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はじめに 

 

我が国の高度経済成長期に発生した深刻な公害の解決に向けて、環境関連法令の整備が進めら

れてきたとともに、自治体と企業の間で公害防止協定が締結され、大気汚染、水質汚濁、騒音・

振動といった産業公害の防止に寄与してきた。 

宇部市では、全国に先駆ける形で、民間企業と地域住民を含む自治体との話し合いの場がもた

れる等、地域における企業活動の継続と環境対策に向けて協議が重ねられ、その後の公害防止協

定へとつながっている（宇部市 HP：宇部方式の歩み https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/ 

kankyouhozen/Kokusaikankyou/1002753/1002755.html）。 

こうした公害防止協定では、企業の実態に応じて、企業が自主的に取り組む公害防止に向けた

排出基準値等に地域で合意しており、その達成に向け、集じん装置や排煙脱硫装置等の環境対策

設備が、企業による自主的な取組により開発・導入されてきた経緯がある。 

このような取組の成果として、我が国における公害問題は、解決の方向へと歩みを進め、世界

をリードする環境技術の先進国となった。 

そうした状況にあっても、公害問題という苦い経験を持つ我が国においては、産業公害の防止・

低減に向けた取組は、引き続き、重要な政策課題であるとともに、近年では、地球温暖化をはじ

めとした新たな環境問題への対応やコロナ禍の影響で不確実性が高まる中、その環境の変化に対

応し、事業活動における環境管理の高度化、多様化が求められている。 

環境配慮の多様化が進む中、環境管理の高度化に向け、環境と成長の好循環につなげるための

新たなビジネスと捉え、デジタル技術の活用やカーボンニュートラルに向けた取組等、新たなビ

ジネスの創出が出始めている。 

こうした中、更なる環境負荷の低減を求める社会的ニーズの高まりを受け、事業者の自主的な

取組への期待は拡大している。 

こうした状況を踏まえ、本事業では中国地域における環境管理の実態を調査するとともに、事

業者・自治体のインセンティブの在り方を評価し、デジタル技術を活用した環境管理の方策等に

ついて検討・整理することにより、産業公害防止・低減を図ることを目的とした。本調査が、中

国地域で環境ビジネスに取り組む企業の技術開発の促進と競争力強化、並びに産業公害の防止・

低減につながることを期待する。 

 

最後に、本報告書の作成にあたりご協力いただいた関係機関の皆様、アンケート調査、ヒアリ

ング調査にご協力いただいた団体、企業の皆様方に厚くお礼を申し上げる。 

 

中国経済産業局   

環境・リサイクル課 
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第1章 デジタル技術を活用した環境管理の現状等の概要 

1.1 デジタル技術を活用した環境管理の考え方 

これまでも企業は、公害防止対策をはじめとする周辺環境への影響に配慮しながら、事業活動

を行ってきた。しかしながら、近年の世界経済の成長に伴い、海洋プラスチック問題や、地球温

暖化問題への注目が急速に高まっており、事業活動における環境管理の高度化、多様化が求めら

れている。この概念は、SDGs の「ゴール 7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「ゴール

9:産業と技術革新の基盤をつくろう」、「ゴール 12:つくる責任、つかう責任」、「ゴール 13:気候

変動に具体的な対策を」、「ゴール 14:海の豊かさを守ろう」、「ゴール 15:陸の豊かさも守ろう」

でも明確に示されており、これを認識しない企業は地域社会から受け入れられなくなっていく。

経済活動を行っていく上で、企業の責務として、環境配慮の社会的責任（CSR）を全うすること

が求められている。 

環境管理の高度化を図るためには、従来の公害防止に捉われない多様な取組が必要となる。あ

らゆる事業活動において、それぞれに応じた持続可能な取組が求められており、大気、水質、騒

音・振動、臭気、化学物質、土壌汚染、地球温暖化、生物多様性等に対応していく必要がある。

環境配慮の多様化が進む中、企業では、環境管理のレベルをこれまでの公害防止の延長ではなく、

環境と成長の好循環につなげるための新たなビジネスと捉え、経営戦略・事業戦略に位置づけて、

これを進めていく必要がある。 

また、環境管理をより効果的かつ効率的に推進するためには、デジタル技術の活用がカギとな

り、こうした中での対応は、あらゆる事業者にとって、新たな付加価値を創出する機会となる。 

事業活動におけるデジタル技術の導入により、多様な環境管理データの見える化、集約化、蓄

積を図り、そのデータを活用することでプラント管理の予知保全が可能となる。予知保全に取り

組む結果、環境負荷低減、資源効率利用、生産効率向上、設備稼働率向上、省人化、省エネ化、

脱炭素化等の定量的な評価が可能となる。また、情報公開を根源とした地域との信頼、連携の構

築により、地域の環境を自ら守るという自治意識のもと、調査データに基づくリスクコミュニケ

ーションの高度化を図り、法令や罰則に頼ることなく、自主的な取組を実現し、公害防止と環境

問題の解決を図っていく自主的な活動を促すことが重要である。 

自主的な環境管理は、SDGs の達成、ISO14001、環境マネジメントシステム（EMS）、カーボン

ニュートラルへの取組等の企業の社会的責任を果たすことにつながり、企業価値の向上に直結す

るとともに、持続可能なまちづくりの実現も期待される。 
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1.2 SDGsについて 

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称である。SDGs は

2015年 9月の国連サミットで採択され、国連加盟 193か国が 2016年から 2030年の 15年間で達

成するために掲げた目標である。17 の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169 の

ターゲットで構成されている。 

特にデジタル技術の活用と環境管理の視点においては、「ゴール 7:エネルギーをみんなにそし

てクリーンに」、「ゴール 9:産業と技術革新の基盤をつくろう」、「ゴール 12:つくる責任、つかう

責任」、「ゴール 13:気候変動に具体的な対策を」、「ゴール 14:海の豊かさを守ろう」、「ゴール 15:

陸の豊かさも守ろう」として、明確に示されている。 

 

 

図 1-1 SDGs（持続可能な開発目標）における 17の目標 
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1.3 企業における環境管理の現状 

1.3.1 環境対策の変遷 

我が国では昭和 30年代以降、公害対策基本法、公害防止管理者法等の制定をはじめ環境対策、

また事業者においても様々な取組が行われてきた（図 1-2参照）。昭和 42年に公害対策基本法、

昭和 43 年には大気汚染防止法等が制定され、昭和 45 年には新たに水質汚濁防止法等の制定や

改正が行われ、公害に対する法令整備が進められた。昭和 50年頃になると汚濁の著しい閉鎖的

海域の水質を確保するため、水質総量規制制度が導入され、大気汚染対策として窒素酸化物の

総量規制が導入された。平成 5 年には、それまでの公害対策基本法が廃止され、自然環境保全

も取り入れた環境基本法が制定された。その頃に「予防原則」による未然防止の考え方が一般

化し、企業の「自主的取組」が本格化した。その後、環境影響評価法、土壌汚染対策法等が制

定され、近年ではデータ改ざん等の不適正事案に対応するために大気汚染防止法や水質汚濁防

止法が改正されている。また、平成 27年には新たに「水銀による環境の汚染の防止に関する法

律（水銀汚染防止法）」が制定されている。 

その結果、現在では環境問題への社会的な関心が、産業型公害から都市生活型公害、化学物

質管理、循環型社会への対応、地球温暖化対策へと広がってきており、事業者の一層の自主的

取組が求められている。 

 

