表されると伺っていますが、石油

産業の技術基盤の向上ということで非常に有意義なもので

あり、本フォーラムを通じて、我が国石油産業の発展につながることを期待しています。今後とも、JPEC そして

石油産業に関わるご来場の皆様と連携しながら、石油産業の発展、石油の安定供給確保のための取組を 

しっかりと推進していきたいと考えています。引き続きご協力ご支援をお願い申し上げます。 

 

 

引き続いて、一般財団法人日本総合研究所会長である寺島実郎氏より「エネルギー地政学のパラダイム

転換と日本」をテーマに基調講演をいただきました。 

講演では、主に、(1)世界経済と日本経済の動向、

(2)21 世紀に入り日本経済が埋没した原因、(3)IT 

革命、金融技術革命、(4)中東情勢とユーラシアを俯瞰 

するエネルギー地政学、についてお話しいただきました。 

【講演の主な内容】 

(1)世界経済と日本経済の動向 

・JPEC フォーラムは、石油の高度利用、技術基盤の 

向上に向けたもので、極めて定評があると認識している。

本日は、世界認識の座標軸を考える際に参考となる 

ような話、特にエネルギーをキーワードにした、私の時代

認識について話したい。前提として「経営とは時代認識である」というのが私からのメッセージ。今、自分が

生きている時代を的確に認識しているかどうかが、経営の成否を決める。 

３．基調講演 

 

 

来賓ご挨拶:竹田石油精製備蓄課長 

基調講演：寺島 実郎 氏 

(一般財団法人日本総合研究所会長) 
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・世界経済を認識するには、微妙な変化を追うことが重要。世界の実質 GDP の対前年比成長率をみると、

2016 年から 2018 年にかけて高い水準で成長している。また、2017 年から 2018 年を地域別にみる

と、マイナス成長の地域はなく、世界同時好況にあったといえる。 

・2014 年から 2015 年にかけて、インドの成長率が中国を抜いた。15 年はブラジル、ロシアはマイナス 

成長で、新興国ブロックは２つに割れた。ロシアのマイナス成長は、2014 年のウクライナ危機に対する

G7 の制裁の影響。また、資源価格の下落により、ブラジルとロシアが影響を受けた。 

・中国は、憲法を改正してまで国家主席の任期制限を撤廃。習近平主席が、長期政権を目指すには無理を

してでも成果、実績が必要になっている。中国の 6.8%成長というのは、無理して出した数字という印象。

「新常態」と言われる民需主導型を打ち出していたが、中国の GDP 構成をみると、政府主導のインフラ 

投資へとまた戻っている。政府の景気刺激策が経済を支えている状況。 

・日本を除くアジアは 6%台の成長を継続的に維持しており、世界の成長エンジン、日本経済の支えとなって

いる。 

・2019 年の世界の経済成長見通しは、4 月時点では 3.3%と、3 か月前に比べ、0.2％低下した。これは

大変大きなメッセージ。特に欧州の減速が顕著。

今のまま行けば、7 月発表の見通しでは、さらに

成長率が、下がるのではないか。 

・リーマンショック以降の日本経済は、先進国の中

でも、また、世界全体の中でも低迷が顕著。 

異次元の金融緩和や財政出動を行っても、日本

の実体経済は一向に動かない。リーマンショック

以降、10 年経過したが、この間の日本の実質

成長率の平均は、年率 0.7%。IMF は来年の

日本の 経済成長率に つい て 0.5%成長 と 

見通している。これは、警告に近い数字。 

 

(２)21 世紀に入り日本経済が埋没した原因 

・1988 年、日本は世界 GDP シェアの 16%を占め、他のアジアは全部合わせても 6％だった。しかし、

2018 年、日本の世界 GDP シェアは 6%に落ち込み、他のアジアは合せて 23%になった。特に、

2000 年以降、日本の比重は急激に低下した。 

・株価時価総額をみると、米国 IT5 社(GAFA+M)は、この 3 月末時点で 3.9 兆ドルと、日本の GDP に

迫る勢い。一方、日本の東証一部で、株価時価総額トップのトヨタ自動車でさえ、Apple や Amazon

などの 1 社の 4、5 分の１程度に過ぎない。なお、中国 IT 2 社(テンセント、アリババ)だけでも、株価時

価総額は、約１兆ドルに達する。 

・かつて、セブンシスターズとは、石油メジャーを指したが、21 世紀のセブンシスターズは、IT 産業といわれる。

2 月末時点の株価時価総額を比較すると、石油メジャー1.2 兆ドル(約 134 兆円)に対して、GAFA+

Ｍは 3.7 兆ドル(約 411 兆円)。 ここに時代の変化が象徴的に表れている。 

・日本の株価時価総額トップ 10 社の推移をみると、1980 年は、戦後の高度経済成長の完成型、工業 

生産力モデルの集大成ともいえる企業が並んでいた。その後、バブル経済ピークの 1990 年は、銀行が 

会場風景 
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上位を占め、2000 年にはセブン-イレブン・ジャパンが、8 位となり流通の付加価値が、川下へ移った 

(産業構造の川下シフト)。 

・日本の産業構造が、上記のように変化していった中、21 世紀以降、日本経済が世界において埋没して 

いった原因は、IT 革命を工業生産力モデルの枠の中でしか理解できなかった点にある。IT 革命によって

「データリズム」(データを支配するものがすべてを支配)の時代となり、例えば Amazon の金融への参入

も取りざたされている。しかし、日本は「データリズム」を本質的に理解できず、GAFA のような企業が生ま

れなかった。今後は「データリズム」に対する感度が、石油業界を含めたあらゆる企業経営の将来を決める。 

 

(3)IT 革命、金融技術革命 

・1989 年に東西冷戦が終結したが、冷戦終結を契機に、軍事技術の一部であったインターネット基盤技

術が、民間に開放された。後の GAFA 登場は、冷戦後のパラダイム転換に由来する。 

・冷戦が終結し軍事予算が減少したことで、従来であれは軍事産業へ向かっていた理工系の優秀な人材が、

金融業界に入ってくるようになった。このことが金融工学の発達を促した。 

・冷戦終結を契機とした金融工学の発達は、与信リスクの高いビジネスに資金を貸す仕組みを生んだ。この

仕組みが IT 革命を支えた。もともと、ベンチャー企業であった GAFA に資金を貸す仕組みが IT を支えた

ともいえる。従来の産業金融は、企業や経営者、技術を見極めて資金を貸し、利息つけて返してもらうとい

う仕組みだが、金融工学の発達により、ビジネスに伴う様々なリスクをマネジメントすることが、金融のビジネ

スモデルとなった。金融セクターは、ネットワーク情報技術革命の成果やコンピュータサイエンスの進化を最

もしたたかに取り込み、付加価値を最大化させている。 

・IT 革命、金融技術革命の怒涛のような流れの中、良し悪しは別として、日本のモノづくり国家論は、埋没

構造にあり、構想力が問われている。 

 

