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 ＪＸグループの誕生

統一ブランド：

会社概要

石油精製販売事業

石 油 開 発 事 業

金　属　事　業

新日鉱ＨＤ

新日本石油

2010年4月、ＨＤ設立　　同年7月、中核事業会社設立
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「JX」は、グループの基本的な理念を象徴する名称です。

「J」は、日本を代表する世界有数の「総合エネルギー・資源・素材企業グループ」を、
「X」は、未知への挑戦、未来への成長・発展、創造性・革新性などを、

それぞれ表しています。

会社概要

 ＪＸグループの理念
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上場子会社

ＮＩＰＰＯ
東邦チタニウム

　　　　　

共通機能会社

個別事業会社

約36%　(国内1位)

262万ﾄﾝ/年　(アジア1位)

約13万ﾊﾞｰﾚﾙ/日

英国北海、米国ﾒｷｼｺ湾

中東、東南アジア など

世界各地で事業を展開
世界シェア1位の製品群

約10万ﾄﾝ/年

117万トン/年

石油精製販売 石油開発 金　　属

国内燃料油　販売シェア

ﾊﾟﾗｷｼﾚﾝ（石油化学品）供給能力

原油・天然ガス　権益生産量 銅地金　生産能力

銅鉱山　鉱石権益生産量

電材加工

 ＪＸグループの事業体制

会社概要

両社事業を３つの中核会社に再編
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（億円） （億円） （億円） （億円）

90,080 96,344 107,239 111,100 

1,304 3,344 3,279 2,100 

569 793 799 800 

1,873 4,137 4,078 2,900 

（うち在庫影響） (2,026) (576) (1,165) (▲100)

在庫影響除き経常利益 ▲153 3,561 2,913 3,000 

　石油精製販売事業 ▲1,358 1,965 1,128 1,370 

　石油開発事業 490 595 975 900 

　金属事業 454 703 632 500 

　上場子会社他 261 298 178 230 

▲353 ▲65 ▲533 ▲290 
  

731 3,117 1,706 1,400 

2009年度
（実績）

売上高

営業利益

営業外利益

経常利益

特別利益

当期純利益

＊1 2010年度
（実績）

2011年度
（実績）

2012年度
（見通し）

 2009～2011年度決算と2012年度見通し

会社概要
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米国メキシコ湾

英国(北海)

日本

カナダ

ベトナム
ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
マレーシア

原油・天然ガス生産量
（2011年実績、原油換算量）

活　動　エ  リ  ア

米国　　　　　　４

カナダ　　　　１４

英国　　　　　　９

東南アジア　　８１

オセアニア　　　７

中東　　　　　１２

合計　　　　１２８　千ﾊﾞｰﾚﾙ/日

 石油開発事業

会社概要

世界各地で原油・天然ガスを生産

UAE/カタール

コア事業国

準コア事業国
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パンパシフィック・カッパー
＜66％＞

LS-ニッコー･カッパー
＜39.9％＞

45万トン/年 

佐賀関製錬所(大分)
日立精銅工場(茨城)

16万トン/年
日比共同製錬

玉野製錬所（岡山）

56万トン/年

温山工場（韓国）

 ロス・ペランブレス
　　　　　　（チリ）

<15%>

銅鉱山

 エスコンディーダ
　　　　　　（チリ）

 コジャワシ
　　　　　　（チリ）

<3%>

<3.6%>

  銅製錬所　
（銅地金生産能力：117万トン/年）

世界5位

世界1位

世界4位

銅粗鉱
銅品位 1％前後

銅精鉱
銅品位
約30％

銅地金
銅品位 99.99％

電線

電子製品の
配線材料

（電子材料）

 金属事業

会社概要

銅を中心に鉱山から電子材料まで一貫した事業展開
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生活に不可欠な各種石油製品を供給 石油精製販売事業①
会社概要
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ＪＸエネルギー＝「エネルギー変換企業」

一次エネルギーを安定的に調達し、お客様が使いやすいようにエネルギーを
効率的に「変換」してお届けするだけでなく、それを安全・安心にお使い頂くための
トータルなご提案を行うことが、私たち総合エネルギー企業の役割だと考えています
。