 
図 1-2 我が国における環境対策の変遷 

出典；企業における公害防止管理の在り方に関する調査報告書 平成 28 年 3 月 経済産業省 
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1.3.2 環境法規制について 

公害防止対策の基本となる法律は、「環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）、施行日：平成 30

年 12 月 1 日（平成 30 年法律第 50 号による改正）」である。この法律で、「公害」は次のよう

に定義されている。 

「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当

範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを

含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを

除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人

の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。 

また、環境基本法における環境の保全上の支障を防止するための規制を次頁より整理する。 
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表 1-1 公害防止に関する主な環境法規制の整理 
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1.3.3 調査にあたっての環境保全協定に関するプレヒアリング 

公害防止協定を交わしている企業と自治体に対し、プレヒアリング調査を行い、事業遂行の前

段で公害防止協定や環境管理の現状について把握した。 

自治体・企業は、本事業の公害防止のベストプラクティスとされる「宇部方式※1」より、「宇

部市」、「宇部興産株式会社」とした。 

 

※1 宇部方式 

宇部市は、戦災により市街地の大半を焼失したものの、再建にかける市民の熱意と石炭景気に

支えられ、戦後順調な復興を遂げたが、産業の発展とともに、企業の石炭使用量が増加し、ばい

じん汚染が大きな問題となった。そこで、市民の生活環境を守るため、1949年（昭和 24年）に

「宇部市降ばい対策委員会」が設置され、1951年（昭和 26年）には、全国に先駆けて、条例に

基づいた「産・官・学・民」からなる「宇部市ばいじん対策委員会」を設置し、相互信頼と協調

の精神をもって、話し合いによる、全市民が一体となった「宇部方式」といわれる独自の公害対

策の取組を積極的に展開し、ばいじん汚染の克服に努めた。 

 

「宇部方式」は、情報の公開を基礎に、地域の「産・官・学・民」の四者が相互信頼、連帯の

精神に根ざして、一体となって、自分たちが住んでいる地域社会の健康は自分たちで守ろうとい

う自治意識のもと、科学的調査データに基づく話し合いによる発生源対策を第一主義に、法令や

罰則に頼ることなく、むしろそれらを先取りあるいは更に進める形で、公害の未然防止と環境問

題の解決を図ろうとする地域ぐるみの自主的な活動を基本理念としている。 

「市民、企業、学識者、行政」の役割分担による連携、つまりパートナーシップを核としてい

る「宇部方式」は、近年、都市生活型公害や地球環境問題を解決する手法としても注目されてお

り、1998年（平成 9年）に「宇部方式」の精神を盛り込んだ「宇部市環境基本計画」を策定し、

2010 年（平成 22 年）にはこの計画を改定した「第二次宇部市環境基本計画」を策定している。

この計画に基づき、「豊かな自然と住みよい環境をはぐくみ、持続可能な社会をめざすまち」の

実現に取り組んでいる。 

出典；宇部市 HP 

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/kankyouhozen/kankyoukyouseitoshi/1002610.html 
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(1) 宇部市 

1) ヒアリング先 

宇部市 環境政策課 

 

2) ヒアリング結果 

(a) 地元企業等との「環境保全協定」の概況 

・環境保全協定：市内企業 31社、環境保全細目協定：15社。 

・環境保全細目協定は、大企業を中心に大気汚染、排水、騒音等の数値を目標として決

められた協定。環境保全協定には数字目標はない。 

・環境項目は大気、水質、騒音・振動、悪臭、CO2、廃棄物等、環境問題といわれる基本

的なものについては一通り網羅している。 

・法的な規制を遵守することが前提で、協定値は法的な基準以上の数値で、努力するこ

とで達成できる企業にとってある意味限界に近い数値を設定している。法的な基準数

値の 10 分の 1、30分の 1となる場合もある。 

 

(b) 立ち入り検査の状況 

・主要施設については、市が立ち入り検査し、毎年数回測定している。立ち入り検査の

結果、環境白書等を通じて市民に公表している。 

・大気、ばい塵検査が 5 施設となる。5 施設は選定されたガス量や排出量等、負荷量が

多い施設。 

・水質は年 2回、宇部市に存在する各企業 45個の排水全て行う。協定項目がメインにな

るが pH※1、SS※2、COD※3、窒素、リンといった基本的な事項を始め、有害項目の検査を

年 3回実施。 

※1；水素イオン濃度、※2；浮遊物質量、※3；化学的酸素要求量 

・騒音は全企業が対象で、調査地点は 110か所。昼夜、年 2回。 

・臭気は、協定項目として入っている 9 施設。敷地境界の悪臭物質の検査。法に基づく

検査になるがアンモニアとスチレンを各 2回。 

・市で騒音計を所持しているため騒音を除き、基本的に検査は委託している。 

 

(c) 環境管理に関する情報公開の在り方 

・市で立ち入り検査や計測したデータは関係部署のデータも含めて、年 1 回、年度毎に

環境白書として公開している。 
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(d) 環境管理に関する地域関係者とのコミュニケーション 

・レスポンシブルケア活動として、地元民を迎えて工場見学や環境活動、防災対策につ

いてコミュニケーションをはかる化学企業と対話する会が企業主催で開催されており、

市も協力という形で参加している。宇部興産やセントラル硝子等、幹事企業が持ち回

りで開催している。 

 

(e) 環境関連業務が多様化する中での、立ち入り検査への影響 

・予算の問題で、排水調査や大気検査における検査回数や検査施設が減少している。 

・検査を通じて企業に出向きコミュニケーションをとることは企業との信頼関係の構築

にも繋がるため、可能であれば増やすことが望ましい。 

 

(f) 人員不足や技術的な課題 

・1970 年代頃に公害対策に携わっていたベテラン職員は 15 年程前に退職した。環境管

理は専門性が高く異動等がある中、短期間で理解することは難しい。採取したサンプ

ルの測定結果がどの様に出るか等、深く理解している職員は少ない。 

 

(g) 異常時の対応について 

・企業側で異常値が出た際、迅速に連絡いただくよう要請している。例えば劇物や油等

の危険物が流出した際には企業から消防へ連絡がある。 

・異常値の発生の中でも小さなイレギュラーな事例は年に何度かある。 

・現在は企業からの連絡を待つスタンスのため、企業が自動計測しているデータをパス

ワード入力等で市が確認できる、異常値が発生した際に市にメールが入る等の仕組み

があれば対処もより早くなると考えている。 

・例えば大気の自動測定結果と天気予報等を組み合わせてどう拡散されるか、油が海域

に流出した際にどの様に流れるのか等のシミュレーション結果を確認できるようなも

のがあれば、その後の対応の精度が高まる。 

・個別に取得されたデータを一元管理し、自治体でも確認できる仕組みが実現すれば企

業の負担も減り、市としても企業とのやりとりがスムーズになり、対策に生かせる。

網羅的にデータを見ることができた方が分かりやすい。 

 