    (４)中東情勢とユーラシアを俯瞰するエネルギー地政学 

・中東情勢で今、一番重要なポイントは、イランとトルコの台頭。第一次世界大戦以降、中東地域で続い 

てきた大国の横暴が後退し、歴史に埋め込まれてきた地図が、あぶりだされてきた。 

・アメリカは、ペルシャ湾北側に、イランをベースに隣のイラクを含めシーア派のゾーンを作り(シーア派の三日

月)、中東から引き下がろうとしている。このことへの恐怖が、イスラエルを駆り立て、また GCC(湾岸協力会

議)諸国(クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン)の緊張感の高ま

り、内部分裂を招いている。 

・アメリカのトランプ大統領は、大使館のエルサレム移転、イスラエルのゴラン高原領有を認めるなど、極端に 

イスラエルへ肩入れしている。また、アメリカとサウジアラビアは、イランに対抗している点で共通しており、 

アメリカは日本の石油会社とイランとの取引に圧力を加えているが、これにどのように対応するか日本の 

中東政策の基軸が問われている。 

・1979 年のイラン革命以降も、日本はイランとの関係を維持し続けてきた。これはアメリカと大きく異なる点。

日本の中東・エネルギー政策にとって、イランとの関係が維持されていることには重要な価値がある。イラン

との関係は微妙であると同時に貴重で、世界から注目される。日本には、湾岸産油国との関係を大事に 

しながら、石油と石油に関する技術協力だけでなく、湾岸産油国のエネルギー政策総体と経済政策総体と 

どのように関わっていくかが問われている。湾岸産油国では、再生可能エネルギーや原子力への関心が 
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高まっている。これまで日本が、中東に積み上げてきた政策の蓄積を、どのように、今後へつなげていくか、

正念場を迎えている。 

・ロシアは、シリアのアサド政権を支援する形で、中東に関与している。原子力技術協力の面でも、ロシアは

動いている。国際原子力機関のメンバーが一様に語るのは、原子力に対するロシア、中国の踏み込み。 

両国は、原子力の技術開発だけでなく、技術輸出も行っている。アメリカも、SMR という小型原発の開発

に力を入れている。つまり、ロシア、中国、アメリカが、それぞれ原子力へ踏み込んできている。また、中東で

も「ポスト石油」として、原子力計画が動き始めている。 

・ロシアは、プーチン大統領のもと「正教大国」と盛んに言い始めている。大ロシア主義の根源である、ロシア

正教を国家統合の中心価値として国家を束ねていく。これは、ユーラシアの地政学を考えるうえで、重要な

事実。 

・一方、中国を束ねる概念は「中華民族」。全世界には、7,000 万人の華人華僑が散らばっていて、 

そのうち東南アジアには、3,000 万人の華人華僑がいる。東南アジアの国々には、中国に対する警戒心と

華人華僑だけが、力を持つことへの警戒心がある。華人華僑の多くは漢民族で、中華民族の栄光に強く 

感応する。例えば、明代の「鄭和の大航海」、中国からアフリカまで大航海したことが、漢民族が、世界の

歴史を中心となって動かしたという自尊心・自負心につながっている。日本にとっては、国民国家としての 

中華人民共和国＝中国だけではなく、華人華僑圏のネットワーク(大中華圏)全体と今後どのように向き

合うかが重要。 

 

以上、エネルギーパラダイムの転換と日本と題した講演を締めくくられた。  

 

 

基調講演の後、各会場に分かれて口頭発表セッション(34 テーマ)及び、ポスターセッション(30 テーマ)が

行われました。 

なお、口頭発表資料(当センター発表分)は、当センターのホームページからダウンロードできますので、 

ご利用下さい。http://www.pecj.or.jp/japanese/index_j.html 

 

○口頭発表セッション１ プロセス技術関連(高効率石油精製研究開発) 

本セッションでは、経済産業省より当センターが受託している「高効率な石油精製技術の基礎となる 

石油の構造分析・反応解析等に係る研究開発事業」の研究成果を報告しました。当センターは本事業に 

おいて、これまで開発してきたペトロリオミクス技術を非在来型原油・超重質原油処理拡大、石油のノーブ

ルユース、設備の稼働信頼性の向上に資する実用技術として発展させていくことに取り組んでおります。 

発表テーマは以下のとおりで、実用的な課題にペトロリオミクス技術を適用し、解析した結果を報告しまし

た。 

『アスファルテン凝集制御技術』 

『非在来型原油成分分析技術』 

4．口頭発表セッションとポスターセッション 

 

 

http://www.pecj.or.jp/japanese/index_j.html
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『RDS/RFCC 全体最適化(RFCC 得率モデル)』 

『RDS/RFCC 全体最適化(RDS 劣化モデル)』 

『RDS/RFCC 全体最適化(触媒設計技術)』 

 

○口頭発表セッション２ プロセス技術関連(高効率石油精製支援事業）) 

本セッションでは、経済産業省が平成 28 年度から研究開発を支援している「石油のノーブルユース」や

「設備の稼働信頼性向上」に資する７つの技術開発テーマについて、研究開発実施企業から報告しました。

尚、＊印は、平成 30 年度末に終了したテーマで、三カ年の成果の総括報告を行いました。 

発表テーマは、以下の通りです。 

実用化を目指した技術開発テーマとして、 

  『ブタンの脱水素によるブタジエン製造技術の開発＊』 (JXTG エネルギー株式会社) 

  『先進的膜分離による高付加価値品回収技術開発＊』 (JXTG エネルギー株式会社) 

実証化を目指した技術開発テーマとして、 

  『RDS/RFCC 全体最適処理技術開発』  (出光興産株式会社） 

  『劣質原油処理における腐食機構の解明と対策＊』 (出光興産株式会社） 

  『非在来型原油および残渣油の２次装置反応性解析』 (JXTG エネルギー株式会社) 

  『重質残渣油の RFCC 原料化のための RDS 触媒システム開発』  (JXTG エネルギー株式会社) 

  『重質油処理における機器閉塞機構解明及び対策技術開発＊』 (JXTG エネルギー株式会社) 

 

○口頭発表セッション３ 情報収集提供関連(海外石油業界の最新動向と我が国への影響) 

本セッションでは、欧州、米国、中国の海外長期出張員より、各国の調査テーマ(欧州：低炭素化・環境

規制への対応、米国：トランプ政権下でのエネルギー政策・シェール開発と原油、天然ガスの生産動向、

中国：13-5 計画下でのエネルギー政策)や、「諸外国における技術・規制動向調査・分析事業」について

報告しました。 

 

○口頭発表セッション４ 石油動向調査関連(石油精製に係る諸外国の技動向調査) 

本セッションでは、世界的な石油化学品需要の成長に対して、既存プロセスでの石油化学品の増産の

他に、製油所の石油化学シフトの一つの動きとして、プロピレンやその他化学品の生産を目的とした、原油

処理プロセスの開発動向と、製油所競争力を高めるデジタル技術の利活用の観点から、国内製油所での

運転保安管理業務等での DX(デジタルトランスフォーメーション)の効果的な導入や課題についての調査

結果を報告しました。 

 

○口頭発表セッション５ IMO 規制・船舶燃料関連 

本セッションでは、来年に迫った 2020 年 IMO 船舶燃料油規制開始に向け、規制の実効性を高める

ための各国政府・機関での一連の取組み動向について報告しました。また、次世代の自動車燃料分野に

おける技術課題の解決、及び船舶燃料の低硫黄化に対応した燃料利用技術研究：J-MAP(Japan 

Marine and Auto Petroleum Program)から、船舶燃料研究における実機による実際の使用を

想定した燃焼試験の結果について報告しました。 
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発表テーマは以下の通りです。 

