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ＪＰＥＣの概要 

 名称  一般財団法人 石油エネルギー技術センター 
  略称：ＪＰＥＣ （Japan Petroleum Energy Center) 
 理事長 月岡 隆 
 設立  1986年（昭和61年）5月22日 
 所在地 本部：東京都港区芝公園2丁目11番1号 研究所：千葉県土気 

 
  ・欧州長期出張員事務所：ブリュッセル  出光から出向（5代目） 
             →メトロ Port de Namur駅前ビル Bastion Tower 20F 
  ・米国：シカゴ（JX)、中国：北京（コスモ石油） 
 
 会員数 普通賛助会員 ４９法人・団体（２０１６年７月） 
 
 主な事業内容 
  Ⅰ  製造技術開発事業   Ⅲ  情報収集調査事業 
   １．プロセス技術関連    １．情報収集・提供関連（JPECニュース） 
   ２．水素エネルギー関連   ２．調査分析・研究関連 
  Ⅱ  燃料利用技術開発事業  Ⅳ  統計解析事業 
   １．自動車燃料関連    １．石油情報システムの運用 
   ２．研究開発（石油基盤技術研究所） 
   ３．受託試験（石油基盤技術研究所）   職員数：123名（2016年4月現在）      

２ 

 欧州石油精製業界関連政策（気候変動・エネルギー・バイオ・IMO等） 
動向および石油精製技術・燃料品質関連動向について調査。 



1. 原油国際マーケット動向 
    エネルギー環境認識 
 （１）原油価格の推移（歴史の振り返り） 
 （２）原油価格に影響を及ぼす要因 
   （原油価格上昇の原因について） 
 （３）今後の原油価格見通し 

 
2. 欧州気候変動・エネルギー政策動向 
 （１）欧州石油精製業界を取り巻く環境 
 （２）石油製品需給動向 
 （３）欧州気候変動・エネルギー政策 
 （４）バイオ燃料 
 （５）IMO船舶燃料硫黄分規制 
 
3. 欧州石油エネルギー業界動向 
 （１）欧州関連政策が石油精製業界に与える影響 
 （２）生き残りをかけた欧州石油各社の対応 
 
4. まとめ 

 

発表内容 

３ 



環境認識 長期エネルギー需要見通し試算前提 

４ 

人口 地域別GDP成長 GDP成長要因 

出所：BP 2017 Energy Outlook 

 世界の人口はアフリカ・インドを中心に伸びていく見通し。 
 GDPは非OECDアジア諸国を中心に伸びていく見通し、 
 OECD諸国は生産性の向上が牽引。 



環境認識 中長期エネルギー需要見通し 

５ 

燃料別エネルギー消費 構成比の変化 

 石炭、石油の構成比が下がる一方で、ガスの構成比が上昇。2035年 
時点での化石燃料シェアは78％（85％in2015)となる見通し。再生可能
エネルギー（バイオ燃料含む）シェアは10％(3％in2015)となる見通し 

【単位 原油換算 10億トン】 
【単位 原油換算 10億トン】 

出所：BP 2017 Energy Outlook 



環境認識 セクター別石油需要 by 2035 

６ 

セクター別石油需要 
（含その他液体燃料） 

セクター別石油需要成長 
（含その他液体燃料） 

 輸送部門が石油需要の６割弱、需要成長の２/３を占める。 
 しかし、EV・バイオ燃料等に置き換わり需要成長は鈍化する。 
 （乗用車の石油需要は全石油需要の約20％） 

出所：BP 2017 Energy Outlook 



環境認識 電気自動車による石油需要の影響 by 2035 

７ 

自動車保有台数 石油需要増減要因 

世界の自動車保有台数は18億台まで増加(+9億台）。EVは1億台まで増
加。全自動車の6％。(15年120万台)  
車両台数の増加がそのまま需要増23Mb/dを牽引するが、燃費改善効果
によって▲17Mb/dの需要が減少する。EVによる影響は▲1.2Mb/d。 

出所：BP 2017 Energy Outlook 

電気自動車 

1/4がPHEV、3/4がBEV 



環境認識 石油需要供給見通し by 2035 

８ 

地域別石油需要 
（含その他液体燃料） 

 

地域別石油供給 
（含その他液体燃料） 

 

世界の石油需要は2035年までに15百万b/d増加し、 
110百万b/dへ成長する見通し、但しOECD需要は8百万b/d減少。 
対して供給は北米・ブラジルを中心とした非OPECで4百万BD、 
OPECで9百万BD増加する見通し 

出所：BP 2017 Energy Outlook 



環境認識 石油供給見通し by 2035 

９ 

地域別石油供給シェア 
（含その他液体燃料） 

地域別石油供給成長 
（含その他液体燃料） 

 25年までは中東、米国の供給増への寄与度が高い。 
 25年以降、中東の供給増、依存度が更に高まる。 

出所：BP 2017 Energy Outlook 



発表内容 

１０ 

1. 原油国際マーケット動向 
    エネルギー環境認識 
 （１）原油価格の推移（歴史の振り返り） 
 （２）原油価格に影響を及ぼす要因 
   （原油価格上昇の原因について） 
 （３）今後の原油価格見通し 

 
2. 欧州気候変動・エネルギー政策動向 
 （１）欧州石油精製業界を取り巻く環境 
 （２）石油製品需給動向 
 （３）欧州気候変動・エネルギー政策 
 （４）バイオ燃料 
 （５）IMO船舶燃料硫黄分規制 
 
3. 欧州石油エネルギー業界動向 
 （１）欧州関連政策が石油精製業界に与える影響 
 （２）生き残りをかけた欧州石油各社の対応 
 
4. まとめ 

 



