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燃料油セグメント
事業概要
主に中東産油国から輸入した原油を国内 6 カ所
のグループ製油所で精製し、各種石油製品を生産
しています。製品は海上・陸上の物流ネットワーク
を通じて、全国に安全かつ安定的にお客さまへ配
送するほか、海外への輸出も行っています。

SS（サービスステーション）では自動車燃料とし
てガソリン・軽油、暖房用燃料として灯油などを販
売するほか、産業用エネルギーとしては電力会社・
一般産業・航空会社・海運会社などの法人のお客
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海外においては、ベトナム・ニソン製油所、シン
ガポールの現地法人などを拠点に、主にアジア・
太平洋地域における販売ネットワークの強化に努
めています。
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社会課題
■

気候変動対応に伴う温室効果ガス排出量の削減要請

■

エネルギー自給率の低い日本におけるエネルギーセキュリ
ティの確保

■

■

■

新型コロナウイルスの世界的な大流行に伴う需要構造の変化

■

国内の継続的な燃料油需要減による需給バランスの悪化

■

原油調達元の産油国における国際情勢の変化
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強み
■

国内にバランスよく配置されたグループ製油所（6 カ所）
お
よび油槽所ネットワーク

■

人口増加が見込まれる海外においてのエネルギー需要増加

リスク

2019

■ 在庫影響除き ■ 在庫影響込み

国内第 2 位のシェアを誇る SS における共通施策の展開（約

6,400 カ所）
■

地域に密着した経営を行う特約販売店との連携・協力体制

■

創業時より培われた経験や技術の蓄積およびバリューチェー
ンの海外展開

機会
■

アジア太平洋地域を中心とした石油製品の需要拡大

■

地域の生活拠点としての役割を担う国内 SS における新規
ビジネス展開

■

経営統合による効率化・コスト低減などのシナジーの発揮

■

デジタルトランスフォーメーション（DX）
を活用した施策展開
による新規ニーズ開拓

事業環境
2020 年初に起こった新型コロナウイルスの世界的大流行によ

中長期的には、国内の燃料油需要は人口の減少やエコカーの

る経済活動の低迷により、エネルギー需要が大きく減少し、それ

普及などを背景に、2022 年度までに 2018 年度比で年率 1.6%

に伴い原油価格も大きく下落しました。 2020 年中盤時点では、

の割合で減少※し、以降も減少が継続すると見込まれています。

主要産油国の減産の動き、中国や欧州、米国の一部における経

一方で、アジア太平洋地域の燃料油需要は 2030 年までは人口

済活動再開の動きなどがあり、原油価格は回復基調にあるもの

増加などによる需要増が続くと見込まれています。

の、ジェット燃料を中心とした石油製品需要の低迷など、需給へ
の影響が続く見込みです。
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※ 国内需要見通しに関しては、経済産業省資源エネルギー庁の 2019 年度石油製品
需要想定検討会の数字を基に算出

収益基盤事業の構造改革

成長事業の拡大

次世代事業の創出

地球環境・社会との調和

デジタル変革の加速

中期経営計画
日本の経済活動・生活になくてはならないエネルギーを、製油
所の国際競争力の強化と安全安定操業、強固なサプライチェーン
の構築を通じて安定供給するとともに、顧客のニーズを踏まえた
販売施策の展開を進め、強固な収益基盤の実現を目指します。
石油精製では、アジア・太平洋地域で国際競争力を有し、か
つ国内トップレベルの稼働信頼性を持つ製油所の実現を目指し、

おいては EV 充電やライフサービスの提供など、新たな事業モデ
ルの構築を進めていきます。
デジタルトランスフォーメーション（DX）についても事業全体で
導入を進めていきます。具体的には製油所保安業務の高度化、
物流システムの最適化、販売施策への導入など、利便性や効率
性を向上させつつ、現場の人員不足にも対応していきます。