『IMO 燃料油規制に関する国際機関及び諸外国の対応動向調査』  

『J-MAP 船舶・燃料研究』 

 

○口頭発表セッション６ 水素エネルギー関連 

本セッションでは、石油産業の新たな付加価値創造に資する事業開発としての水素エネルギー供給 

インフラ整備に関して、水素ステーション整備に係る技術課題と規制見直しへの最前線の取組みについて

発表・情報提供を行いました。 

2018 年度より、新たな NEDO 事業として「本格普及期に向けた水素ステーションの安全性に関わる

研究開発」、「新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発」、「複合圧力容器の評価手法確立・

技術基準整備に関する技術開発」を受託しており、開発の目的や実施内容、開発スケジュール等を中心に

４件を報告しました。発表テーマ名は、以下のとおりです。 

『無人運転を実施するための研究開発』 

『リスクアセスメントの再実施に基づく設備構成に関する研究開発』 

『新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発』 

『複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発』 

 

○口頭発表セッション７ プロセス技術関連(革新的石油精製技術のシーズ発掘) 

本セッションでは、国際競争力の強化が求められている日本の石油精製技術シーズが枯渇しないよう、

国内に研究拠点を持つ大学や研究機関等の満 40 歳未満の研究者を対象に募集し採択された、３年間

の研究成果を今回初めて発表しました。 

発表テーマ名は、以下のとおりです。 

   『液体金属触媒による未利用オフガス化学転換』  (埼玉大学) 

   『硫化物触媒の格子 S2-のレドックス機能を活用した低級アルカンの選択脱水素プロセス創生』  

    (静岡大学) 

   『減圧軽油(VGO)の多面的高度利用プロセスの開発』  (鳥取大学) 

   『LP ガスの脱水素によるブタジエン合成のためのゼオライト触媒の開発』 (北九州市立大学) 

   『簡易型プロセス監視・制御シミュレータを用いたノンテクニカルスキル実践訓練手法の開発』 

 (東北大学) 

 

○口頭発表セッション８ 信頼性向上関連(IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業) 

本セッションでは、NEDO「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業」および SII「産業データ

共有促進事業」から、信頼性向上に向けた AI/IoT の活用について、解析モデル開発 3 件、プラット 

フォームの開発３件の発表を行いました。 

 『化学プラントにおける保温材下腐食発生予測モデルの開発と適用実証に関する研究』  

・CUI 発生要因明確化と CUI 発生予測モデル開発状況、および中性子水分測定と 

  サーモカメラ測定の CUI スクリーニング検査法について報告しました。  
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『配管内面腐食予測モデルの研究開発』  

・配管内面腐食について、推定腐食予測のロジック構築状況について報告しました。  

『破損データ等を活用した定量的なリスク評価を可能とするプラットフォームの開発』  

・定量 RBM(Risk Based Maintenance)の構築、及び定量 RBM に不可欠な GFF 

  (機器別一般損傷確率)の算出に向けたプラットフォームの構築や GFF 調査状況を報告しました。 

『画像データの解析による配管腐食評価システム』 

・配管腐食評価システムの実例紹介と今後の展開について報告しました。 

『3D プラントモデルとデータ可視化』  

・3D 保安高度化プラットフォームの概要と、実例として減肉状態の可視化について報告しました。 

『保安の高度化を実現する製油所向けプラットフォームの開発』  

・製油所向けプラットフォームの試作、他産業とのデータおよび解析モデル共有、ビジネスモデル構築 

  に向けた調査について報告しました。 

 

○ポスターセッション 

 30 件のテーマについてポスターセッションを実施し、各テーマ説明者と参加者の間でフリーディスカッション

の場を設けました。ポスターセッション専用時間帯のピーク時には総勢 105 名の方が参加されました。 

(10 ページの表１ポスターセッションテーマの一覧をご参照下さい) 

 

 

最後に、参加者に配布・回収したアンケートで頂いたご意見等をご紹介いたします。 

今回、セッション 1、２では、ペトロリオミクスの基盤的な技術開発や石油精製技術において、実用化・実証

段階にある技術開発の内容について報告しましたが、「第一期ペトロと比べると、かなり実用化に近づいてきた

と感じられた」、「技術的な課題を解決するための技術開発状況が、発表されており参考になった」等のご意見

をいただきました。また、我が国の石油産業に影響を及ぼす海外最新動向につきましては、「EU、米国、中国

の各地域の石油産業を取り巻く環境について理解できた」等、石油動向調査関連につきましては、「DX の導

入、展開の調査については、石油会社の取組み状況が良く理解できた」等、IMO 規制・船舶燃料関連につき

ましては、「IMO 規制全般について、分かりやすく説明され理解できた」等、水素関連につきましては「水素エネ

ルギーのインフラ整備に伴う、製造・販売の可能性を感じた」等、今回初めての口頭発表となった革新的石油

精製技術のシーズ発掘につきましては、「石油精製シーズをニーズに活かせる内容で参考になった」等、信頼性

向上関連につきましては、「データ共有化による IoT の取組みをよく理解できました」等、それぞれ参考になった

というご意見を多数いただくことが出来ました。個別の発表内容につきましては、その一部を、今後 JPEC ニュ

ースでご紹介していきます。 

また、この他、「専門的な部分のフォローが欲しかった」、「略語が多いので、資料に略語専門用語集が１枚

あると良い」、「話題をもう少し絞って、詳しく説明して欲しい」といった発表内容に関するご意見、「質問時間の

確保及び拡充をお願いしたい」といった時間配分に関するご意見、「タイムスケジュールがタイトすぎる」、「セッ

ション毎の使用部屋は固定されているが、参加者数を見て変更も検討してはいかがでしょうか」といったプログ

５．むすび 
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ラムや会場設営に関するご意見、等多数のご意見をいただきました。今回、アンケートにご回答をいただきまし

た皆様に厚くお礼を申し上げますとともに、貴重なご意見等につきましては、次回に反映すべく、よく検討を行い、

より充実した JPEC フォーラムにして参りますので、引き続きご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