原油価格の推移～歴史の振返り～【1972～2016】 

１９８５年まで   →  □OPEC主導の価格決定 
１９８６年～２００３年  →  □OPECシェア低下により 
     市場原理による価格決定へ移行 
    □需要低迷による安値安定 
２００４年～２０１４年中頃→ □中国を中心にBRICsによる石油需要急増 
    □石油需給逼迫懸念、資源ナショナリズムの 
     高揚と投資資金流入（先物市場取引高拡大） 
２０１４年中頃      → □シェールオイルの増産、中国新興国の成長 
                 減速による需給緩和 

出所：石油連盟資料「今日の石油産業」 

シェール本格生産 

OPEC主導の価格決定 市場原理による価格決定へ移行後、需要低迷による安値安定 投資資金流入、中国等新興国の需要増 
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参考：指標原油 

ドバイ原油・オマーン原油 
6.5万BD ・ 58万BD 
アジア市場の指標原油 

 
（取引市場：TOCOM・DME) 

50万枚 

ブレント原油 
生産量19万BD 

欧州市場の指標原油 
 

（取引市場：ICE） 
100万枚 WTI原油 

生産量：30万BD 
北米市場の指標原油 

 
（取引市場：NYMEX） 

160万枚 

世界の石油市場は、北米・欧州・アジアの３大市場が形成されている。 
 
なかでもNYMEXのWTI原油先物取引は、世界の商品先物取引の中で最大
の取引高を誇っており、その先物価格は世界の原油の価格指標としても大
きな影響力を持っている。 
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原油価格 
地政学リスク 

世界各地でのテロの拡大 

サウジ・イランの対立継続 

リビア内戦 

石油の需給環境 

世界石油需要見通し 

OPEC原油生産調整 

非OPEC原油生産量 

【シェールオイル生産】 

経済・金融 環境 

世界経済 

金融緩和、為替動向 

投資マネー動向 

原油国際マーケットに影響を及ぼす要因について 
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地政学リスクによる供給減 

出所：BP Energy Outlook 2035 



ＷＴＩ原油価格推移（2016-2017） 

・石油在庫の積み上がり 
・OPEC減産見送り 
・米利上げ 
・米原油輸出解禁 
・イラン原油輸出拡大懸念 

・OPEC/非OPEC 
 協調減産合意 

・産油国会議への期待 
・OPEC減産合意 

・供給余剰縮小への期待 
・ｶﾅﾀﾞ山火事によるｵｲﾙｻﾝﾄﾞ 
 生産減少 
・ﾅｲｼﾞｪﾘｱ政情不安 

・米国のｶﾞｿﾘﾝ在庫積み上がり 
・米国ﾘｸﾞ稼動数増加 
・OPECの高生産 

出所：出光作成 最近の石油情勢 
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 供給：OPECの原油生産推移 

2014年後半の油価急落後も、積極的な増産を継続 

2016年10月実績 33.64百万BD （過去最高更新） 

 ▼ ベネズエラ、ナイジェリア、リビア  ▲ サウジアラビア、イラン、イラク他 

出所：IEA月報11月号 出所：IEA月報12月号 

百万BD 

百万BD 
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  2015年11月～ 油価低迷の長期化で生産量は減少 

2016年後半～ ロシア等の増産により減少傾向に底打ち 

2017年～    米、加、ブラジル等で生産回復を予想 

出所：IEA月報12月号 

百万BD 

 供給：非OPECの原油生産推移 

出所：IEA月報12月号 
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 世界の需給バランス見通し（減産合意前） 

OPEC等の積極増産により、供給＞需要は継続 

▶▷ 供給余剰の解消には2017年末までかかる見込み 

出所：IEA月報11月号 

予測 

※OPEC生産量は16年10月実績で想定 
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 供給： OPEC減産合意 
11月30日定時総会にて 8年ぶりの協調減産に合意 

  
現行生産量 
（2016年10月） 

減産又は 

増産幅 
目標生産
量 

アルジェリア 1,089 -50 1,039 

アンゴラ 1,753 -80 1,673 

エクアドル 548 -26 522 

ガボン 202 -9 193 

インドネシア OPEC加盟の一時停止 

イラン 3,707 +90 3,797 

イラク 4,561 -210 4,351 

クウェート 2,838 -131 2,707 

リビア - - - 

ナイジェリア - - - 

カタール 648 -30 618 

サウジアラビ
ア 

10,544 -486 10,058 

UAE 3,013 -139 2,874 

ベネズエラ 2,067 -95 1,972 

合計 30,970 -1,166 29,804 

★12/10（土）OPEC、非OPEC協議 ロシア30万BDを含む非OPEC全体で55.8万BDの協調減産に合意 18 

出所：OPEC 

OPEC14ヶ国の原油生産量 

 ⇒ 2017年1月以降 3,250万BD 

 （16年10月対比 ▲120万BDの減産） 

・サウジアラビア ：約▲50万BDの減産 

・イラン：生産枠380万BD（10月比＋9万BD増） 

・ナイジェリア、リビア：減産対象外 

・インドネシア：減産に応じずOPEC加盟を一時停止 

・合意期間 ：2017年1月から6ヶ月 
        （5/25の次回総会で、延長協議）  

合意 
 の 
背景 

油価低迷による加盟国の財政悪化 

赤字財政から国債発行による資金調達 

国営企業の持ち分売却等  

原油安対応は限界 



１１/２７OPEC総会にて 
サウジ ヌアイミ石油相 
米国シェールとのシェア争いに言及。 
「減産は利益とはならない！」 
「米国のシェール油生産業者の 
 収益を圧迫すべき！」 