戦略的に投資を行っていきます。さらに、統合により拡大した製

燃料油事業の海外展開については、アジア・太平洋地域にお

油所・事業所間の連携をさらに深め、サプライチェーンにおける

けるトレーディング事業、北米における卸売事業、豪州における

競争力強化を進めていきます。
燃料油販売においては、2021 年 4 月から SS の新ブランドを

卸小売事業のほか、ベトナムにおける小売事業の展開を進めると
ともに、中長期的に需要が拡大すると見込まれる地域において事

展開するほか、今後も地域に根差した事業を行う特約販売店と協

業拡大を図っていきます。ベトナムにおけるニソン製油所につい

働しつつ、商品・サービス施策の統合を進めるなど、より付加価

ては、製油所の安定稼働を継続するとともに、事業基盤の安定化

値の高いサービスの提供に取り組んでいきます。併せて、SS に

に向けてコスト削減などの施策を続けていきます。

SS（サービスステーション）における販売施策の推進と次世代事業の創出

TOPICS

SS ブランドの刷新
「apollostation
2021 年 4 月からSS のブランドの統一を行い、
（アポロステーション）
」として展開を開始します。

スも提供していきます。 SS で受けたいカーサービスをイン
ターネットで予約できる PIT in plus など従来のデジタル

「人が
新 SS ブランドは単なる SS のロゴマークではなく、

サービスを集約するほか、新業態・異業種店舗との連携も可

中心の経営」を掲げる当社が目指す、理想的な「人」の姿を

能となる「統合アプリ」のリリースなど、デジタルの力でお客

体現する「アポロ」をブランドアイコンとしています。
「アポロ」

さまとの接点を飛躍的に増やし、かつ、お客さま一人ひとりの

は、従業員一人ひとりの姿であり、自らがこのブランドを担っ

ニーズに沿ったサービスが提供できるように取り組んでいき

ていることを示す象徴となります。両社が築き上げてきたお客

ます。また将来的には、Wi-Fi 環境を整えたパークスペース

さまに対する信頼を継承しつつ、お客さまの移動体験全体を

の提供、交通弱者に対する小型 EV サービスなどを通して、

支え、そこに喜びや付加価値を提供することで多様化する顧

地域に密着した、地域が求めるニーズを満たすサービスの提

客ニーズを満たす未来型ステーションになりたい、という思い

供を目指します。

から、新 SS ブランドを決定しました。

新ブランドの下、従来の給油やカーケア商品の提供にとど

新 SS ブ ランド認 知 向 上 の た め に、クレジットカード

まらず、地域のお客さま一人ひとりの移動と暮らしを支えるラ

、オイル「apollostation oil」などもリ
「apollostation card」

イフパートナーとして、未来志向の真の「サービスステーショ

リースしていきます。

ン」を目指します。

加えて、新たな取り組みとして、デジタルを活用したサービ

新ブランドデザインのローリー
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日本初の洗車アプリ「AND WASH」
の実証開始

2020 年 4 月から、スマートフォン上にて洗車メニューの設
定・決済ができる日本初の洗車アプリ「AND WASH」の実
証を開始しました。
本洗車アプリは、洗車を利用されるお客さまへのインタ
ビューなどを基に、お客さま目線を徹底的に追求し開発しまし
た。アプリをダウンロードし、会員登録後、洗車コースを事前
に設定します。その後「AND WASH」洗車場に事前設定し
た車で行くと、洗車場に設置されたカメラが車を識別し、洗車
場では車の操作のみで洗車を体験いただけます。
これまでの洗車場で必要な注文機でのメニューの選択・操
作・決済などの操作は不要となり、初めて洗車機を利用され
るお客さまにも、簡単にご利用いただけるサービスです。
今後は利用状況などを分析し、適宜改良を行いながらサー
ビスを進化させ、最終的には本実証実験で得られたノウハウ
を基に、当社 SS などへの展開も含め「AND WASH」サー
ビスを多くのお客さまにご利用いただけるよう推進していき
ます。

「AND WASH」
洗車場外観

次世代カーサービス事業の実証開始

2020 年 4 月から EV カーシェアリング事業「オートシェア」
の実証第二弾を千葉県館山市にて開始しました。 2019 年
8 月に開始した岐阜県飛騨市・高山市での第一弾の実証に
続く取り組みで、当社グループが開発する軽量 CIS 薄膜太
陽電池にて充電を行う超小型 EV を活用し、交通手段の乏

検証を行います。

2020 年 8 月には、複合型 EV 充電サービス「Park & Charge」
の実証を開始しました。 EV 充電、駐車場および Cafe をセッ
トで提供し、EV 充電サービスのニーズや収益性について検
証を進めます。

しい地方部における次世代モビリティ社会の実現に向けた

「オートシェア」
実証に使用されている軽量 CIS 薄膜太陽電池付のカーポート
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「Park & Charge」
実証店舗「Delta EV Charging Station（Yokohama）
」
の
駐車場外観

TOPICS

製油所における競争力強化の取り組み
千葉事業所の設備投資の推進
長期的なコスト競争力向上および国際海事機関（IMO）が定める
船舶用燃料の硫黄分規制への早期対応を目的とした投資として、千
葉事業所の重油直接脱硫装置の効率化改造を行い、2020 年 5 月か
ら稼働を開始しました。今後は高硫黄の C 重油を年間 60 万 kL 削減
するとともに、低硫黄の C 重油を年間 50 万 kL 増産することが可能
となります。また、流 動 接 触 分 解 装 置の重 油 分 解 能 力 向 上 投 資
（RFCC 化）を行い、設備増強によるコスト競争力強化を進めていき
ます。
千葉事業所

製油所間連携の強化（東京湾連携）

C 重油の削減を目的とし、千葉事業所で副生されるアスファルト留
分を京浜・京葉地区の製油所の分解装置で処理できるようオフサイト
改造を実施し、2020 年度から運用を開始しました。
今後も製油所各地におけるエリア別戦略を実施するほか、燃料油留
分の石油化学製品への活用拡大、輸出能力増強などの経営戦略を遂
行しつつ、統合シナジーの最大化を図る取り組みを進めていきます。

TOPICS

AI 導入によるサプライチェーンの高度化の取り組み
油槽所の出荷予測に AI の導入

2020 年初に油槽所および共同油槽所 28 拠点において、石油製
品の在庫管理業務における出荷予測への AI 導入を開始しました。出
荷予測を行う在庫管理システムは出荷実績やマーケット、気象情報な
どのデータ学習に基づいて出荷予測を行うもので、データの可視化
により、従来熟練者の経験などを頼りに行っていた在庫管理業務の
適正化・業務効率化を進めました。 2020 年中には 46 拠点への導
入拡大を予定しています。
貞山塩釜油槽所

配船計画策定における AI の活用
従来、熟練担当者の経験や職人技に依存して策定していた配船計

輸送効率

計画時間

20% 向上

画について、2020 年 6 月に第一弾となる作業の自動化・輸送効率
の改善に向けた実証実験を完了しました。

1/60

実証においては、従来の 60 分の 1 となる 1.5 〜5 分で 1 カ月分の

削減

配船策定ができ、かつ安定供給を実現しつつ輸送効率を最大約 20％
改善できる配船計画の作成に成功しました。今後は製油所・油槽所・
船舶の数をさらに増やしたモデルでの検証およびシステムの仕様検
討を開始し、2021 年の運用開始を目指します。

従来オペレーション

AI 最適化

従来オペレーション

AI 最適化
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