(h) 自治体としての環境管理のインセンティブの考え方 

・企業は環境保全協定の中で目標値を決めていくが、企業はさらに下のレベルで自主管

理していくため、環境保全上はより良い方向となっている。 

・環境白書を通じて情報を得ることができるため、一部の方には企業の努力が伝わると

考えている。数値の見える化は市民とのコミュニケーションにも効果が出てくる。県

の方では表彰制度を実施している。 



 

10 

(2) 宇部興産株式会社 

1) ヒアリング先 

宇部興産株式会社 

 

2) ヒアリング結果 

(a) 環境保全協定の概要 

・宇部市と環境細目協定を締結しており、ケミカル工場、セメント工場、発電所が排出

しているガス、騒音、振動、臭気等に関して決められた協定値を超えないよう管理し

ている。廃棄物と温室効果ガスは、削減目標と努力義務であることが記述されている。

これらに関しては測定、計算をして毎年宇部市へ報告している 

・管理項目は、大気、水質、騒音、振動、臭気、廃棄物排出量、CO2排出量。 

・管理項目により、サンプリング分析、自動連続計測、算定等の方法で管理。 

・協定値がある項目は定期的に測定して、宇部市へ報告。 

・統合報告書の資料編において、環境管理項目に該当する項目の宇部興産グループ全体

または工場毎の数値を公開。EMS認証を取得し、事業所毎に従業員への教育を実施。 

・事業所毎に環境管理委員会を設け、報告、教育の場としている。 

・宇部地区近隣の事業所で年 1 回近隣自治体、山口大学の先生、高校生らを迎え、環境

に関する地域対話をするレスポンシブルケア地域対話集会を開催。 

 

(b) 細目協定の目標値 

・大気汚染防止法や瀬戸内法により届け出をする際に守るべき数値を出している。法規

制の数値より更に小さいことを前提として、宇部市と事業所が協議して両者合意のも

とで決定。 

・数値の見直しは、宇部市は原則 5 年毎、または増設等大きな変更があった際に申し出

て変更。 

 

(c) 環境測定データの共有 

・イントラネットを使用して、工場と本社で共有するものは CO2 等の温対法や統合報告

書等で使用する年間のデータを集計するものに限る。 

・協定を結んでいる項目については、定期的に測定し、宇部市に年 1回報告。 
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(d) 連続測定データの異常時の取り扱い 

・現在は工場内にも分析計を増やしており、ケミカル工場では最終の出口に排水バック

を設置し、異常な排水を封じ込めている間に原因を特定する等、対処している。 

 

(e) 連続測定しているデータのリアルタイム性 

・各工場内では、パイシステムを使用しており、すでにリアルタイムでデータを確認で

きる仕組みがある。 

・管理値を超えた場合はアラームが鳴り、分析計を確認し、サンプルを採る等のその後

の対応は工場ごとにルールを決めて運用している。 

 

(f) 環境管理に関する課題 

・CO2 削減が一番の課題。既に多くの対策を行っている中で、更に削減していくことは

容易でない。全社的には、排出される化学物質の削減も課題ではあるが、業績にも左

右される。 

 

(g) 異常値発生時の課題 

・基本的に異常値が発生した際には運転員がサンプリングする。サンプリングしたもの

は工場内で暫定的に分析するか、外部へ委託し正確な値を測定するが、確定後に市や

保健所に連絡すると、異常値が発生した時点で連絡するよう指導を受ける。 

・COD や窒素は設置している正と副の測定器の両方で異常値が発生すれば確定としてい

る。 

 

(h) 日常的な環境管理の業務を行う中での課題 

・一番手間がかかるのは分析計のメンテナンス。例えば、pH計等は波形の異常があれば

運転員が洗浄する等で対応しているが、COD 等は業者を固定してメンテナンスを委託

しており、手間と費用がかかっている。 

・データ管理に関しては、10 年前にパイシステムを導入しており、その時点で工場内で

はデータの集約化は図られている。 

 

(i) 連続測定データ等に関する AI等による予知保全の活用の可能性 

・工場においては予知保全等でデジタル技術を導入する可能性はある。現時点で、工場

以外での導入は難しいと考えられる。導入する場合、まず工場単位で活用性を確立し

た後での導入となる。 
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(j) 企業としての環境管理のインセンティブの考え方 

・統合報告書にも記載があるが、エネルギーや地球環境に関して基本方針の一つに挙げ

ているため積極的に取り組む意向であり、工場まで浸透するよう意識づけを行ってい

る。 

・SDGsの達成に繋がる取組を公表している。ESG対応も会社としてやるべきことであり、

環境安全は確実にやっていく必要がある。 

 

(k) コロナ対策を通じた省力化、遠隔化のニーズ 

・省力化、遠隔化が実現すれば望ましいが、プラントによりプロセスが異なるため手作

業が必須になる部分があり、良いものがあっても導入にまでは至っていない。社内で

導入検討はされている。遠隔化においては、ケミカル工場にある防爆エリアがネック

となるため、エリアをできるだけ縮小するよう、消防や県に取り合っている。 

 

(l) DSC データ（熱量データ）の活用 

・基本的には運転上の安定管理のため活用している。異常があった際の異常箇所の特定

に役立っている。 
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1.4 環境総合データベースについて 

環境省では、インターネット上に公開されている環境関連の情報で、環境省等で継続的に調査

を実施し、または情報を更新している数値情報、地図情報、事例情報又は辞典的情報を内容とす

るものを検索することができるデータベースを構築しており、主たる環境データを以下のように

確認することが可能となっている。 
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図 1-3 環境総合データベース 

出典；環境省 HP https://www.env.go.jp/sogodb/ 
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1.5 調査体制 

本調査は、中国経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課が主体となり、令和 3年

6月に設置された令和 3年度中小企業等産業公害防止対策調査「中国地域におけるデジタル技術

を活用した環境管理可能性調査」委員会と連携して実施した。また、調査は調査請負先の中電技

術コンサルタント株式会社に委託して実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 調査体制 

 

1.6 調査内容 

調査では、以下の内容について、委員会・アンケート・ヒアリング等を実施し、課題等を整理

した上、デジタル技術を活用した環境管理の可能性についてまとめた。 

 