ＷＴＩ原油価格推移（2013-2015） 

出所：出光作成 最近の石油情勢 
19 
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 産油国 財政均衡価格（2016年推計） 

中東・北アフリカ産油国 

原油価格＜財政均衡価格＝財政収支は赤字 
（会計期の財政収支が均衡になる原油価格が損益分岐点） 

原油価格低迷により産油国の財政は逼迫 

出所：外務省作成 最近の中東情勢  
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 サウジアラビア 財政 

出所：外務省作成 最近の中東情勢  

出所：外務省作成 サウジアラビアカントリーレポート 
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 参考 サウジアラビアビジョン2030 

出所：外務省作成 最近の中東情勢  



  17年第1・四半期以降、需要＞供給を上回る見通し 

（前提 : 原油生産枠の遵守） 

※OPEC生産量は17年1月以降、IEA予測の3.27百万BD適用。 

OPEC減産後の需給バランス見通し 

予測 

出所：IEA月報12月
号 
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2016年は漸減続くも、油価上昇を受け生産回復の兆し 

（9月 8.49百万BD ⇒ 11月 8.69百万BD） 

 米国生産動向 

百万BD 
（各油
田） 

24 

百万BD 
United States 

Crude Oil Supply 
 

（全
体） 

米国の原油生産量： 2012年以降急増 （シェール革命） 

2011年 5.65百万BD ⇒ 2015年 9.31百万BD （+3.66）  

出所：出光作成 最近の石油情勢 



シェールオイルの生産回復▶原油価格の上値を抑える可能性 

原油価格の底打ち ▶ 稼働リグ数増加 ▶ 原油生産増 

 米国生産動向  

5/27 
317基 

1/1 
526基 

$/B 
千BD 基数 

原油生産量 

WTI価格 

稼働リグ数 

油価急落 ⇒ 稼働リグ数急減  （原油生産量の減少は緩やか） 

 ▶▷ シェールオイル生産性向上 （リグ1基当りの生産量、コスト低減など） 
25 

10/10 
1609基 

出所：出光作成 最近の石油情勢 



原油価格 $55/B台超え▶ シェールオイル生産回復が加速 

採算コスト ： 2014年$60~70/B ⇒ 2016年概ね$40~50/Bに低下 

   掘削再開～生産開始が最速約2週間の未仕上げ油井数が蓄積 

   米石油開発企業のキャッシュフローが改善し、設備投資が増加 

 米国生産動向 （シェールオイル）  
米シェールオイル生産コスト 

採算ライン想定 

未仕上げ油井数 
（DUC:Drilled but Un-Completed） 

出所：米DOA/EIA Estimates of DUCs （2016年9
月） 
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シェールオイルの採
算ライン 75%が
$60/B以下 

出所：IEA OIL Medium-Term Market Report 2015 



【参考】石油掘削リグ  
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シェール油田で 
稼働中のリグ 

保管場所で 
休止中のリグ 



NY原油 
（0.11兆ドル） 

NY金 
（0.05兆ドル） 

市場規模比較 ： 原油1倍 ＜ 為替50倍＜株式 600倍 ＜債券 800倍 

 金融環境 （投機的資金の動向） 

投機的資金は、最もリターンの良い市場を求めて市場を循環 
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商品市場 
（0.37兆ドル） 

出所：出光作成 最近の石油情勢 
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投機筋の先物ポジション（NET買い越し）   

 金融環境 （投機的資金の動向） 

リーマンショック後の金融緩和を受け投機的資金の流入拡大 

原油の金融商品化 

出所：出光作成 最近の石油情勢 



原油市場への影響 ▶ 地政学リスクは表面上、沈静化  
（原油価格への影響は現在ほとんど見られない） 

各国が抱える諸問題は解決が容易でなく、先行きは不透明 
    ⇒ 偶発的な衝突、各国の情勢悪化、油価低迷の長期化による    
      産油国の不安定化等は、原油価格の『上振れ』要因 

 地政学リスク  

 イラン 
・ 米大統領選でトランプ氏が当選したことによる 

  制裁強化の動き （米国単独の核合意破棄は困難） 

 イラク ・ 北部でのIS（イスラム国）との戦闘激化 

 ナイジェリア 
・ 反政府武装勢力ニジェール・デルタ・アベンジャーズ 

 （NDA）による石油施設攻撃 

 リビア ・ 東西勢力の内戦の長期化 ⇒輸出再開へ 
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中東・アフリカ産油国関連 



 【不確実性】 トランプ政権のエネルギー政策 

・化石燃料の増産推進 ▶ エネルギーの自給自足を推進 （中東依存度の低減） 
・環境規制の緩和、連邦環境保護庁によるエネルギー・環境規制に反対 
   ▶ 米国内原油（シェール他）が増産され、世界的な供給過剰が長引く可能性 
・オバマ大統領が却下したキーストンXLパイプライン（カナダ⇒メキシコ湾岸）の 
 建設を含む、新たな油送施設の拡大に前向き 
   ▶ カナダのオイルサンド等の原油が安価に供給される可能性 