No. テーマ名 研究室、事業者名等

プロセス技術関連（高効率石油精製技術）

1 非在来型原油成分分析技術（反応性予測技術） JPECペトロリオミクス研究室

2 非在来型原油成分分析技術（混合特性評価技術） JPECペトロリオミクス研究室

3 RDS/RFCC全体最適化（RFCC得率モデル） JPECペトロリオミクス研究室

4 RDS/RFCC全体最適化（RDS劣化モデル） JPECペトロリオミクス研究室

5 RDS/RFCC全体最適化（触媒設計技術） JPECペトロリオミクス研究室

6 RDS/RFCC全体最適化（偏流解析モデル） JPECペトロリオミクス研究室

7 アスファルテン凝集制御技術 JPECペトロリオミクス研究室

8 重質油成分詳細構造解析技術 JPECペトロリオミクス研究室

9 ブタンの脱水素によるブタジエン製造技術の開発 JXTGエネルギー株式会社

10 先進的膜分離による高付加価値品回収技術開発 JXTGエネルギー株式会社

11 RDS/RFCC全体最適処理技術開発 出光興産株式会社

12 劣質原油処理における腐食機構の解明と対策 出光興産株式会社

13 非在来型原油および残渣油の2次装置反応性解析 JXTGエネルギー株式会社

14 重質残渣油のRFCC原料化のためのRDS触媒システム開発 JXTGエネルギー株式会社

15 重質油処理における機器閉塞機構解明及び対策技術開発 JXTGエネルギー株式会社

情報収集提供関連（海外石油業界の最新動向と我が国への影響）　

16 欧州石油精製業界を取り巻く市場・政策動向 JPEC欧州長期出張員事務所

17 米国石油精製業界を取り巻く市場・政策動向 JPEC米国長期出張員事務所

18 中国石油精製業界を取り巻く市場・政策動向 JPEC中国長期出張員事務所

石油動向調査関連（石油精製に係る諸外国の技術動向調査）

19 石油化学製品の需給と技術開発動向 JPEC調査情報部

ＩＭＯ規制・船舶燃料関連

20 IMO燃料油規制に関する国際機関及び諸外国の対応動向調査 JPEC欧州長期出張員事務所

21 J-MAP船舶・燃料研究 J-MAP船舶・燃料研究WG

水素エネルギー関連

22 無人運転を実施するための研究開発 JPEC自動車・新燃料部

23 リスクアセスメントの再実施に基づく設備構成に関する研究開発 JPEC自動車・新燃料部

24 新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発 JPEC自動車・新燃料部

25 複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発 JPEC自動車・新燃料部

信頼性向上関連（IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業）

26 化学プラントにおける保温材下腐食発生予測モデルの開発と適用実証に関する研究 旭化成株式会社

27 配管内面腐食予測モデルの研究開発 日揮プラントイノベーション株式会社

28 破損データ等を活用した定量的なリスク評価を可能とするプラットフォームの開発 日本高圧力技術協会

29 ３Ｄプラントモデルとデータ可視化 千代田化工建設株式会社

30 保安の高度化を実現する製油所向けプラットフォームの開発 JPEC技術企画部

表１　ポスターセッションテーマの一覧
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技術報告 

「高効率石油精製研究開発事業」(*) 
(*) 正式な事業名は、「高効率な石油精製技術の基礎となる石油の構造分析・反応解析等に係る 

研究開発事業」 

 

 

国内の石油需要は、省エネ等の進展により長期低落傾向にあるとともに、アジア新興国における大型・ 

輸出型製油所の台頭により、国内製油所の競争力は優位にあるとは言えません。製油所の国際競争力を 

強化するためには、コストの安い原油等から高付加価値製品を生産すること(石油のノーブルユース)や精製 

設備の稼働を長期間安定させること(稼働信頼性の向上)など石油製品を効率的に生産する能力を高める 

ことが重要です。このような環境の中、当センターでは 2016 年度から経済産業省より「高効率な石油精製

技術の基礎となる石油の構造分析・反応解析等に係る研究開発事業(以下、高効率石油精製研究開発 

事業と略します)」を受託し、石油のノーブルユースや稼働信頼性に資する基盤的な技術開発に取り組んで 

います。この事業では非在来型原油の評価、重質油処理プロセスの反応解析、アスファルテンの凝集 

制御などの製油所の技術課題に「ペトロリオミクス技術」を活用しております(図１)。本稿では、本事業で取り

組んでいる主要３テーマ(非在来型原油成分分析技術、RDS/RFCC の全体最適化技術、アスファルテン 

凝集制御技術)についてこれまでの進捗状況を説明します。 

 

特集 

 

1. はじめに 
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              図１ ペトロリオミクス技術開発発展の歴史 

 

 

 

本テーマでは、重質成分を多く含む非在来型原油の反応性や混合特性等を分子構造情報から、評価、 

解析し、稼働信頼性向上や石油のノーブルユースに資する評価指標を構築、提供することを目指しています 

(図２)。これまで、より高沸点な留分の採取が可能な、高真空・内部還流型減圧蒸留法を確立するとともに、

様々な原油を入手し、原油中に含まれる分子の構造解析、原油の混合特性を評価しています。以下、各種 

原油の反応性評価結果と混合特性の評価結果を紹介します。 

 

２．非在来型原油成分分析技術 
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図２ 非在来型成分分析技術開発のテーマ概要 

 

(１)各種原油の常圧残渣油(AR)反応性評価 

これまでに 8 種の原油 AR について、高速反応評価装置(THE)にて反応性評価試験を実施しました。 

図３示す通り、脱硫・脱窒素反応性は、API 比重の序列では整理できない傾向が確認できており、分子 

構造分布の違いなど、反応性の違いに影響する因子を解析しています。その一例として、含硫黄化合物の 

主成分であるチオフェン化合物の脱硫反応性について、考察した結果を図 4 に示しました。各種原油ＡＲ中

に含まれるチオフェン化合物の脱硫反応性は、チオフェン環に付加する芳香環数が多くなるほど、脱硫率が 

低下する傾向が認められました。そこで、原油Ｂに含まれるチオフェン系物質の芳香環数ごとの平均反応率を

基準反応率とし、その他の原油中に含まれる芳香環別チオフェン化合物の組成を基に、反応性を予測した結

果を示したものが、図４の左上図(Ａ)です。原油Ｄや原油 K の予測値が、実測値から大きく乖離しているの

が分かります。これらの原油２種は、当センターが開発した、重質油中に含まれる構成分子の凝集程度を予

測できる多成分系凝集モデル(MCAM、詳細は後述)で求めた平均凝集度が、小さい傾向がありました(図

4 の右図)。そこで、MCAM で求めた平均凝集度を加味して反応率を補正したところ、左下図(B)のとおり、

予測値と実測値の整合性が、改善されることが分かりました。今後、さらに異なる原油種についての反応性評

価を行うとともに、分子レベルの原油評価データを蓄積し、分子構造から反応性を予測するモデルを構築する

予定です。 
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図３ 各種原油ＡＲの反応性評価結果 

 

 

 

図４ 分子構造データを基にした脱硫反応性予測結果 

 

(２)各種原油の混合特性評価 

国内の製油所においては、精製装置の運転条件制約を回避するため、あるいは、高効率運転とするために、

一般的に複数の原油を混合して使用します。この際、混合する原油種の組合せによっては、タンクでのスラッジ

析出や精製工程での詰まり等の現象が起こる事も知られています。しかし現状では、原油を混合する際の 

挙動は経験知に従って判断する場合が多く、原油に含まれる分子構造情報から、混合特性を予測する技術は、

確立できていません。本テーマでは、非在来型原油等を他の原油と混合する際の相性(相溶性)に関する情報

を得るための技術開発を行い、原油中に含まれる分子構造の情報から、原油種間の相溶性を予測できる 

技術の確立を目指しています。 
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今年度は、まず原油混合時の挙動を評価する試験条件を確定するために、文献報告などを参考に、 

非在来型原油等の未利用重質原油と在来型原油を混合した際の相溶性を実験的に簡易評価する手法を

選定し、再現性の高い評価を行える試験条件を確定しました(図 5)。選定した手法を用い、入手済みの重質

原油と中東系の代表的な軽質原油(API 比重；39.6)を混合した際の挙動を評価しました(図 6)。今後、

MCAM を用い分子構造情報から相溶性を予測する手法を検討する予定です。 

 