表 1-2 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

名称 単 位 数 量 備考 

1.委員会の設置 回 2 6 月下旬、1 月下旬 

2.文献調査 式 1  

3.アンケート調査 回 3  

4.ヒアリング調査 件 20 4 地区 

5.調査報告書の作成 式 1  

■調査請負先： 

中電技術コンサルタント株式会社 

＜役割＞ 

・調査事業全般の実施 

・報告書の取りまとめ 

■調査主体：中国経済産業局 

資源エネルギー環境部環境・リサイクル課 

＜役割＞事業統括・進捗管理 

委員会の事務局運営 

調査全般の進行管理 

調査内容の精査 

■令和 3 年度中小企業等産業公害防止対策調査

「中国地域におけるデジタル技術を活用した環

境管理可能性調査」委員会 

＜役割＞ 

・専門的見地からの助言 

・情報提供、意見交換 

＜委員＞ 

委員長 

県立広島大学 地域創生学部 

教授 朴 唯新 

委 員 

中外テクノス株式会社 

経営戦略本部 取締役 本部長 甘崎 恭德 

元(独)中小企業基盤整備機構 

中国本部 チーフアドバイザー 大村 卓一 

近畿大学 工学部 

情報学科長 教授 片岡 隆之 

元宇部市長  藤田 忠夫 

（敬称略・委員五十音順） 

委託 実施 

報告 

助言・ 

協力 
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調査フローを図 1-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 調査フロー 

 

(1)事前調査 

文献調査(インターネット)、プレヒアリング 

(4)ヒアリング調査 

企業、ベンダー、自治体等、約 20 事業者 

(7)第 2 回委員会 

(3)アンケート調査 

第 1 回アンケート 

ベンダーアンケート 

第 2 回アンケート 

(2)第 1 回委員会 

ＳＴＡＲＴ 

ＥＮＤ 

(5)分析・取りまとめ 

(8)調査報告書の作成 

・環境管理の現状の把握 

（第 1 章 デジタル技術を活用

した環境管理の現状等の把握） 

・調査事業方針、実施内容の確認 

・環境管理およびデジタル技術導入の概況、

課題、インセンティブの把握等 

（第 2 章 アンケート調査） 

・環境管理およびデジタル技術導

入の課題、導入状況、先進事例の

把握等（第 3 章 ヒアリング調査） 

・調査結果報告、取りまとめ方針の確認 

調査結果まとめ、インセンティブの在り方、

デジタル技術を活用した環境管理等（第 4 章 

デジタル技術を活用した環境管理の可能性） 
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第2章 アンケート調査 

2.1 アンケート調査概要 

2.1.1 第 1回アンケート調査（企業・自治体） 

(1) 目的・概要 

中国地域における環境管理の実態を調査するとともに、デジタル技術を活用した環境管

理の方策等について検討・整理するため、アンケート調査を実施した。自主的な環境管理

の取組に積極的な企業・自治体における、環境管理の取組やデジタル技術導入に関する課

題意識等を把握した。企業のアンケート結果は、小中規模事業と大規模事業所に区別し、

クロス集計を行い、環境管理に対する現状の課題や課題解決としてのデジタル技術の導入

の可能性を把握した。 

 

(2) 実施方法 

WEBアンケートおよび郵送によるアンケート 

 

(3) アンケート対象 

アンケートの対象企業は、以下のとおり、コンビナート地区保安防災協議会の参加企業、

環境関連団体の会員企業及び中国経済産業局が抽出した自治体とした。 

 

〇 コンビナート地区保安防災協議会 

（水島地区、周南地区、宇部・小野田地区、岩国・大竹地区） 

〇 中四国環境ビジネスネット；メールマガジン会員 

（事務局：公益財団法人岡山県産業振興財団） 

〇 やまぐちエコ市場；会員企業 

（事務局：山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課） 

 

【自治体】 

〇 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

〇 倉敷市、大竹市、岩国市、周南市、宇部市、山陽小野田市 

 

(4) 実施期間 

2021年 7月 29日～8月 11 日（2週間） 

 

(5) 回答数 

66 件 
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2.1.2 ベンダーアンケート調査（ベンダー） 

(1) 目的・概要 

中国地域におけるデジタル技術を活用した環境管理の方策等について検討・整理するた

め、環境管理設備のベンダー、あるいはメンテナンス業者を対象としたアンケート調査を

実施した。アンケートを通して、最新のデジタル技術の動向や中国地域の事例を把握し、

デジタル技術を活用した環境管理の方策等を検討することで、産業公害防止・低減を図る

検討につなげるものとした。 

 

(2) 実施方法 

郵送によるアンケート 

 

(3) アンケート対象 

アンケートの対象企業は、以下のとおり、第 1 回アンケートの回答企業における環境管

理設備のベンダー、あるいはメンテナンス業者とした。 

 

〇 第 1 回アンケートの回答企業における環境管理設備のベンダー、 

あるいはメンテナンス業者 

 

(4) 実施期間 

2021年 9月 15日～9月 30 日（2週間） 

 

(5) 回答数 

9件 
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2.1.3 第 2回アンケート調査（企業） 

(1) 目的・概要 

中国地域におけるデジタル技術の活用実態を調査するとともに、デジタル技術を活用し

た方策等について検討・整理するため、中国地域の企業におけるデジタル技術の活用状況

や、環境管理の取組等の課題の顕在化を図り、企業の環境管理におけるインセンティブの

在り方を評価し、デジタル技術を活用した方策等を検討することで、産業公害防止・低減

を図るための施策の検討につなげるものとした。アンケート結果は、小中規模事業と大規

模事業所に区別し、クロス集計を行い、環境管理に対する現状の課題や課題解決としての

デジタル技術の導入の可能性を把握した。 

 

(2) 実施方法 

WEBアンケートおよび郵送によるアンケート 

 

(3) アンケート対象 

アンケートの対象企業は、以下のとおり、コンビナート地区保安防災協議会の参加企業、

環境関連団体の会員企業とした。 

 

〇 コンビナート地区保安防災協議会 

（水島地区、周南地区、宇部・小野田地区、岩国・大竹地区） 

〇 中四国環境ビジネスネット；メールマガジン会員 

（事務局：公益財団法人岡山県産業振興財団） 

〇 やまぐちエコ市場；会員企業 

（事務局：山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課） 

 

(4) 実施期間 

2021年 11月 16 日～12月 1日（2週間） 

 

(5) 回答数 

72 件 
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2.2 第 1回アンケート調査結果 

2.2.1 企業 

企業の第 1回アンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。 

 

表 2-1 第 1回アンケート調査結果概要（企業・抜粋） 

調査項目 調査結果概要（抜粋） 

■業種 

 

 

・業種は、中小規模事業所の約 7割が製造業であり、大規

模事業所は全て製造業である。 

 

■従業員数 

 

・中小規模の事業所が半数以上を占める。 

 

■環境測定機器や環境対策設備から

取得するデータの主な取り扱い 

 

 

 

・中小規模、大規模事業所とも「取得するデータは、自動

的にデジタル管理されている」、「取得するデータはアナロ

グ管理している」が概ね同程度である。 

 

■デジタル技術の導入で改善が期待

できる点 

 

 

 

 

 

・中小規模、大規模事業所とも「機器、設備の詳細なデー

タの取得、活用、解析」、「機器、設備の経年劣化等による

故障、異常の発生の把握、予測」、「機器、設備の維持管理、

点検の効率化」が多い。 

 

■デジタル技術の導入に向けた課題

意識 

 

 

 

 

 

 

 