 ・上・下院とも共和党が過半数を確保。トランプ政権が目指す、米国第一主義、規制緩和、 
  経済成長重視の政策は進めやすい環境 

 ・但し、今後の政策は不透明な点も多く、トランプ氏の過激な言動にマーケットが大きく    
  反応する可能性もあり、大統領就任後の不確実性は依然として高い 

価
格
下
落
要
因 

価
格
上
昇
要
因 

・環境規制緩和 ▶ 化石燃料（石油・ガス・石炭）の需要増 

・米国経済成長重視（金融緩和、インフラ投資、財政刺激策） 

   ▶ 米国株価は上昇し、原油価格を下支え 

・ISA（イラン制裁法）延長による対イラン制裁の維持・強化 

   ▶ イランの反発で、制裁が強化されば、原油輸出減の 
     可能性 （需給引き締まり）＋地政学リスク上昇 
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Source：Republican National Committee 



原油環境の想定 

原油価格 

地政学リスク 

石油の需給
環境 

経済・金融 
環境 

WTI:$53（$43-63）   

2017年 価格見通し 

Ｃ
 

OPEC・非OPECの減産合意により、1月から合意が遵守されれば、2017年より在庫の取り
崩しが進むと見られ、需給の引き締まりから価格の上昇要因となる。2月初め～中旬頃に生産
状況が明らかになる時点で、減産が実行されているかどうか注目される。減産が除外されている
ﾘﾋﾞｱ等の増産や、ﾄﾞﾙ高の進行、米国のｼｪｰﾙｵｲﾙ生産の回復が上値を抑える。 

・OPEC・非OPECの減産合意 （2017年1月～） 
・世界需要は堅調に増加 
・米国稼働ﾘｸﾞ数は増加傾向 （ｼｪｰﾙｵｲﾙ復活の兆し） 
・米原油在庫高水準維持。 

・世界各地でﾃﾛの拡大傾向。 
・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ・ｲﾗﾝの対立が継続。 
・ﾅｲｼﾞｪﾘｱ：NDA(武装勢力)からの石油施設への攻撃
が継続し、生産低迷。 
・ﾘﾋﾞｱ内戦：政情不安に伴う原油生産の低迷も、生産
回復の兆し。 

Ｃ
 

・米国など世界経済は概ね堅調 
・ ﾄﾗﾝﾌﾟ次期政権の経済政策への期待（株高） 
・米政策金利昨年12月利上げ、今年2～3回予測
（ ﾄﾞﾙ高基調） 
・米次期政権のｲｷﾞﾘｽのﾌﾞﾚｸﾞｼﾞｯﾄ支持 
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原油環境の想定 中長期見通し 

BP予想:$80（2030年） NEXSANT予想:$100（2030年） 

JBC Energy予想 
 
2020年～2040年 ＄100/BBL 前後 
 

33 

想定価格帯 

2020年～2030年にかけて＄80/バレル～＄100/バレルとする予想が
主流。長期的に需要増が続く中、高コストの石油生産が必要なため。 



発表内容 

34 

1. 原油国際マーケット動向 
    エネルギー環境認識 
 （１）原油価格の推移（歴史の振り返り） 
 （２）原油価格に影響を及ぼす要因 
   （原油価格上昇の原因について） 
 （３）今後の原油価格見通し 

 
2. 欧州気候変動・エネルギー政策動向 
 （１）欧州石油精製業界を取り巻く環境 
 （２）石油製品需給動向 
 （３）欧州気候変動・エネルギー政策 
 （４）バイオ燃料 
 （５）IMO船舶燃料硫黄分規制 
 
3. 欧州石油エネルギー業界動向 
 （１）欧州関連政策が石油精製業界に与える影響 
 （２）生き残りをかけた欧州石油各社の対応 
 
4. まとめ 

 



欧州石油精製業界を取り巻く環境 ~EUの現状~ 

【2014年】 

現加盟国数 ：28ヶ国 
人口  ：約5億人 
GDP  ：約18兆5千億＄ 
実質GDP成長率：1.4% 

【2014年】 

製油所数 8２※5万BD以上 

原油処理能力 14.2MBD 
石油製品消費量 12.2MBD 
    （前年比98.7％） 

【出所： BP世界エネルギー統計2015 、Fuelseurope Statical report 2016】 

【世界とEUのエネルギー消費 （2014年時点）単位：百万原油換算トン】 

日本の 
約３～４倍 

EU 

世界 

EU 

石油 ガス 石炭 原子力 水力 再生可能エネルギー 

【世界の石油消費におけるEUの構成比】 

世界におけるEUの 
石油消費構成比は 

１４％ 
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欧州石油精製業界を取り巻く環境~需給・政策・競合~ 

欧州エネルギー・気候変動政策及び環境規制 

品質・製品需給・輸出入バランス 

域
外
諸
国
と
の
競
合 

再生可能エネルギー指令 
（RED） 

アジアの大型製油所 

EU船舶燃料指令 

IMO船舶燃料硫黄分規制 

エネルギー税制指令 
（ETD） 

エネルギー効率指令（EED） 

域内需要減退 

安価で高品質
な製品流入 

E10,B7 

ガソリン輸出先の 
自給自足化 

ガソリン/軽油 
インバランス シェール革命による 

米国石油業界の攻勢 

ロシア製油所 
アップグレーディング 

中東輸出対応型製油所建設 
排出権取引制度 
（EU-ETS） 

燃料油品質指令（FQD) 

大気環境保全指令 
（AQD) 

産業排出指令（IED） 
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欧州石油精製業界の現状 ~需要・原油処理・稼働率~ 

【出所：20th European Refining Technology Committee presentation by Total】 

世界における石油製品需要見通し 

【百万BPD】 

年 

 世界の石油製品需要は輸送用を中心に堅調に推移する一方、 
 欧州の石油製品需要は減少する見通し 

年 

その他 

発電用 
需要 
 

家庭用 
 
 
石油化学 
 
 
輸送用燃料 
 

欧州における石油製品需要見通し 

【百万BPD】 
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欧州石油精製業界の現状 ～軽油シフト、インバランス～ 
【出所FuelsEurope Statistical report 2016】 【百万ｔ/年】 