最終エネルギー一次エネルギー 変　換

石　油

お
　
客
　
様

ガソリン

灯　油

ＬＰガス

都市ガス

・・・

石　炭

天然ガス

電　気

その他（熱）
効率の良い機器

の
開発・展開

ＬＰガス

 石油精製販売事業②　　　～総合エネルギー企業の役割とは～

会社概要



2012年7月：電力システム改革専門委員会　『電力システム改革の基本方針』より

11

ご参考
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川崎天然ガス発電

発電規模 40万kW×2基

発電方式 ガスタービン複合発電

発電燃料 天然ガス

1号機2008年4月

2号機2008年10月

ＪＸ日鉱日石エネルギー・・・51％

東京ガス・・・49％

運転開始

出資会社

○燃料調達の優位性、ガス化複合発電

　など先進技術を活かし、各所にて

　新電力 （持分ベース54万kW）、

　IPP事業（84万kW）を展開。

○特に2008年度からは、新電力向けの

　大型発電所である川崎天然ガス発電所

（持分ベース41万kW）の運転を開始。 

ＪＸの電力事業　（ＪＸ金属分は除く）

新電力電源

当社シェア

新電力　　　　５．７％
（販売電力量ベース）

ＩＰＰ電源　１２．７％
（発電容量ベース）

会社概要
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○水島（岡山県倉敷市）・八戸（青森県八戸市）にＬＮＧ基地を保有し、

　天然ガス事業に参入。（天然ガス取扱量　約１２０万t/年）
 

ＪＸの天然ガス事業

ガス事業の規制緩和と当社（ＪＸ）の動き

１．会社概要



２．石油業界が考えるエネルギー政策とは

　＜石油連盟の主張①＞

[２０１１年]

　９月 １次提言

　　　　　①エネルギー政策の３Ｅの同時達成は重要であるが優先順位の

　　　　　　明確化が必要、最終消費者への供給確保を含めた広義の

　　　　　　「安定供給の確保」をエネルギー政策の優先目標とすべき

　　　　　②緊急時対応力に優れる「石油」を再評価し、基幹エネルギー

　　　　　　としての位置付けを高めるべき

１１月 ２次提言

　　　　　国民生活・国民経済を支える基幹エネルギーとして、

　　　　　以下２点を推進　　

　　　　　①災害など緊急時対応力の強化（短期的対応）

　　　　　②石油の安定需要の確保（中長期的対応）

14



　＜石油連盟の主張②＞

[２０１２年]

　１月 石油のサプライチェーンの維持・強化のための石油

　　　 の安定需要の確保に向けて（３次提言）
　　　　　①暖房・給湯・輸送部門における石油利用の維持・推進

　　　　　②系統電源における石油火力の安定的な稼働

　　　　　③天然ガスシフトありきの政策の見直し（ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの確保）

　２月 石油の安定需要確保による石油のサプライチェーン

　　　 の維持と石油火力の位置付け向上（４次提言）
　　　　　①安定需要の確保によるサプライチェーンの維持

　　　　　②石油火力の平時からの安定稼働

　７月 今後のエネルギー政策に望むこと（５次提言）
　　　　　①災害に強い分散型・自立型の省エネルギー社会の構築に向けて

　　　　　②エネルギー間の公平な競争促進に向けて

　　　　　③将来の電源構成のあり方、ガス事業の規制改革に望むこと
15

２．石油業界が考えるエネルギー政策とは
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【石油業界の主張　～まとめ～】
　
◆石油を「分散型・自立型エネルギー」として明確な位置づけを
　○石油＝利便性・可搬性・貯蔵性に優れたエネルギー

　　　　　　　　石油の長所①＝　 国内災害対応力の高さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②＝　海外からの供給途絶対応力の高さ　　　　　　　　後述
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③＝　供給弾力性の高さ

　○石油＝将来的にも、日本経済を支える基幹エネルギー（一次エネの４割弱）

◆エネルギー間の公平な競争環境（イコールフッティング）の構築
　○天然ガスパイプライン構想に対する意見

　　　　　　　　　　　　　　　　次頁以降へ

３．石油業界が考えるエネルギー政策とは



①国内災害対応力の高さ

石油の供給安定性について（東日本震災対応など） （注1）発災後3日間（72時間）を想定。

国内災害対応
（初動対応力）（注

1）

　電気・ガスの供給がストップする中で、

　●病院など重要施設の自家発用燃料

　●緊急物資の輸送用・ケガ人の搬送用燃料

　●避難所等の暖房用燃料等の供給要請が殺到
　

自立分散型エネルギーとして、

可搬性・貯蔵性に優れた「石油」で対応

17

日付 都市ガス 石油
発災後 復旧率 主な復旧作業

3/12 2日目 0.2% 閉栓作業開始
（供給再開に向

けた安全確保）

未明より緊急要請先へ出荷開始
（日本海側・関東等からも陸送）

3/13 3日目 1% ドラム缶で避難所等へ出荷開始

3/17 7日目 9% 塩釜油槽所（仙台近郊）出荷再開

3/23 13日目 12% 仙台復旧開始

4/6 27日目 58% SS空白地域対策として、ポータブル給油機
の設置(南三陸町他)