・中小規模、大規模事業所とも「費用対効果が不明確で予

算化できない」、「デジタル技術に係る導入事例が不足して

いる」、「機器、設備が各所に点在し、統合的に管理するこ

とが困難」が多い。大規模事業所では、「現場に IoT 機器

を設置するための技術課題（防爆対策等）がある」が多い。 

 

■デジタル技術導入で異常値、事故

が発生した際、期待できる効果 

 

・中小規模、大規模事業所とも「状況把握の迅速化」が多

い。 

 



 

21 

(1) 業種 

業種は、中小規模事業所の約 7割が製造業であり、大規模事業所は全て製造業である。 

 

図 2-1 業種 
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(2) 従業員数 

中小規模の事業所が半数以上を占める。 

 

図 2-2 従業員数 

 

(3) 届出施設 

届出施設は、中小規模、大規模事業所とも水質（水濁法、瀬戸内法）、大気（ばい煙）が多

い。大規模事業所では、大気・水質（ダイオキシン特措法）、大気（VOC、一般粉じん）が多

い。 

 

図 2-3 届出施設 
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(4) 重点的に取り組む環境対策 

重点的に取り組む環境対策として、中小規模、大規模事業所とも、「大気保全」、「水質保全」、

「地球温暖化」に取り組む事業所が多い。 

 

図 2-4 重点的に取り組む環境対策 
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(5) 環境管理の実施体制 

環境管理の実施体制は、中小規模、大規模事業所とも「全て自前で実施」、「自前と外部委

託の併用」が多い。特に、地球温暖化については「全て自前で実施」が多い。 

 

図 2-5 環境管理の実施体制 
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(6) 環境管理の実施頻度の設定方法 

環境管理の実施頻度の設定方法は、中小規模、大規模事業所とも、大気、水質、騒音振動、

臭気では「自治体間との協定に基づく設定」が多い。化学物質、土壌汚染は「法的に設定」

が多い。地球温暖化、自然保護は「自主的に設定」が多い。 

 

図 2-6 環境管理の実施頻度の設定方法 
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(7) 環境管理の目標値の設定方法 

環境管理の目標値の設定方法は、中小規模、大規模事業所とも、大気、水質、騒音振動、

臭気では「自治体間との協定に基づく目標」が多い。化学物質、土壌汚染は「法令の基準」

が多い。地球温暖化、自然保護は「自主的に定めた管理目標」が多い。 

 

図 2-7 環境管理の目標値の設定方法 
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(8) 環境管理に関する情報公開 

大規模事業所では、「環境報告書や CSR報告書等で、積極的に詳細なデータを開示している」

との回答が多い。中小規模事業所では、「環境管理に関して、特に情報開示していない」との

回答が多い。 

 

図 2-8 環境管理に関する情報公開 

 

(9) 環境マネジメントシステムの認証取得 

大規模事業所では、「ISO14001 の認証取得をしている」が 100%である。中小規模事業所で

は、「現時点で、認証取得する意向はない」が 3割以上となる。 

 

図 2-9 環境マネジメントシステムの認証取得 
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(10) 環境測定機器や環境対策設備から取得するデータの主な取り扱い 

中小規模、大規模事業所とも「取得するデータは、自動的にデジタル管理されている」、「取

得するデータはアナログ管理している」が概ね同程度である。 

 

図 2-10 環境データの主な取り扱い 

 

(11) デジタル技術の導入で改善が期待できる点 

中小規模、大規模事業所とも「機器、設備の詳細なデータの取得、活用、解析」、「機器、

設備の経年劣化等による故障、異常の発生の把握、予測」、「機器、設備の維持管理、点検の

効率化」が多い。 

 

図 2-11 デジタル技術の導入で改善が期待できる点 
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(12) デジタル技術の導入に向けた課題意識 

中小規模、大規模事業所とも「費用対効果が不明確で予算化できない」、「デジタル技術に

係る導入事例が不足している」、「機器、設備が各所に点在し、統合的に管理することが困難」

が多い。大規模事業所では、「現場に IoT機器を設置するための技術課題（防爆対策等）があ

る」が多い。 

 

図 2-12 デジタル技術の導入に向けた課題意識 

 

(13) 環境測定機器や環境対策設備の異常値、事故の発生原因 

中小規模、大規模事業所とも「環境測定機器、環境対策設備、生産設備の異常、トラブル

の発生」が多い。 

 

図 2-13 環境測定機器や環境対策設備の異常値、事故の発生原因 
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(14) デジタル技術導入で異常値、事故が発生した際、期待できる効果 

中小規模、大規模事業所とも「状況把握の迅速化」が多い。 

 

図 2-14 デジタル技術導入で異常値、事故が発生した際、期待できる効果 

 

(15) デジタル技術を導入することに対する課題意識 

中小規模、大規模事業所とも「費用対効果が不明確」が多い。中小規模事業所では「技術

的な信頼性が不足している」が多い。大規模事業所では、「デジタル技術導入に時間を要する」

が多い。 

 

図 2-15 デジタル技術を導入することに対する課題意識 
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(16) 自主的な環境管理の情報開示 

中小規模、大規模事業所とも「自治体にデータを報告している」が多い。大規模事業所で

は、「環境報告書、CSR報告書等に記載している」が多い。一方、中小規模事業所では「請求

があった場合に開示している」も 3割程度ある。 

 

図 2-16 自主的な環境管理の情報開示 

 

(17) 自治体、地域とのコミュニケーション 

中小規模、大規模事業所とも「自治体による立入検査を受けている」が多い。大規模事業

所では、「自治体が主催する説明会、研修会に参加し、意見交換に努めている」、「自社が主催

する説明会等で、自治体や地域住民と意見交換する機会を設けている」、「他社と工場の公害

防止管理に関して情報交換、意見交換する機会がある」が多い。 

 

図 2-17 自治体、地域とのコミュニケーション 
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(18) デジタル技術導入で自治体や地域とのコミュニケーションで期待できる効果 

中小規模事業所では、「自治体や地域との信頼関係の向上」が多く、大規模事業所では、「SDGs

の達成等の企業価値の向上」が多い。 

 

図 2-18 デジタル技術導入で自治体や地域とのコミュニケーションで期待できる効果 

 

(19) カーボンニュートラルの取組状況 

大規模事業所では、「ISO14001、エコアクション 21 等の活動の中で、会社の基本方針とし

て取り組んでいる」が多く、中小規模事業所では「方針や目標はないが、環境法規制等に従

って活動していく」が多い。 

 

図 2-19 カーボンニュートラルの取組状況 
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(20) カーボンニュートラルの理想的な推進手法 

中小規模、大規模事業所とも「税、課徴金、補助金等の経済的な負担や助成によって、取

組を推進する」が多い。大規模事業所では、「ISO14001、エコアクション 21、公害防止協定

のように第三者や地域関係者との合意に基づき、取組を推進する」が多い。 

 
図 2-20 カーボンニュートラルの理想的な推進手法 
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(21) カーボンニュートラルに向けた主な施策 

中小規模、大規模事業所とも「再生可能エネルギーの導入」、「建築物や工場における省エ

ネ性能の向上」、「省資源化、循環資源の高度化」が多い。大規模事業所では、「AI・IoT等の

デジタル技術によるエネルギーマネジメント、見える化」が多い。 

 