【軽油/ガソリン】 

乗用車の新車販売台数における 
ディーゼル車比率の上昇 
‘00年30％ ⇒ ’1５年50％強 
（ストックでは41％が軽油車） 
 
軽油/ガソリン割合 
’00年1.2  ⇒  ’15年2.6 
 
VWスキャンダル後  
16年販売 前年比▲2.4％ 
RDE規制導入の影響について 
要注目 
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欧州石油精製業界の現状 ～輸出入バランス～ 

LPG 
ナフサ 
 
ガソリン 
 
 

JET燃料 
 
 
軽油 
暖房油 
 
 
重油 
 
その他 

需要 
構成比 

 インバランス拡大への対応のため、 
  ⇒余剰のガソリンを輸出（米国、アフリカ、アジア） 
  ⇒不足するJET燃料および軽油を輸入（米、露、中東、アジア） 

ガソリン余剰 

中間留分不足 

【出所：20th European Refining Technology Committee presentation by Total】 
供給 

構成比 

【百万ｔ】 
欧州における需要構成比および生産品構成比 
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フランス: 
Berre  
Dunkirk 
Gonfreville (一部) 
Petit Couronne 
Reichstett 
La Mède (bio-refinery) 

英国: 
Coryton 
Fawley (一部) 
Milford Haven 
Stanlow (一部) 
Teesside 

イタリア: 
Cremona 
Mantova 
Porto Marghera 
(bio-refinery) 

Rome 
Trecate (一部) 
Gela (bio-refinery) 

ドイツ: 
Harburg 
Wilhelmshaven 

ルーマニア: 
Arpechim 
Onesti 
Ploiesti 

スイス: 
Collombey 

欧州石油精製業界の現状 ~精製能力削減～ 

 2009年以降23製油所が2017年までに閉鎖または能力 
削減することが意思決定されており、125Mt/年【約250
万BPD】の原油処理能力削減となる見込み 

【出所 CONCAWE】 40 



【出所 CONCAWE】 

水素化 
分解 

欧州製油所設備投資（％） 
【2008年末対比の変化率】 

装置能力増強 

装置能力削減 

NET変化率 

7製油所 
閉鎖 

の影響 

コーカー 

装
置

能
力

変
化

（
％

）
 

水素 
製造 

欧州石油精製業界の現状 ~需要減少下での設備投資～ 
石油製品需要全体が減少するなか、軽油/ガソリンインバランス対応のため 

2009年～2017年の間に330億ドル以上の精製設備投資を公表済 
 

（Totalアントワープ、EMアントワープ等の近年公表分を含む最新データ2015年11月更新） 

コーカー 

水素化 
分解 水素 

製造 

欧州製油所設備投資（％） 
【2008年末対比の変化率】 

装置能力増強 

装置能力削減 

NET変化率 

11製油所 
閉鎖 

の影響 

装
置

能
力

変
化

（
％

）
 

【出所 CONCAWE】 

コーカー コーカー 

水素化 
分解 

水素 
製造 

欧州製油所設備投資（％） 
【2008年末対比の変化率】 

装置能力削減 

装置能力増強 

NET変化率 

２３Ref 
閉鎖又は
能力削減 
の影響 

装
置

能
力

変
化

（
％

）
 

【出所 CONCAWE】 

水素化 
分解 
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欧州気候変動・エネルギー政策 ～全体像～ 

2020年 欧州気候変動エネルギー包括政策【20-20-20パッケージ】 

温室効果ガス 
 

1990年比20％削減 

再生可能エネルギー 
 

構成比20％へ向上 

エネルギー効率 
 

20％改善※1 

※1 一次エネルギー消費を 
    20％削減【‘07年予想比】 

2050年 低炭素経済へ向けたエネルギーロードマップ  

温室効果ガス 

1990年比80％削減 

2030年 気候変動及びエネルギー政策フレームワーク 

温室効果ガス 
 

1990年比40％以下 

再生可能エネルギー 
 

構成比27％以上 

エネルギー効率 

27％以上改善※2 

※2 欧州委員会から11月30日 
   2030年目標30％以上へ 
   上方修正提案  

現時点で25％削減達成見込み 
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欧州気候変動・エネルギー政策~2030年目標~ 

温室効果ガス 
 

1990年比40％以下 

再生可能エネルギー 
 

構成比27％以上 

エネルギー効率 

27％以上改善 

2030年 気候変動及びエネルギー政策フレームワーク 

欧州委は2014年10月に合意したGHG40％削減に向け具体的法案を提案 
 2015年7月：GHG40％削減目標達成のためのEU-ETS見直し法案 
 2015年9月：再生可能エネルギー政策（RED及びFQD）見直し法案 
 2016年11月：RED見直し法案（食物由来バイオ原料の利用低下） 

GHG削減目標比較 1990年度対比 2005年度対比 2013年度対比 

日本（2030） ▲18.0％ ▲25.4％ 
▲26.0％ 

欧州を意識した数字 

欧州（2030） ▲40％ ▲35％ ▲24％ 

米国（2025） ▲14～16％ ▲26～28％ ▲18～21％ 
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欧州気候変動・エネルギー政策 ～GHG削減目標～ 

EU-ETS対象セクター及び非対象セクターにおける 
温室効果ガス削減目標 

 

2020年目標と2030年目標 
[いずれも’05年対比] 