4/10 31日目 72% 石巻復旧開始

4/16 37日目 95% 仙台復旧完了
（復旧まで25日）

5/4 55日目 100% 石巻復旧完了

日付 都市ガス 石油
発災後 復旧率 主な復旧作業

3/12 2日目 0.2% 閉栓作業開始
（供給再開に向

けた安全確保）

未明より緊急要請先へ出荷開始
（日本海側・関東等からも陸送）

3/13 3日目 1% ドラム缶で避難所等へ出荷開始

3/17 7日目 9% 塩釜油槽所（仙台近郊）出荷再開

3/23 13日目 12% 仙台復旧開始

4/6 27日目 58% SS空白地域対策として、ポータブル給油機
の設置(南三陸町他)

4/10 31日目 72% 石巻復旧開始

4/16 37日目 95% 仙台復旧完了
（復旧まで25日）

5/4 55日目 100% 石巻復旧完了

自立分散型エネルギーとしての可搬
・貯蔵性を活かし迅速に初動対応

被災者のニーズに応じて
場所を問わず広域に供給

主要供給拠点の早期復旧
⇒供給量の拡大

供給困難地域の早期解消

※普及率には、地震・津波等で倒壊した家屋等を含まない。データは日本ガス協会ＨＰ等より
※SS空白地域とは、津波による壊滅的被害で、10km圏内に営業SSがない地域

被災地での、生死を分ける

『震災直後の初動期間』において、

石油は非常に重要な役割を果たしました。

　　　　　　→　作文コンクール受賞作品ご参照
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出所：経済産業

省

ご参考

　　　　　　　　2012年6月：総合エネルギー調査会基本問題委員会（第27回会合）
　　　「資源・燃料の安定供給の課題と今後の対応（参考資料）」より

｜　　　3月
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　　②供給途絶対応力の高さ

　
石油 都市ガス

国内備蓄
（在庫）水準 約200日 10～20日

（注2）

備蓄の容易性 容易 困難

供給途絶対応
（国内備蓄体制）

（補足）石油は、3/14、3/21の2度にわたって民間

　　備蓄義務を引き下げて、 「石油」の供給力を維持

（注2）一般ガス事業者等・電気事業者の

　　　　在庫日数（各種統計より試算）

石油備蓄の現状

　 　
国家備蓄 民間備蓄 合計

　 　 113日分 84日分 197日分
備蓄量・水準 原油 5,012万KL 原油 1,879万KL

8,688万KL
　 　

製品（灯油） 13万KL 製品 1,784万KL

想定する
主な緊急時

中東からの輸入途絶、国際協調、事故・トラブルなど

（注）備蓄量・水準は2012年3月末現在。



 福島第一原発事故以降、原発の順次停止による電力不足を補うため、石油燃料は短期間の
間に図抜けた供給弾力性を発揮。

　　　　　→　石油火力を「供給安定型電源」として位置付け、将来的にも活用を

③供給弾力性の高さ

東日本大震災以降の発電用燃料と発電電力量の推移
（千t・千KL)

（千万kWh）

石油需要（3.1倍）

LNG需要（1.4倍）

（注）石油、LNG需要の倍数は

　　　いずれも2011年3月対比

20
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エネルギー産業はボーダーレス、相互参入可能な体制を