図５ 原油の相溶性評価方法 

           

 
 

図６ 中東産軽質原油(API 比重 39.3)との混合特性評価結果 

 

 

本テーマでは、重油直接脱硫装置(RDS)/残油流動接触分解装置(RFCC)により生み出される製品の 

価値を、分子レベルで最適化・予測する技術を目指しています。具体的には、RDS/RFCC プロセスで生産さ

れる製品収率を分子反応モデルにより予測する技術、RDS の触媒設計技術、RDS 反応塔内で偏流や 

ホットスポットが発生した際の現象を見える化するための偏流解析モデルの開発に取り組んでいます。本稿で

は、触媒劣化の影響を考慮できる RDS 分子反応モデルと RDS 偏流解析モデルに関する検討状況を紹介い

たします。 

  

原油種 原油D 原油M 原油J 原油A 原油I 原油H 原油E 原油C
産地 中南米 米国 中東 中南米 北米 中南米 中南米 北米

API 29.3 28.8 24.5 21.8 21.1 19.0 13.4 12.4

スラッジ析出の有無
(×が析出）

○ ○ ○ × ○ × × ○

参考文献) Irwin A. Wiehe, Energy Fuels, 2001, 15, 5, 1057.    

3．RDS/RFCC 全体最適化技術 
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図８ 反応性低下挙動の分類分け 

図７ RDS/RFCC 全体最適化技術開発のテーマ概要 

 

(１)触媒劣化の影響を考慮できる RDS 分子反応モデル 

当センターでは、「重質油等高度対応処理技術開発事業」 

において RDS 分子反応モデルを開発しました。今事業では、

このモデルに触媒劣化の影響を組み込み、実装置の全運転

期間に対して、生成油の分子組成を推定できる技術の 

開発を進めています。当センターが開発した RDS 分子 

反応モデルは、RDS 反応の中で脱硫反応、脱窒素反応、

核水添反応に注目し、1,233 種類の基本コアが関与する

反応パスとして、2,107 種の反応パスをモデルに組み込ん

でいます。触媒劣化の影響をモデルに組み込むに当たり、 

まず、触媒劣化に伴い各反応パスの反応性が、どのように

変化しているかを調べました。具体的には触媒寿命ベンチ試験の SOR から EOR にわたる各運転期間の生

成油の組成分析結果から、2,107 反応パスの反応性変化挙動を調べ、反応性の低下程度に応じて、図 8

に示す３つのグループに分類しました。その結果を図９に示します。この図から、以下の３つのことが分りました。 

㋐ 細孔径の小さい脱硫触媒層のほうが、触媒劣化に伴う反応性が低下しやすい。 

㋑ 「核水添(H2 3 分子付加)」≒「脱窒素」＞「脱硫反応」の順に反応性が低下しやすい。 

㋒ 核水添反応は、付加する水素分子数により挙動が異なり、反応速度が最も遅い 3 分子付加反応

が、最も反応性が低下しやすい。 

④偏流解析モデルの開発

RDS/RFCCプロセスにより生み出される価値を分子レベルで最適化する
技術を構築・提供する。

偏流やホットスポットが発生した際
の現象を見える化

③触媒設計技術の開発

触媒特性と反応性能の相関

空隙率等の変化による
流動変化の解析

触媒層

抵抗力：大
(低空隙率)

異常発熱
反応性低下

LCO

Slurry Oil

Gas,GasolineRDS RFCC
AR

DSAR

分子反応モデリングによる収率予測

①RDS：前事業で開発したRDSモデルに
劣化パラメーターの組み込み

②RFCC：得率予測モデルの新規開発

組み込み
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今後は、コーク生成やメタル堆積などの触媒劣化指標と反応性低下挙動の相関性を解析し、 

モデルを構築していく予定です。 

 

 
 

図９ 触媒劣化に伴う反応性低下挙動 

 

(２)RDS 偏流解析モデル 

RDS は、触媒層に重質油と水素を供給し、高温高圧下で重質油を処理する装置です。高粘度・高密度

の重質油を触媒層に流通させるため、偏流やホットスポットといった流動に関連するトラブルが、発生しやすい

装置です。当センターでは、これらの現象をより正確に把握するために、偏流解析モデルの開発に取り組んでい

ます。本技術の特徴は、反応の進行に伴う物性値の変化や発熱挙動を考慮して、流動状態をシミュレーション

する点にあり、反応の影響を考慮することにより、より実際の流動状態に近い状態を再現でき、偏流やホット 

スポットといった現象の解明に繋がるものと考えています。 

平成 30 年度の検討では、コールドフロー試験を通じて、偏流解析モデル構築に必要な流動データを採取、

蓄積するとともに、発熱を考慮したモデル(偏流解析モデル・プロトタイプモデル)の開発を実施しました。結果を

図 10 に示します。プロトタイプモデルによるシミュレーション結果から、触媒固化が進展して空隙率が低下す

るに連れて、固化物内の空隙に留まる液相の比率(液ホールドアップ)は、徐々に高くなり 0.5 を超えることが

確認されました。このことから偏流下では、流動様式が、トリクル・フローから外れる可能性があることが示唆さ

れました。また、触媒固化が進展するにつれて、固化物内の温度が上昇し、固化物の空隙率が０.2 を下回る

と、温度は急激に上昇しました。これは、一般的に偏流が発生した際に生じる半径方向・軸方向ΔＴのプロファ

イルと似た状態であると考えられ、本モデルが、実現象に近い状態を表現できていることを示しているものと考

えます。 
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図 10 発熱を考慮した偏流解析モデルのシミュレーション結果 

 

 

本テーマでは、重質油に含まれる分子の凝集・析出挙動を、構造面から体系的に整理するとともに、「重質

油等高度対応処理技術開発事業」において開発した多成分系凝集モデル(MCAM：Multi-Component 

Aggregation Model)を石油精製分野で、アスファルテン凝集に起因する諸課題の解析に活用し、

MCAM を実装置の多様な条件下で、活用できる実用技術に仕上げることを目指しています。図 11 に 

本テーマの概要を示します。本稿では、MCAM を減圧残油水素化分解装置でのセジメント析出予測に 

活用した検討事例を紹介します。 

減圧残油水素化分解装置でのセジメント析出予測技術では、昨年度までの検討で、セジメントとして析出

しやすい成分を MCAM で予測できることを確認しました。しかし、MCAM で予測されるセジメント量は、実測

値と必ずしも整合しておらず、今年度は、セジメント量の予測式を改良することを検討しました。その結果、

MCAM で予測されるセジメント量予測値に補正因子として、析出成分や溶解成分の量や、シングルコア/ダブ

ルコアといったコア構造の違いを考慮することで、セジメント量の予測精度が、向上できることが分かりました

(図 12)。このほか、今年度は、溶剤脱れき装置における生成物予測技術でも、抽出温度依存性を改良する

ことができました。今後、さらに MCAM の活用事例を増やし精度向上検討を行う予定です。 
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図 11 アスファルテン凝集制御技術のテーマ概要 