道路輸送、住宅、農業 電力、エネルギー、一般産業 

【出所：欧州委員会公表資料】 44 



欧州気候変動・エネルギー政策 ~EU-ETS~ 

EU-ETS（欧州排出量取引制度） 
2005年1月開始：世界初多国間GHGキャップ＆トレード制度 
EU-ETSの制度期間は、 
第一期間2005～2007年、第二期間2008～2012年、第三期間2013～2020年 
京都議定書の第一約束期間に合わせて第二期間が設定、第一期間が試行期間として設定。 

2017年現在、第３期間の5年目 

第三期間より、 
①EU全体で総排出枠上限が設定 
 
⇒2020年に2005年比で21%になるよう 
 毎年一定量を削減 
 
②割当方法が段階的にオークション制に 
  
③石油業界： 
 炭素リーケージリスク産業と判断され、 
 一定の基準で無償割当 
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欧州気候変動・エネルギー政策 ~再生可能エネルギー~ 

再生可能エネルギー構成比 
電力部門において最も導入が進展 ⇒ 27.5％ 
EU全体では2014年時点で    ⇒ 16.0％ 

【Eurostatより作成】 ％ 
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バイオ燃料政策 ~概要~ 

再生可能エネルギー指令（RED) 

 運輸部門加盟国一律10％目標 

燃料品質指令（FQD) 

輸送用燃料GHG削減義務6％ 

【出所 欧州委員会発表データより作成】 

50%低減(2017年以降） 

35%低減(2011～2016年) 

60%低減(2018年以降) 

バイオディーゼル バイオエタノール 

✓「適正な」バイオ燃料普及を推進する目的で「持続可能性基準」を規定 
 ➢持続可能性基準を満たしたバイオ燃料のみがカウントされる仕組みとなっている。 

主なバイオ燃料作物のGHG排出量デフォルト値 ＝【栽培、採取、製造による排出】ー【炭素回収、コジェネ等による削減】 

✓次世代型バイオ燃料（廃棄物, 残さ物、非食用セルロース ）は２倍カウント。 

持続可能性基準 
 

①化石燃料に対する 
 ＧＨＧ削減最低基準 
②生物多様性保護の基準 
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✔EU全体で約1,400万toeのバイオ燃料を消費。BDFが約8割を占有 
✔バイオ燃料導入開始以降、初のバイオ燃料消費量減少を記録した昨年からは 
 わずかに回復。 
 →フランス、スペイン、英国における前年対比10％前後の需要増加が全体を牽引。 

【出所：EUROBSERV’ERより作成】 

バイオ燃料政策 ~普及状況~ 

バイオ燃料の種類と比率(2014年) 

バイオ燃料消費量の前年比伸び率 

バイオ燃料の消費量推移(2000年～2014年)【原油換算kt】 
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バイオ燃料政策 ~バイオディーゼル普及状況~ 
【バイオディーゼル需要推移】 

（出所：F.O.LICHTS記事抜粋) 

ダブルカウントのインセンティブによる廃食用油・獣脂由来FAMEおよび 
水素化精製バイオ燃料（HVO）の導入が進んでいる。 
FAME混合上限７％というブレンドウォールの問題もあり、HVO導入は今後 
も進む見通し 

HVO（水素化精製BDF） 

エタノール 

FAME 

DC FAME 

HVO（水素化精製BDF） 約15％ 

約27％ 
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バイオ燃料政策 ~欧州バイオ燃料政策今後の方向性~ 
2016年11月30日、欧州委員会からRED修正案が提案 
      【２０２０年目標】             【改訂案】 

１．輸送部門の再生可能エネルギー比率 １０％目標       追加目標の提案はない 
２．第一世代バイオ燃料（穀物由来）の上限 ７％         30年に3.8％を上限（25年まで年率▲0.3％、 
                          26-30年年率▲0.4％） 
３．次世代バイオ燃料導入下限 0.5％                         30年に3.6％を下限 
４．17年以降、バイオ燃料のGHG50％低減が下限   21年に次世代バイオ燃料はGHG70％低減が下限 
  18年以降、新設設備から生産されるバイオ燃料は         
  GHG60％低減が下限  
 
（加盟国毎に目標設定）⇒例：フランスは既に2030年目標を15％とする方針 
 
 大型トラックによる長距離輸送や海運、特に航空業界においては今後もバイオ燃料が重要な代替燃料という  
 位置付け 

燃料 
 

LPG 

天然 
ガス 

 電気 

 バイオ燃料 

 水素 

LNG 

CNG 

道路輸送（中・大型） 道路輸送（乗用車） 航
空 

鉄
道 

海運（運河含む） 輸送 
形態 

距離 
短 中 長 短 中 長 短 中 長 
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 IMO（国際海事機関）の定めるMARPOL条約付属書VIでは、NOX, SOX排出を制限 
 SOXについては船舶燃料の硫黄分濃度により規制がかけられ、「一般海域（グローバル)」と「硫

黄酸化物排出規制海域（(SOX) Emission Control Area：(S)ECA）」 に分けて設定、
北米沿岸および欧州ではバルト海・北海・英仏海峡がECAとして指定されている 

 EU規制では､ 2020年1月1日以降0.50 wt%の規制値が適用 

10月のMEPC70にて、一般海域において硫黄分規制開始が2020年に決定。 

IMO規制 
附属書VI 

EU規制
(2012/33/EU) 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

一般海域 4.5% 3.5% 0.5%※ - 3.5% 0.5% 

ECA 1.0% 0.1% 0.1% 1.5% 0.1% 0.1% 

IMOおよびEUにおける船舶燃料規制~概要~ 

表：IMO規制とEU規制の比較 

図：欧州SOx ECA 

代替手段について 
 IMOでは､適合する燃料油を使用する代替手段として 
 SOX の排出を回避するための技術の使用および代替燃料使用を認めている。 

スクラバー ＬＮＧ等 
51 



 
 