　（競争促進によるお客様の利用メリット向上）

　エネルギー間の公平な競争環境（イコールフッティング）の構築

○公益部門と非公益部門の峻別を

　　　公益部門　　⇒　誰でも利用可能な中立性・公平性の担保を

　　　非公益部門　⇒　競争原理が確実に働く仕組み作りを

○電力システム改革同様、天然ガス事業も規制改革を

２
０
１
２
年
６
月

　
天
然
ガ
ス
シ
フ
ト
基
盤

　
整
備
専
門
委
員
会

　
報
告
書
（
抜
粋
）

＜24ページ（Ⅵおわりに）より＞

…（広域天然ガスパイプライン）ネットワーク整備が進展すると
ともに、電力、ガス、石油等の垣根を越えた総合

　　エネルギー企業が増えてくることも考えられる。

…天然ガスシフトの基盤整備に併せて、電力やガスをめぐる制
度の在り方を見直し、環境を整備することも必要になってくる。



1995年
　・200万m3以上小売自由化
　・託送供給制度導入
1999年
　・100万m3以上小売自由化
　・託送供給制度の法定化

天然ガス事業の規制改革について

 今後のエネルギー政策は、国民負担の軽減（消費者利益の拡大）を図る観点から、「エネル
ギー供給の効率化」を進めることが重要。

 そのためには、石油・ガス・電気などエネルギー間の公平な競争を促進し、消費者の方々が

　　エネルギー・供給事業者を自由に選択できる市場を整備することが重要。

1996年
　・輸入自由化
　　（特石法廃止）
　・小売参入規制撤廃
　　（揮販法廃止）
2001年
　・参入規制廃止
　　（石油業法廃止）

石　油 都市ガス

●電力システム改革専門委員会で、

　①発送電分離
　②小売自由化のあり方　

⇒事業規制・参入
規制は残ったまま

電　力
1995年
　・特定電気事業制度創設
　　（特定地点の小売開始）
1999年
　・特別高圧小売自由化
　　（2000kW以上）
　・託送ルールの整備
　　　　　　　　　 …

⇒完全自由化済

…

石油・電力・都市ガスの規制緩和の進展・検討状況

⇒事業規制・参入
規制は残ったまま

検討は開始
されていない

について同時に議論中
22



 広域天然ガスパイプライン整備の前に、消費者の選択肢の拡大、天然ガス事業の透
明性・利便性を高めるための規制改革が必要であると思料。

 そのためには、電力システム改革と同様に、天然ガス事業の規制改革に関する検討
会を設置し、以下の課題についての速やかな検討開始に期待。

消費者利益の拡大に資する規制改革に関して検討すべき課題（案）

ステップ1：ガス料金制度のあり方 ステップ2：ガス供給インフラのあり方 ステップ3：小売の自由化範囲のあり方

安定供給と保安確保とは無関
係の費用（広告宣伝費など）の
扱い、その他原価の扱い

最近のガス供給実態（大口需
要の販売量増加等）を踏まえ、
これまで「最大流量比」で大口
／小口部門へ配賦されてきた
原価について、「販売量比」に
見直すなど

家庭（小口）と産業（大口）
向けの料金体系の是正

消費者の選択肢の拡大

（第三者の公平・公正な利用の促進）

公益事業として総括原価方式
で形成されてきた一般ガス事
業者の保有するパイプライン・
LNGターミナル等について、全
面開放を含めたより公平性・透
明性の高い制度のあり方

消費者の選択肢の拡大

家庭用を含めた小売りの自由化
範囲拡大のあり方

天然ガス事業の規制改革について（つづき）
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　広域天然ガスパイプライン構想について

 系統エネルギーである都市ガスの災害対応力の脆弱性を踏まえれば、広域天然ガス
パイプライン整備は「エネルギー安全保障・安定供給」の強化につながらないのでは
ないか、と思料。

 国民経済的観点から、パイプライン投資は、今後とも投資採算性を勘案して判断すべ
きであり、エネルギー間の公平な競争を阻害するような国の関与の強化は最小限に
止めるべき、と思料。

広域天然ガスパイプラインの整備効果に関する疑問
（第4回天然ガスシフト基盤整備専門委員会の資料について）

疑問１　本当に価格低減効果が得られるのか？

疑問２　本当にセキュリティ効果はあるのか？

疑問３　採算性の見通しが甘いのではないか？

　　　　　 多大な国民負担をもたらすのではないか？輸入基地が変更されたり、輸入ロットが大きくな
るだけで、LNGの輸入価格が下がるのか？

 LNG輸入価格が高いのは、単なる調達価格の
差ではないのか？

広域ガスパイプラインの整備は、家庭用など最
終消費者への安定供給の確保に寄与しないの
ではないか？

セキュリティ効果の真偽を含め、定量的分析を行
うべきではないか？

 石油系燃料からの転換、天然ガスコジェネの普及
、託送料金収入など、事業収入の見通しをもっと
詳細・慎重に評価すべきではないか？

 事業収入、価格低減効果やセキュリティ効果の見
通しが不透明な中で、2兆円もの設備投資の採算
性は確保できないのではないか？
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一部繰り返しになりますが・・・