図 2-21 カーボンニュートラルに向けた主な施策 
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(22) 自由記述 

 

■環境管理の目標値を設定した理由 

・自治体の管理目標に答え、地域の環境健全化に貢献するため。 

・結果的に省エネ化や省資源化等のコストメリットにつながるため。 

 

■環境管理上の課題 

・環境管理、安全管理の技術継承。 

・環境管理設備の老朽化に伴う、潜在的リスクの高まり。 

・環境管理への意識が低く、環境投資が進まない。 

・環境管理への投資が利益につながらないため、予算化が困難。 

 

■より高度な環境管理についての新たな取組やご意見 

・環境管理体制、DX化推進体制等、社内全体での体制整備とイノベーションをセットで考

えていく必要がある。 

・デジタル技術の導入による環境データ集約化、一元管理化が必要である。 

 

■デジタル技術の活用について、他地域や他企業の取組も含めたベンチマーキングとなる

もの 

（記載無し） 
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2.2.2 自治体 

自治体の第 1回アンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。 

 

表 2-2 第 1回アンケート調査結果概要（自治体・抜粋） 

調査項目 調査結果概要（抜粋） 

■立ち入り検査結果の主要事業所に

対するデータの共有化 

 

・「結果は全て主要事業所と共有化している」が多い。 

■公害防止に関する地域関係者との

コミュニケーション 

 

・「環境白書等にまとめ HP 等で地域住民に伝えている」、

「企業が主催する見学会、意見交換会、情報交換会に参加

する」が多い。 

■主要事業所の自主検査の結果をリ

アルタイムで把握できる仕組みの有

無 

 

・「無い」が多いが、33%はリアルタイムで把握できる仕組

みを有している。 

■主要事業所の自主検査の結果の取

り扱い 

 

・「蓄積、保管している」が多い。「公害防止協定の目標値

の更新」にあまり活用されていない。自治体において、主

要事業所の自主検査の結果の収集は、値の確認のみが目的

となっている。 

 

■主要事業所の自主検査結果から、

取組状況の評価・解析や指導等を行

う仕組み 

 

・「レポートや面談等により評価・解析、指導を行ってい

る」ところが過半数を超えているものの「行いたい意向は

あるが実施にまで至っていない」、「行う意向はない」も半

数近くを占める。 

 

■公害防止上の主な課題 

 

・「ベテラン職員の退職による公害防止上の技術継承」が

多い。 
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(1) 公害防止条例、公害防止協定を所管する職員数 

1人という自治体も多く、限られた人数で対応している。 

 

図 2-22 公害防止条例、公害防止協定を所管する職員数 

 

(2) 公害防止条例、公害防止協定等の協定を締結している企業数 

公害防止条例、公害防止協定等の協定を締結している企業数は自治体により異なるが、大

気、水質、騒音、臭気に関しては 30 社以下が多い。化学物質、土壌汚染、地球温暖化では

31～60 社の割合が 50%以上である。 

 

図 2-23  公害防止条例、公害防止協定等の協定を締結している企業数 
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(3) 主要事業所に対する立ち入り検査の動向 

「以前から変わらない」が多い。 

 

図 2-24 主要事業所に対する立ち入り検査の動向 

 

(4) 立ち入り検査結果の主要事業所に対するデータの共有化 

「結果は全て主要事業所と共有化している」が多い。 

 

図 2-25 立ち入り検査結果の主要事業所に対するデータの共有化 



 

39 

(5) 対象施設の立ち入り検査結果の公表 

「公表している」、「公表していない」が同程度である。 

 

図 2-26 対象施設の立ち入り検査結果の公表 

 

(6) 公害防止に関する地域関係者とのコミュニケーション 

「環境白書等にまとめ HP等で地域住民に伝えている」、「企業が主催する見学会、意見交

換会、情報交換会に参加する」が多い。 

 

図 2-27 公害防止に関する地域関係者とのコミュニケーション 
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(7) 主要事業所の自主検査の結果をリアルタイムで把握できる仕組みの有無 

「無い」が多いが、33%はリアルタイムで把握できる仕組みを有している。 

 

図 2-28 自主検査の結果をリアルタイムで把握できる仕組みの有無 

 

(8) 主要事業所の自主検査の結果を把握する頻度 

大気、水質、騒音、振動は「3回以下／年」あるいは「8回以上／年」が多い。臭気、化学

物質、地球温暖化は「3回以下／年」が多い。 

 

図 2-29 主要事業所の自主検査の結果を把握する頻度 
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(9) 主要事業所の自主検査の結果の取り扱い 

「蓄積、保管している」が多い。「公害防止協定の目標値の更新」にあまり活用されていな

い。自治体において、主要事業所の自主検査の結果の収集は、値の確認のみが目的となって

いる。 

 
図 2-30 主要事業所の自主検査の結果の取り扱い 

 

(10) 主要事業所の自主検査結果から、取組状況の評価・解析や指導等を行う仕組み 

「レポートや面談等により評価・解析、指導を行っている」ところが過半数を超えている

ものの「行いたい意向はあるが実施にまで至っていない」、「行う意向はない」も半数近くを

占める。 

 

図 2-31 自主検査結果から取組状況の評価・解析や指導等を行う仕組み 
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(11) 主要事業所の自主検査で異常値が発生した場合の対応 

「主要事業所から連絡する仕組みがある」、「対応について協議する体制がある」が約半数

を占める。「自治体としてマニュアルが定められている」は少ない。 

 

図 2-32 主要事業所の自主検査で異常値が発生した場合の対応 

 

(12) 公害防止上の主な課題 

「ベテラン職員の退職による公害防止上の技術継承」が多い。 

 
図 2-33 公害防止上の主な課題 
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2.3 ベンダーアンケート調査結果 

ベンダーアンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。 

 

表 2-3 ベンダーアンケート調査結果概要（抜粋） 

調査項目 調査結果概要（抜粋） 

■デジタル技術の導入に係る新規製

品、新ビジネス 

 

・IT化の推進、IoTの導入、AI活用があげられている。 

 

 

■デジタル技術を導入することで期

待できる効果 

 

・「機器、設備の故障、異常発生の把握、予測」、「機器、

設備の維持管理、点検の効率化」が多い。 

・「機器、設備の詳細なデータの取得、活用、解析」、「機

器、設備の管理における省人化、技術継承」もあげられる。 

 

■デジタル技術を導入することの顧

客関係の課題意識 

 

・「デジタル技術の導入に時間を要する」、「デジタル化に

よる費用対効果が期待できない」が多い。 

 

■ 企業の高付加価値化において主

に貢献できる箇所 

 

・「現場への反映」、「データを活用した全体最適化」が多

い。 
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(1) デジタル技術の導入に係る新規製品、新ビジネス 

IT化の推進、IoT の導入、AI活用があげられている。 

 

図 2-34 デジタル技術の導入に係る新規製品や、提案をお考えの新ビジネスの内容 

 