乾式（ドライスクラバー） 
 
・ 消石灰細粒をSOx除去剤として使用 
 
開放型（オープンスクラバー） 
 
・ 海水をSOx除去剤として使用。 
・ 使用済み海水を水中に排出することによる環境影響が懸念 
 
密閉型（クローズドスクラバー） 
 
・ 真水に苛性ソーダを添加し、SOx除去剤として使用。 
・ 処理水を海水にもどすことがない。 
・ プロセスが複雑。 
 
ハイブリッド 
 
・ 開放型と閉ループ装置の利点を結合。 
・ 処理操作と設計上の問題が多い 

規則では､適合する燃料油を使用する代わりとして 
 SOX排出を回避するための技術の使用を認めている。 

(出典：DuPont BELCO Clean Air Technologies） 

IMO規制、EU規制における燃料硫黄分規制~代替手段~ 

スクラバー技術 
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普及開始時期
主流は開放型 

（36％） 

現在普及率が最も 
高いハイブリッド型 

（52％） 



IMO規制、EU規制における燃料硫黄分規制~影響想定~ 

船舶業界は 
 高い規制適合燃料を購入するか、 
 安い高硫黄燃料(BFO)を購入 
 する代わりに、代替手段(スクラバー) 
 に投資するかの判断に帰路に立たさ 
 れている。 
 ※スクラバー投資金額 
  ３～５百万＄ 

船舶燃料推移 

石油業界は 
 2020年に変化する需要構造に 
 対応しなくてはならない。 
 規制適合燃料(低硫黄燃料)需要を 
 満たすためには、大規模投資が必要。 
  

船舶燃料需要推移 
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発表内容 

54 

1. 原油国際マーケット動向 
    エネルギー環境認識 
 （１）原油価格の推移（歴史の振り返り） 
 （２）原油価格に影響を及ぼす要因 
   （原油価格上昇の原因について） 
 （３）今後の原油価格見通し 

 
2. 欧州気候変動・エネルギー政策動向 
 （１）欧州石油精製業界を取り巻く環境 
 （２）石油製品需給動向 
 （３）欧州気候変動・エネルギー政策 
 （４）バイオ燃料 
 （５）IMO船舶燃料硫黄分規制 
 
3. 欧州石油エネルギー業界動向 
 （１）欧州関連政策が石油精製業界に与える影響 
 （２）生き残りをかけた欧州石油各社の対応 
 
4. まとめ 

 



現状 脅威 影響 

船舶燃料のECAと地球規模での硫黄限界 [%] 欧州石油製品需給 ～輸出入バランス～ 
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アジア・中東 
輸出型製油所PJ 

ロシア国内税制変更 
により積極的なアップ
グレーディング計画 

単位：百万t/年 

15-16年は高マージン 

米国需要減＋シェール 
革命による製油所稼働増 

不足の軽油は 
ロシアの粗軽油 
安価に輸入 

マージン圧迫 
要因 

安価な同等 
製品の流入 

輸出先の 
自給自足化 

余剰ガソリンの 
輸出は米国依存 

【出所FuelsEurope Statistical report 2016】 



 50ハールブルク 

Shell -- >閉鎖  

93 ハイデ 

Shell -- >Klesch   

160 ダンケルク 

解体 

117 ティーズサイド 

ターミナル 

精製所売却  

閉鎖 

処理能力の規模を縮小  

220 （-110）Total Lindsey 2016年縮小予定  

80 イェーテボリ 

Shell -- >St1 

70 OMVピテシュティ 

閉鎖／ターミナル 

85 レシュテット 

ターミナル 

ロシア企業が買収 

360 ERGプリオーロ 

100% Lukoil 

150 ヴリシンゲン 

45% Lukoil 

480 Ruhr Oel  

50% Rosneft 

150 ニシュ 

56% Gazprom Neft 

320 モズイリ 

43% Slavneft 

120 ブルガス 

50 プロイエシュチ 

Lukoil 

160 リシチャンスク 

TNK - BP 

90 クレモナ 

ターミナル 

アジア企業が買収 

210 ラベラ50%  

PetroChina 

210 グレーンジマス50%  

PetroChina 

130 Murphyミルフォードヘヴン 
売却方針 

270 Shellスタンロー 

-- > Essar Oil 

210 Chevronペンブルック 

-- > Valero 

260 ヴィルヘルムスハーフェン 

Hestya Energy 

ターミナル 

105 ベール 

閉鎖 

821  

1,720  

276  

1,419  

480  

107 アントワープ 

-- > Gunvor 

162 プティクロンヌ： 

閉鎖 

68 クルシエ -- >  

Varo Holding 

110 インゴルシュタット 

-- > Gunvor 

163 コリトン 

ターミナル 

240 ( - 86)  

ゴンフレヴィル 

80 ボサンスキブロド 

Zarubezhneft 

250 Hellenic Petroleum   

35%株式売却発表 

85 ローマ 

閉鎖 78 ファルコナーラ 

停止 

80 ベネチア 

バイオ燃料Ref 

330 ( - 80)  

フォーレイ 

製油所売却予定  300 

300 サラスサッロク 

21% Rosneft 

55 マントヴァ 

ターミナル 

【 JBC Energyデータ、Concaweデータ、その他情報より作成】 

170 INA  

49%株式売却提案 

ヨーロッパ： 精製業界の整理統合（2009年以降） ('000 b/d) 