図 12 減圧残油水素化分解プロセスへの MCAM 適用結果 

重質油を構成する分子の凝集・析出理論を体系的に整理するとともに、
MCAMを現場課題の解決に活用可能なツールとして確立する。
(*)MCAM:Multi-Component Aggregation Model

MCAMの検証
・現場課題へのMCAM適用検証と改良
①減圧残油水素化分解プロセス
②原油相溶性

多成分系の凝集モデル(MCAM)

・分子構造情報から凝集・析出を予測

凝集挙動の理論解析
・凝集に寄与する極性官能基の同定や
凝集構造の解析

縮合アロマ
積層

金属ポルフィリン
配位結合

水素結合

飽和環同士の
疎水性相互作用

酸・塩基
相互作用

実用化

水素化分解VR 熱交 生成油蒸留
BTM

析出物量が多い
と運転制約

セジメント
試験

MCAM
予測

多成分系の凝集モデルによる析出物の予測

（MCAM: Multi-Component Aggregation Model）

析出予測式（改良）にて、
実機におけるセジメント量大小
の予測精度向上
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ペトロリオミクス技術は、「分子の集合体(複雑系混合物)である重質油の組成を、分子レベルで把握し、

分子構造情報を基に石油精製プロセスにて起きている現象やトラブルを解析、解決する新たな技術体系」です。

ペトロリオミクス技術の出発点となる重質油の分析結果は、数万～20 万程度の成分からなる膨大なデータ

で、本稿で紹介した反応性の予測法(２章)、触媒劣化に伴う反応性変化挙動の解析(３章)、セジメントの

予測(３章)などは、石油精製プロセスの解析のために膨大な分子情報データを使いこなした一例です。当セ

ンターが、経済産業省より受託している委託事業と並行して、石油会社が実施する実用化・実証研究に対し

支援する事業(以下補助事業と称します)が行われておりますが、この補助事業においても、ペトロリオミクス技

術が活用され始めています。 

ペトロリオミクス技術は、石油精製プロセスの解析に活用できる段階になってきましたが、より実用的な成果

を挙げていくためには、ユーザーの皆様の活用結果をフィードバックして頂きながら、技術を改善・改良し、技術

の精度を向上していくスパイラルアップ型の取り組みが、重要だと考えております。ペトロリオミクス技術をより多

くの方のご理解し、ご活用していただくために、今年度も「ペトロリオミクス技術セミナー」を７月～１２月にか

けて３回程度開催し、技術内容や活用事例を紹介していきます。是非ご聴講頂き、ペトロリオミクス技術のご

活用をご検討ください。今後とも、ペトロリオミクス技術の進展にご注目ください。 

 

              
図 13 実用化に向け進化するペトロリオミクスの技術体系 
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5．おわりに 
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技術報告 

「ＪＰＥＣが受託しているＮＥＤＯの水素事

業について」 
 

 

2017 年 12 月に、2050 年を視野に入れた「水素基本戦略」が示されました。これは、同年４月に開催

された「第１回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」において、安倍総理からの世界に先駆けて水素

社会を実現すべく、政府一体となって取り組むための基本戦略を年内に策定するようにとの指示を受け、関係

府省庁が、産学官の有識者で構成される水素・燃料電池戦略協議会における議論等を経て、戦略案を取り

まとめ、「第２回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」において、決定されたものです。「水素基本戦略」

は、2050 年を視野に将来目指すべきビジョンであると同時に、その実現に向けた 2030 年までの行動計画

です。目標として、従来エネルギー(ガソリンや LNG 等)と同等程度の水素コストの実現を掲げ、その実現に向

け、水素の生産から利用まで、各省にまたがる政策群を共通目標の下に統合しました。基本戦略に基づき、カ

ーボンフリーな水素を実現することで、水素を新しいエネルギーの選択肢として提示するとともに、日本の強みを

活かし、日本が世界のカーボンフリー化を牽引していくとしています。FCV をはじめとするモビリティに対応した

水素ステーションの数値目標についても示されました。 

また、同年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」においては、「Ⅱ 分野別実施事項」、「５．投資

等分野」、「⑦次世代自動車(燃料電池自動車)関連規制の見直し」として、計 37 件の事項が挙げられまし

た。その中には、 

投資等分野の通し番号 26：水素充てん時の車載容器総括証票の不要化等、 

同 29：保安監督者に関する見直し、 

同 30：水素スタンド設備の遠隔監視による無人運転の許容、 

同 32：一般家庭における水素充てんの可能化、 

同 33：水素スタンドにおける微量漏えいの取扱いの見直し、 

同 38：(リスクアセスメントの再実施の結果に基づく)水素スタンド設備に係る技術基準の見直し、 

同 39：水素特性判断基準に係る例示基準の改正等の検討、 

など、当センターに強く関連する事項もたくさん含まれました。 

「水素基本戦略」における数値目標の達成と「規制改革実施計画」の規制改革案件の実現のため、 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO と記す)から、2018 年３月末に、 

「超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業」が公募されました。その実施内容は、燃料電池自動車

特集 

 

１．はじめに 
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(FCV)の世界最速普及を実現するため、水素ステーション(HRS)等に係る超高圧水素技術(大気圧の約千

倍の水素を安全かつ安価に製造・貯蔵・輸送するための技術)等に関して、普及期を見据えた課題に対応す

るための研究開発等を進めるために、以下の研究開発を実施するというものです。 

研究開発項目１ 国内規制適正化に関わる技術開発： 

新たに規制改革実施計画に挙げられた項目の内、研究開発が必要とされる項目に関する研究開発(金属

材料の水素特性判断基準、リスクアセスによる設備構成検討等)を行う 

研究開発項目２ 水素ステーションのコスト低減等に関連する技術開発： 

2025 年以降の水素ステーションの本格普及・自立化を見据え、水素ステーションの整備費・運営費低減

に寄与する技術(高圧水素対応の高分子技術、電気化学式ポンプ、機器のパッケージ化検討等)を確立

する 

研究開発項目３ 国際展開、国際標準化等に関する研究開発： 

ISO 関連、IEA(国際エネルギー機関)、IPHE(国際水素エネルギー・燃料電池パートナーシップ)等、

HFCV-GTR(水素及び燃料電池に関する世界統一基準)関連など国際調和、海外施策・市場・研究開

発動向の把握を行う 

当センターでは、研究開発項目１に関し、「普及期水素ステーションの安全性に関わる研究開発」を受託し、

その中で、 

①遠隔監視による無人運転を実施するための研究開発、 

②リスクアセスメントの再実施に基づく設備構成に関する研究開発、 

の 2 点の研究開発項目を、2018 年６月から開始しました。それらの詳細については、２．以降の項で、 

説明します。①については、上記の「規制改革実施計画」の投資等分野の通し番号 30 に紐付くもので、 

②については、同 38 に紐付くものです。 

最近の話題として、本年３月１２日に、水素・燃料電池戦略協議会から、「水素・燃料電池戦略ロードマ

ップ」が発表されました。これは、水素社会実現に向けた産学官のアクションプランとの位置付けです。この中で

は、水素ステーションの設備費や運営費について、現状(2016 年)と 2025 年頃の目標値が示されました。

前記の当センターが NEDO から受託した研究開発は、これらを達成するための研究開発です。さらに、 

①「遠隔監視による無人運転を実施するための研究開発」については、整備費・運営費を低減させるための 

主要３項目の一つとして取り上げられ、2020 年度までの具体的な達成目標時期が示されています(図１)。 

    