(2) デジタル技術を導入することで期待できる効果 

「機器、設備の故障、異常発生の把握、予測」、「機器、設備の維持管理、点検の効率化」

が多い。「機器、設備の詳細なデータの取得、活用、解析」、「機器、設備の管理における省人

化、技術継承」もあげられる。 

 

図 2-35 デジタル技術を導入することで期待できる効果 
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(3) デジタル技術を導入することの顧客関係の課題意識 

「デジタル技術の導入に時間を要する」、「デジタル化による費用対効果が期待できない」

が多い。 

 

図 2-36 デジタル技術を導入することの顧客関係の課題意識 

 

(4) 企業の高付加価値化において主に貢献できる箇所 

「現場への反映」、「データを活用した全体最適化」が多い。 

 

図 2-37 企業の高付加価値化において主に貢献できる箇所 
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(5) 自由記載 

 

■デジタル技術を導入した新製品、新ビジネスの概要、特徴、PR 

・発電プラントの遠隔監視とバーチャル技術による遠隔保安、検査及び運転（メキシコの地

熱発電所やコロンビア、ブラジル等に導入） 

・Bluetooth無線技術搭載装着形一酸化炭素検知警報器 （無線技術を搭載し、測定結果のデ

ータ管理を容易とし、アプリと連動させ、ユーザー側のデータ管理を効率化） 

 

■自身の環境管理の取組の中で、試験的あるいは先進的に導入しているデジタル技術 

・自社工場内にデジタル実証発電設備を導入 

・バイオマスボイラー発電設備の運転を DCS(Distributed Control System)で管理 

・騒音、振動、粉塵等のモニタリングシステム、wifi でデータを送信 

 

■デジタル技術を活用した新規製品、新ビジネスの推進上の課題 

・デジタル技術の導入の費用、作業時間への効果の把握が難しい 

・知的財産、IT技術者、マンパワーの不足 

・技術検証や価値検証を実施する機会の確保 

・補助金の活用 

 

■環境管理におけるデジタル技術の推進についての意見 

・AIを活用した自動自律運転の推進が必要 

・記録の管理と正確な数字把握が重要、改ざんできない仕組み 

・工場全体の環境管理の IoT化の実現が必要 

・単なるモニタリングに留まらず、異常の予兆把握、トラブル未然防止が期待される 

・遠隔でのデータ収集とシミュレーションによる効率的な設備運用と管理が重要 
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2.4 第 2回アンケート調査結果 

第 2回アンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。 

 

表 2-4 第 1回アンケート調査結果概要（抜粋） 

調査項目 調査結果概要（抜粋） 

■業種 

 

・業種は、中小規模事業所の 6割、大規模事業所の 9割が

「製造業」である。 

 

■従業員数 

 

・従業員数は、中小規模事業所が 6割程度となる。 

 

■生産現場で導入済のデジタル技術 

 

・生産現場で導入済のデジタル技術は、大規模事業所では

「DCSの導入」、「IoT の導入」、「保全システムの導入」、「現

場モバイルの活用」が多い。中小規模事業では「DCSの導

入」が多いが、大規模事業所に比べ、全体的にデジタル技

術の導入の比率が低い。 

 

■今後、特にデジタル化を推進した

い取組 

 

・今後、特にデジタル化を推進したい取組は、大規模事業

所では「IoT機器の導入」、「AI導入」、「配管の腐食・減肉

のモニタリングシステム」、「現場モバイルの活用」が多い。

中小規模事業所では「AI 導入」、「保全システムの導入」、

「現場モバイルの活用」が多い。大規模事業所の方が、全

体的に比率が高い。 

 

■デジタル化を推進するため、今後、

求められる人材像 

 

・デジタル化を推進するため、今後、求められる人材像は、

中小規模、大規模事業者とも「現場担当者全般のデジタル

技術や AI活用に向けた理解の向上」が多い。 

 

■デジタル化により企業として向上

させたい付加価値 

 

・デジタル化により企業として向上させたい付加価値は、

中小規模、大規模事業所とも「事業の効率性の向上」、「現

場の安全面の向上、産業公害の防止、低減」、「業務、製品

の品質の向上」が多い。 
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(1) 業種 

業種は、中小規模事業所の 6割、大規模事業所の 9割が「製造業」である。 

 

図 2-38 業種 
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(2) 従業員数 

従業員数は、中小規模事業所が 6割程度となる。 

 

図 2-39 従業員数 

 

(3) 届出施設 

届出施設は、中小規模、大規模事業所とも水質（水濁法、瀬戸内法）、大気（ばい煙）が多

い。大規模事業所では、大気（ダイオキシン特措法、VOC、一般粉じん）も多い。 

 

図 2-40 届出施設 
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(4) 生産現場で導入済のデジタル技術 

生産現場で導入済のデジタル技術は、大規模事業所では「DCSの導入」、「IoTの導入」、「保

全システムの導入」、「現場モバイルの活用」が多い。中小規模事業では「DCS の導入」が多

いが、大規模事業所に比べ、全体的にデジタル技術の導入の比率が低い。 

 

図 2-41 生産現場で導入済のデジタル技術 

 

(5) 今後、特にデジタル化を推進したい取組 

今後、特にデジタル化を推進したい取組は、大規模事業所では「IoT 機器の導入」、「AI 導

入」、「配管の腐食・減肉のモニタリングシステム」、「現場モバイルの活用」が多い。中小規

模事業所では「AI導入」、「保全システムの導入」、「現場モバイルの活用」が多い。大規模事

業所の方が、全体的に比率が高い。 

 

図 2-42 今後、特にデジタル化を推進したい取組 
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(6) 新型コロナウイルスの感染拡大の前後で重要度が変化した取組 

新型コロナウイルスの感染拡大の前後で重要度が変化した取組は、中小規模、大規模事業

所とも「ソーシャルディスタンスの確保」、「多様な働き方の導入」、「社内業務の改善・刷新」

が多い。 

 

図 2-43 新型コロナウイルスの感染拡大の前後で重要度が変化した取組 

 

(7) デジタル化を推進するため、今後、求められる人材像 

デジタル化を推進するため、今後、求められる人材像は、中小規模、大規模事業者とも「現

場担当者全般のデジタル技術や AI活用に向けた理解の向上」が多い。 

 

図 2-44 デジタル化を推進するため、今後特に求められる人材像 
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(8) デジタル化により企業として向上させたい付加価値 

デジタル化により企業として向上させたい付加価値は、中小規模、大規模事業所とも「事

業の効率性の向上」、「現場の安全面の向上、産業公害の防止、低減」、「業務、製品の品質の

向上」が多い。 

 

図 2-45 デジタル化により企業として向上させたい付加価値 

 

(9) デジタル化により環境側面で期待する効果 

デジタル化により環境側面で期待する効果は、中小規模事業所、大規模事業所とも「地球

温暖化防止対策の推進」、「大気、水環境等の保全」が多い。 

 

図 2-46 デジタル化により環境側面で期待する効果 
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(10) デジタル技術導入でより効果的で効率的となる取組 