260 バイエルンオイル -- >  

Varo Holding 

単位【千BD】 2009年～足元までの製油所閉鎖能力は172万BD 

製油所閉鎖に次いで、ロシア企業（Lukoil, Rosneft, GazpromNeft 等）により買収された先
（原油処理能力141.9万BD）が多く、エネルギー安全保障上の不安要素となりうる可能性も。 

欧州石油精製業界の現状 ~製油所統廃合~ 
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2013年に「特別石油精製フォーラム」を二度開催し、規制に関する議論、 
 Fitness-checkのためのインプットデータの提供、競争力対策等について協議。 
 第４回フォーラムではFitness-checkの中間報告あり。 

欧州石油精製フォーラム第１回～第４回(2013年4月、11月、2014年5月、12月） 

ECエネルギー総局、EC-JRC、加盟国代表、IEA、CONCAWE等が参加。 
EC-JRC※よりFitness-checkの最終結果を報告。 
    ⇒2012年時点のEU規制のコスト影響は0.47€/BBL。 
  

第５回欧州石油精製フォーラム(2015年6月15日） 

欧州石油精製業界の対応 
～石油精製フォーラムとフィットネスチェック～ 

※欧州委員会共同研究センター 

気候変動・エネルギー担当のミゲル・アリアス・カニエテ委員が初参加。 
ECエネルギー総局、加盟国代表、IEA、CONCAWE等が参加。 
今後もEU政府と石油精製業界の対話の場として本フォーラムは継続する見通し。 
 
  

第6回欧州石油精製フォーラム(2016年3月1日） 
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欧州製油所と中東輸出型製油所の競争力比較 

【出所 FuelsEurope】 

2020年以降は 1.74＄/BBLと想定される規制対応コストの影響で 
                   更に競争力格差が拡大 

エネルギーコスト等の製油所競争力で4.4＄/BBLの競争力が劣っている上に 

EU政策 
コスト影響 

中東⇒欧州 
輸送コスト 

2.8＄/BBL 
電気・熱 

保全費・他 

人件費 人件費 

電気・熱 

保全費・他 

7.2＄/BBL 

コスト競争力格差 
4.4＄/BBL 

1.74 
 ＄/BBL       

原油代 原油代 

EU域内製油所 中東製油所 
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生き残りをかけた欧州石油各社の対応  
✔Totalアントワープ  ⇒水素化分解装置新設（2万BPD） 
 ラメデ  ⇒バイオリファイナリーへ  
 ドンジュ ⇒減圧軽油水素化脱硫装置新設（4万BPD） 
 
 
✔Eni  サンナッツァーロ 2.3万BPDのEST水素化分解装置新設 
        ⇒同技術についてTotalと共同研究開発合意 
 ポルト＝マルゲラ ⇒バイオリファイナリー転換済 
  ジェラ    ⇒バイオリファイナリーへ 
 
 
✔Neste ポルボー、ロッテルダム、シンガポールバイオ製油所 
     グローバルにバイオリファイナリーを展開 
 ⇒ボーイング社とバイオJET燃料商業化促進に共同取組開始 
 
 
✔ExxonMobil 
 アントワープ ⇒5万BPDのディレイドコーカーの新設 
 ロッテルダム ⇒５万BPDの水素化分解装置を7万BPDへ拡張 
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生き残りをかけた欧州石油各社の対応 

Totalラメデ製油所（トッパ―能力１５５千BD）  
バイオリファイナリー転換プロジェクト 
投資金額 2億ユーロ 
投資内容 脱硫装置を10千BDの水素化精製バイオ（HVO）製造装置 
     へ転換 
2016年に原油処理を停止し、バイオリファイナリーへ転換予定 
年間５０万トンのHVOを生産。 
（⇒No.1のフィンランドNesteは同2016年までに260万tへ拡大予定） 
 
原料は菜種油やパーム油などの植物油、廃食用油、植物油残渣等の予定 
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生き残りをかけた欧州石油各社の対応 

Eni ポルト＝マルゲラ製油所（旧トッパ―能力１０７千BD） 
バイオリファイナリー転換プロジェクト 

投資内容 脱硫装置を11千BDの水素化精製バイオ製造装置へ転換 
（投資金額 1.4億EUR@1st, 1.7億EUR＠2nd ) 

2014年４月1stステップ稼働開始水素能力ネックにより7.8千BD 
2016年末までに水素製造能力強化を実施し、11千BDへ増強予定 

現在は原料としてパーム油を東南アジアから輸入 
製油所操業中は赤字が続いていたが、バイオ製油所転換後赤字解消 

 
⇒シチリア島のGela製油所も2018年までにHVO生産量15千BD 

 のバイオ製油所へ転換を計画（75万t/年） 

【Eni面談時入手資料より抜粋】 61 



まとめ 

 

✓ ２０１7年の原油価格予想 5３＄/バレル ±１０＄ 

 
 
 

✓ 2020年 ～ 2030年 原油価格予想 ９０＄/バレル ±１０＄ 

 
 
4. 欧州石油精製フォーラムはフィットネスチェック終了後もEU政府と産業界の対話 
  の場として継続（ただし具体的な政府の対応・支援は見込めない）。 
   2020年以降のEU政策コスト影響は1.74＄/BBLと試算され、米国・ロシア・ 
  中東エリアの競合製油所との競争力格差がさらに拡大。 

 
5. 生き残りを模索する欧州石油会社は、需要減退下においても選択と集中による 
  域内製油所への設備投資を実施し、欧州石油精製事業再構築を進めている。 
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ご清聴ありがとうございました。 