○２０１２年６月の『天然ガスシフト基盤整備専門委員会』報告書には、

　広域天然ガスパイプラインの整備にあたっては、国が整備基本方針を策定し

　民間事業者がその方針に基づき事業投資を進めることに期待する、とある

　ものの、それが遅々として進まない状況となった場合には、規制強化を含めた

　国の関与の強化を検討する・・・と記載。

○万一、実際に国が関与を強化する状況となった場合においても、その巨額な

　投資額や高い回収リスクに鑑み、コスト負担方法については、国民負担の増加を極力
回避し、納得性のあるものとする必要あり。

　またそのパイプライン資産は、国が関与する以上は「公益部門」として

　全ての事業者が公平に利用出来るもの（＝オープンアクセス）であるべき。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　「総括原価方式で設置されたものは、すべてオープンアクセスとするのは当然」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2012.12.6　柏木 東工大教授の発言＠電力システム改革専門委員会）

広域天然ガスパイプライン構想について（つづき）



　まとめ

今後のエネルギー政策は、災害対応力を含めた

　「エネルギー安全保障・安定供給の確保」を最優先に検討すべき、と考えてます。

また、今後のエネルギーミックスは、原子力依存度の低減等に伴って、

　「石油など化石エネルギー」比率が高まることを踏まえ、これまで以上に

　「化石エネルギーの効率的供給」の重要性が高まると考えております。

その中で、国民負担の軽減（消費者メリットの拡大）を図るためには、

　石油・ガス・電気などエネルギー間の公平な競争を促進し、消費者の方々が

　エネルギー・供給事業者を自由に選択できる市場を整備することが重要、と

　考えてます。

そのためには、電力システム改革と同様、天然ガス事業についても、

　消費者メリットの拡大のために規制改革に向けた検討を早急に開始して

　いただくことを提案します。
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規制緩和の変遷

１９６２年　石油業法

１９７７年　揮発油販売業法

１９８６年　特定石油製品輸入暫定措置法

１９９６年　特石法の廃止（石油製品の輸入自由化）

２００１年　石油業法の廃止

27

＜第１段階の規制緩和＞

１９８７年　二次精製設備許可の弾力化

１９８９年　ガソリンの生産枠（ＰＱ）指導の廃止、灯油の在庫指導の廃止

１９９０年　ＳＳ建設指導と転籍ルールの廃止　他

＜第２段階の規制緩和＞

１９９６年　品質確保法（揮発油販売業法の改正）、石油備蓄法改正

１９９７年　石油製品輸出承認制度見直し、ＳＳの供給元証明制度の廃止

１９９８年　有人給油方式のセルフＳＳ解禁

ご参考：石油業界が辿った道



燃料油内需の減少
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出所：経済産業省「資源・エネルギー統計年報」

単位：万ＫＬ

ご参考：石油業界が辿った道

58.5％

11.2％

19.6％

29.2％



ＳＳ（サービスステーション）の減少

　＜揮発油販売業者数・ＳＳ数推移＞
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出所：資源エネルギー庁

ご参考：石油業界が辿った道



（２０１２年９月現在）

コスモ石油

出光興産

日本石油

大協石油

丸善石油

旧コスモ石油

九州石油

日本鉱業

共同石油

昭和石油

シェル石油

エッソ石油

モービル石油

東燃

ゼネラル石油

太陽石油

三井石油

日石三菱

ジャパンエナジー

出光興産

コスモ石油

昭和シェル石油

太陽石油

三井石油

東燃ゼネラル

グループ

新日本石油

エクソンモービル

昭和シェル石油

東燃ゼネラル石油

ＪＸエネルギー

１９９９年４月合併 ２００２年７月社名変更

２００８年１０月合併

２０１０年７月設立

１９９２年１２月合併 ２０１０年４月統合

１９８６年４月合併

１９８５年１月合併

２００２年６月合併

２０００年７月合併

三菱石油

その結果、石油元売業界に何が起こったか？
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１７社から
７社体制に

石油元売の集約化・合理化が加速

ご参考：石油業界が辿った道
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ご清聴ありがとうございました
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