図１ 水素・燃料電池戦略ロードマップ 

                 水素ステーション整備費・運営費を低減させるための主要３項目                  
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(１)事業概要 

当センターでは前 NEDO 事業(2005 年～2009 年)において、セルフ充塡に係るガイドライン案を作成し、

これに基づき当センター自主事業で「セルフ水素スタンドガイドライン」JPEC-TD 0004(2018)を制定しまし

た。本ガイドラインに従い保安教育を受けて「準委任契約」を結んだ顧客に対しては、セルフ充塡を許可するこ

とが、経産省から認められ、昨年の 10 月には国内初となるセルフ水素スタンドが誕生しました。 

しかしながら、現場に従業者を配置する(有人セルフ水素スタンド)ためにコストダウンが不十分で、水素 

スタンドの普及のためには、業界からは更なる規制緩和が求められています。 

そのため、今回の NEDO 事業(2018 年～2020 年)では、平常時は、遠隔監視と巡回点検により、緊

急時は、遠隔緊急停止と緊急時駆けつけで対応する無人セルフ水素スタンドを実現すべく、法技術的課題と

技術的課題両面から検討します。そして無人セルフ水素スタンドを可能とする業界自主基準(案)を策定してい

きます。 

 

(２)法技術的課題の検討 

  まず、遠隔監視による無人セルフ水素スタンドを可能とするため、法技術的な懸案事項について整理しまし

た。 

  現行の高圧ガス保安法の法体系では、充塡ノズルを FCV に着脱する充塡準備作業は、高圧ガスの製造

行為となっています。有人セルフ水素スタンドにおけるドライバーを従業者と見做すための準委任契約の締結を

せずに、一般のドライバーが充塡できるためには、充塡ノズルの着脱作業を製造行為ではないこととする必要

があります。また、FCV の水素容器の有効期限を充塡の都度確認することになっていますが、これを不要とす

る必要があります。保安監督者はスタンド毎に選任する必要がありますが、遠隔監視場所において、少ない人

数で監督するには、複数のスタンドの保安監督者を兼任可能とする必要があります。そして、従業者が水素 

スタンドに常駐しない代わりに、遠隔監視や巡回点検で運営することを可能にする必要があります。これらの項

目を実現するには、各要望項目について、下に示した法や省令を見直す必要があることがわかりました(図２)。 

                                
図２ 法技術的課題の整理 

  

２．遠隔監視による無人運転を実施するための研究開発 
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(3)技術的課題の検討 

過去の NEDO 事業(2005 年～2009 年)では、商用スタンドを想定した水素スタンドモデルに対して、 

リスクアセスメントを実施しました。これから得られた各種安全対策は、現在の水素スタンドを設置する場合の

技術基準となる一般高圧ガス保安規則(一般則)第７条の３や例示基準の元となっています。 

従って、本リスクアセスメントは現行の有人水素スタンドを想定していますので、遠隔監視型の無人水素 

スタンドにおいて、「人(従業者等)」がスタンド内にいない場合に、このリスクアセスメントを基に得られた安全 

対策に、どういった影響があるのかについて検証しました(図３)。 

  

 
図３ リスクアセスメントにおける「人」が行う安全対策項目の検証 

 

その結果、想定事故シナリオ 721 件に対し、安全対策 131 種で、このうち、人が関与する安全対策は

10 種であり、これらは、遠隔監視または、巡回点検で、対応できることが確認できました。 

続いて、現行の水素スタンドを建設し、運営する際に遵守すべき関連法規である一般高圧ガス保安規則

(一般則)の水素スタンドに関わる第７条の３第２項及び第３項において規定されている安全対策について

も、「人(従業者等)」が関わる項目について検証しました。 

人に関わる項目は、第７条の３第２項では７項目、同条第３項では１３項目にまとめられ、「遠隔監視」、

「巡回点検」、「遠隔緊急停止」により対応可能であり、追加で検討すべき項目として、遠隔監視場所と 

スタンド間の連絡手段(インターホン等)の構築と、誤発進防止やノズル凍結対策に関する顧客への周知の 

2 項目について、検討が必要であるという結論に達しました。 

また、平常時の従業者の作業内容を水素供給利用技術協会（ＨｙＳＵＴ）作成の「水素ステーション

運営訓練カリキュラム教材」を参考に、５つに区分して検討しました。このうち、「(４)充塡時作業」は有人の 

セルフスタンドガイドラインで既に対策され、「(５)カードルの操作」は、現場立会いが必要となることから、 

巡回時に併せて対応することとし、「(１)始業時作業」、「(２)日常点検」、「(３)終業時作業」を中心に内容

を確認しました。ここでは、例として、始業時作業について図４に示します。 
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図４ 平常時の「人(従業者等)」の作業内容の抽出及び整理（「(１)始業時作業」） 

 

赤字で示している遠隔監視で対応可能なものがほとんどですが、青字で示した始業時巡回または、監視 

カメラ、センサー類で確認することが必要な項目が一部ありました。同様に、「(２)日常点検」、「(３)終業時

作業」についても検討し、現場巡回で対応するかカメラやセンサー等の設置が必要となるものがあり、今後 

方向性を検討する必要があります。 

最後に緊急時の保安体制については、2013-2014 年度 NEDO 事業「水素利用技術研究開発事業」

で当センターが作成した「水素スタンド緊急時対応基準作成のガイドライン」において、大規模災害の 

対応基準作成のガイドラインについて、イベントツリーを用いて、設備面での対策と従業員による対策をまとめ

ているため、これを参考に検討しました。緊急事態に至るきっかけとなるトリガー事象(地震、暴走車飛び込み、

航空機墜落、クレーン倒壊、竜巻、津波･高潮、豪雨･洪水、火山の噴火、土砂災害、地盤沈下)から、初期 

事象８項目毎に「人（従業者等）」の緊急時対応内容について検討しました。ここでは、例としてＡ．外力に

よる配管損傷について図５に示します。 
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図５ Ａ．外力による配管損傷 

 

図５の外力により配管が損傷する場合は、地震などでは、①で感震計が作動すれば自動運転停止します。

しかし、感震計により、自動運転停止しない場合は次の②に進み、漏えい検知器で水素の漏えいを検知する

と、こちらも自動運転停止となります。以下いずれも失敗した場合は、③～⑤の手動を含む対応が示されて 

います。この番号のついたポイントで、どのような判断・対応が必要かを図６にまとめています。 

 

 
図６ 初期事象Ａ:外力による配管の損傷における従業者の対応 
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緊急時の対応を、Ａ以外の他の事象(Ｂ：外力による蓄圧器の損傷 Ｃ：輻射熱による配管の損傷 

Ｄ:火炎による配管の損傷 Ｅ:輻射熱による蓄圧器の損傷 Ｆ:火炎による蓄圧器の損傷 Ｇ：冠水による

蓄圧器の流出 Ｈ:圧縮機の異常運転による圧力上昇)についても、前記のように、従業者がとるべき対応毎

にまとめ直しました。結果を図７に示します。左半分の人が関わる項目に示す作業を、Ａ～Ｈの各事象の 

イベントツリー(図５参照)におけるどの番号のポイントで行うかを右半分の該当箇所に示しています。 

人に関わる項目で、現場に人がいない場合にどのように対応するかを、左半分の矢印(⇒)以降に示してい

ますが、赤字で示す６項目は、「遠隔緊急停止」により対応可能で、緑字の３項目は、「関係機関への連絡

体制の構築」、「火気不使用の徹底」、「顧客避難のための構内放送等の設置」により対応可能であり、青字

で示す残りの３項目に関しては、第三者機関や消防との連携などの仕組みづくりが重要であり、今後検討を

継続する必要があります(主に駆けつけ対応)。 

 

 

図７ 緊急時保安体制に関する整理 

    (4) 遠隔監視による無人運転を実施するための研究開発の終わりに 

今後、平常時に関しては、遠隔監視、巡回点検、従業者等が出向いて対応する運営業務などの仕組み 

づくりが重要なので、業界関係者とビジネスモデルを中心に検討していきます。緊急時には、遠隔緊急停止、 

緊急時駆け付け、第三者機関や消防との連携などの仕組みづくりが重要となるので、網羅的に検討していきま

す。 

上記について検討した上で、有人水素スタンドでは「人」の判断や作業によって安全確保してきた安全対策

に対し、水素スタンドの遠隔監視化には、①「設備対応(インターホン等による対話を含む)＋遠隔監視 

設備など」、②「緊急時に対応する遠隔緊急停止操作＋体制整備など」の対策で代替することを念頭に、 

省令、例示基準、自主基準等の案の策定を行っていく予定です。 
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(1)事業概要 

過去の NEDO 事業(2005 年～2009 年)において、当時の実証水素ステーションをベースとした商用 

水素ステーションを想定したモデルを構築し、これに対してリスクアセスメントを実施し、半定量的なマトリックス

法で評価したものが、前回のリスクアセスメントになります。この結果を参考にして、法制化に対する議論・ 

調整等が行われ、水素ステーションの技術基準である、現在の一般高圧ガス保安規則(一般則)第７条の３

及び例示基準が整備されました。 

今回の NEDO 事業(2018 年～2020 年)では、この一般則第７条の３に基づき実際に運用されている

多くの商用水素ステーションを一般化したモデルを改めて作り、これに対して、再度、リスクアセスメントを実施し

ます。定量的な手法(QRA:Quantitative Risk Assessment)の考えを取り入れてリスク評価をし、 

安全対策機器等の設備構成を見直しすることが、過去のリスクアセスメントとの大きな違いです。この評価 

結果を受けて、「安全の確保」と「設備構成・運用の合理化」の両立を指向した技術基準案を策定します。 

 

        (2)水素ステーションモデル構築 

今回のリスクアセスメントでは、対象を一般的な水素ステーション設備としています。 通常、リスクアセス 

メントは、新規装置、プラントの建設時など、ある特定の設備に対して、安全を確保するために実施されますが、

今回はルールを見直すことを主目的としているため、一般的な水素ステーションモデルを対象としていることが 

特徴になります。 

一般的な水素ステーションモデルとは、多くの商用水素ステーションを代表するもので、幅広く危険要因を 

カバーできると同時に、必要以上に複雑でないものを目指して、モデルを構築しました(図８)。 

  

    
図８ 水素ステーションモデル 

３．リスクアセスメントの再実施に基づく設備構成に 

関する研究開発 
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モデル構築においては、３つのステップを踏みました。 

 

ステップ１： 機器構成、システム構成を把握するため、過去の検討において作成されたモデルの検証や、実際

の商用水素ステーションの現地調査、ヒアリング、その他実証設備の調査の実施、および個別の

機器仕様についての、公開情報だけではなく、機器メーカーからの直接ヒアリングの実施による 

情報収集 

ステップ２： ステップ１の情報を基にした、リスクアセスメントに必要な図面等の資料(PFD、P&ID、平面 

配置図、立面図、解説資料)の作成 

ステップ３： 水素ステーション事業者に対する構築したモデルの妥当性の確認 

 

ステップ１の情報収集、各種調査の結果、国内の商用水素ステーションは、図８に示したように、モデルＡ、

Ｂの２つのタイプに大別できるという結論が得られました。この２つのモデルでの違いは、水素の圧縮工程で、

圧縮機を用いるか、ブースターを用いるかということです。圧縮機とブースターは、水素ステーションを構成する

設備の心臓部であり、使い方等が違うこと、あるいはリスクシナリオが異なるものになることが考えられるため、

２つのモデルとしました。また、2019 年度に実施予定のリスク評価において、輻射熱や爆風圧に対する遮蔽

物による効果をシミュレーションにより定量化する目的で、図９に示す３次元モデルを作成しました。 

 

      
図９ 拡散・燃焼数値計算用３次元モデル 

 

(3)リスクアセスメントのフレームワーク構築及びリスクシナリオ抽出 

本事業におけるリスクアセスメントの流れを図 10 に、HAZOP (Hazard and Operability Study)と

FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)でのシナリオ抽出の一例を図１１に示します。シナリオ 

抽出において、HAZOP は、ガイドワードとパラメーターの組み合わせで、あるべき姿からの偏差とその原因を
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想定します。その影響がリスクシナリオとして抽出されます。一方、FMEA は、部品やユニットの故障状態による

影響を評価する方法で、各機器の故障によるリスクシナリオを抽出します。 

2018 年度は、上記２法によるリスクシナリオの抽出とフレームワークの構築を実施しました。2019 年度

から 2020 年度にかけて、このフレームワークの中で水素漏洩を伴うシナリオに関して影響度と頻度を定量的

に評価し、リスク算定を行います。更なる安全対策が必要なものに関しては、安全対策を施してリスク算定を

繰り返します。これらの検討結果を基に、合理的な安全対策による、設備構成見直し案の策定に繋げます。 

    

図 10 本事業におけるリスクアセスメントの流れ 

 

       

図 11 HAZOP、FMEA によるシナリオ抽出例 
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フレームワークを構成するファイル群の相関を図１２に示します。リスクシナリオファイルは、HAZOP や

FMEA により抽出されたシナリオ等により構成されます。頻度データファイルは、公開されている信頼性の高い

水素漏洩頻度データや機器故障率データによって構成されます。リスク算定総括ファイルは、影響度算出結果、

頻度データファイルからの頻度数値から算出されるリスク算定結果、算定結果によっては、更なる安全対策の

要否の記載等で構成されます。安全対策有効性評価ファイルでは、簡易 FTA(Fault Tree Analysis)に

よって抽出された安全対策、現在採用されている安全対策、事業者からのアイデアも含め、簡易 FTA により

対応策を抽出します。 

 

        
 

図 12 フレームワークのファイル群相対関連 

 

(4)リスクアセスメントの再実施に基づく設備構成に関する研究開発のおわりに 

上記のように求められた安全対策の技術基準への落とし込みとしては、水素ステーションにおける、「安全の

確保」と「設備構成・運用の合理化」の両立を図り、技術基準等を見直します。具体的には、水素ステーション

のリスクを受容可能と判断することのできる合理的な安全対策を提案し、その安全対策を具備した水素ステー

ションについての技術基準案を策定します。 
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