デジタル技術導入でより効果的で効率的となる取組は、中小規模、大規模事業所とも「カ

ーボンニュートラル、省エネルギー対応」、「法令への適応、法改正への対応」、「技術継承」

が多い。 

 

図 2-47 デジタル技術導入でより効果的で効率的となる取組 

 

(11) デジタル化を推進するための連携先 

デジタル化を推進するための連携先は、中小規模、大規模事業所とも「地方公共団体」、「国

（経済産業局、環境省、総務省、デジタル庁等）」が多い。大規模事業所では、「関係業界団

体」が多い。 

 

図 2-48 デジタル化を推進するための連携先 
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(12) デジタル化を推進するための施策 

デジタル化を推進するための施策は、中小規模、大規模事業所とも「デジタル化の実装に

向けた技術的支援」、「国、地方公共団体による取組支援」、「地域企業の実状・ニーズの把握、

集約化」が多い。大規模事業所では「地域関係者の連携・協力関係プラットフォームの構築」

も多い。 

 

図 2-49 デジタル化を推進するための施策 

 

(13) 地域経済産業局への要望 

地域経済産業局への要望は、中小規模、大規模事業所とも「デジタル化の事例集の作成」、

「デジタル技術の最新動向を提供するセミナーの開催」、「デジタル技術導入の実証事業、補

助事業の実施」が多い。 

 

図 2-50 地域経済産業局への要望 
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第3章 ヒアリング調査 

3.1 ヒアリング調査概要 

アンケート結果より企業、自治体の約 20 事業者を選定した。これらに対し、環境管理の取組

内容や現状の課題、デジタル技術の活用状況等に関するヒアリング調査を実施した。 

 

表 3-1 ヒアリング先一覧 

種別 ヒアリング先 所在地

旭化成株式会社倉敷工場 岡山県倉敷市児島塩生新浜2767-11

出光興産株式会社徳山事業所 山口県周南市新宮町1-1

ENEOS株式会社麻里布製油所 山口県玖珂郡和木町和木6-1-1

JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地区) 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目

西部石油株式会社 山口県山陽小野田市西沖5

セントラル硝子株式会社宇部工場 山口県宇部市大字沖宇部5253

株式会社ダイセル大竹工場 広島県大竹市東栄2-1-4

田辺三菱製薬工場株式会社小野田工場 山口県山陽小野田市大字小野田7473-2

テクノUMG株式会社宇部工場 山口県宇部市大字沖宇部525-14

東ソー株式会社南陽事業所 山口県周南市開成町4560

株式会社トクヤマ徳山製造所 山口県周南市御影町1-1

日清オイリオグループ株式会社水島工場 岡山県倉敷市水島海岸通3-2

日本曹達株式会社水島工場 岡山県倉敷市児島塩生2767-12

中外テクノス株式会社 広島県広島市西区横川新町9-12

三井化学株式会社岩国大竹工場 山口県玖珂郡和木町和木6-1-2

株式会社ミツウロコ岩国発電所 山口県岩国市長野1805-7

山口金属曲板工業株式会社 山口県山口市小郡上郷3530-1

島根県 島根県松江市殿町1

倉敷市 岡山県倉敷市西中新田640

広島県 広島県広島市中区基町10-52

周南市 山口県周南市岐山通1-1

企業

自治体

 

（順不同） 
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3.2 ヒアリング調査結果 

ヒアリング結果の概要（抜粋）を以下に示す。 

 

表 3-2 ヒアリング調査結果概要（抜粋） 

ヒアリング項目 調査結果概要（抜粋） 

■環境管理の現状 

 

・地元自治体と環境保全協定を締結 

・環境管理は、自主監理、協定、法律により、連続測定デ

ータの自動監視や手分析によるアナログ監理等が混在 

・DCS等でプラントの運転状況、生産管理を確認 

・環境管理データの集約が煩雑で手間がかかる 

・環境管理の技術継承、人材育成、中長期的な人材不足 

 

■環境管理におけるデジタル技術導

入の課題 

 

・環境基準値を満たした中での環境管理であり、公害防止

の意識が高くないことが課題 

・センシングを進める場合、防爆タイプが少なく、また高

価である 

・デジタル技術導入の費用対効果が不明瞭 

・デジタル技術の導入事例が不足 

・大規模工事の場合、定期修繕の期間内に工事が完了する

かが懸念される 

・社内担当者のスキルアップ、デジタル人材の育成が課題 

・通信インフラの整備 

 

■今後のデジタル技術導入の展望 

 

・環境監視の自動化、マニュアルの充実化 

・環境データ集約化のための IoT拡充 

・点検保全システム導入 

・環境管理のドローン、現場モバイルの導入 

・プラントの異常検知・予兆、AI導入等 

・業務の遠隔サポート導入による形式知化 

・次世代 DCS等によるデータの自動集約化 

 

■デジタル技術の導入で期待できる

効果 

 

・熟練ノウハウの可視化による技術継承 

・異常検知、異常予兆 

・老朽化したリスクの高い設備への対応 

・産業保安人材の確保、省人化 

・産業公害に起因する事故やトラブルの未然防止 

・事業効率性の向上、環境負荷低減、資源効率利用、設備

稼働率向上、省人化、省エネ化、脱炭素化等 

・SDGs の達成、ISO14001、環境マネジメントシステム等

の企業の社会的責任の達成 

・持続可能なまちづくりの実現 
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3.2.1 企業 

(1) 企業① 

①環境管理業務の概
要

・自治体、企業等から委託を受け、現地での計測機器での計測や、
検体の採取、分析等を行う
・環境管理はデジタルとアナログが混在している
・大気、騒音、振動等は現在はデジタルが主体で、水質、水位も連
続測定が増え、センサーの使用が増えている

②環境管理データの
収集方法

・環境管理項目により対応は様々であるが、環境管理のデジタル技
術の自社システムがあり、騒音、振動、粉塵、気象等の測定で使用
・現地調査のタブレット化を進め、効率化を図りたい

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・社員のデジタル技術の活用に対する意識改革
・費用対効果にも課題意識がある
・技術面で、内製、外製も含めマッチングに課題がある

④デジタル技術導入
により顧客に貢献で
きる点

・環境調査の工期短縮、品質面でのミス防止
・生産効率の向上
・予兆監理によるメンテナンスコスト低減

⑤今後のデジタル化
の展望

・デジタル技術の高度化で、プラントのデジタルツイン等に貢献し
たい
・現状で行っている項目は騒音、振動、粉塵、臭気がメイン
・課題は現場での電源の確保、4G電波の必要性

⑥デジタル技術者の
不足等に関して

・デジタル人材の不足は社会的な課題と認識している
・IT系の技術者を拾い出し、組織的に情報共有し、システム開発と
併せて課題に取り組んでいる
・人材を集め、育成する取り組みを始めており、必要な部門に異動
をかけ行動スキルを向上させている

⑦企業との連携 ・センシング技術で、特に先進技術に取り組みたい場合、大学や研
究機関となるが、システム化であればITベンダーとなる
・最近はベンダーをマッチングするプラットフォームを構築してい
るDXコンサルもあるが、費用対効果の面で課題がある

⑧経産局への要望 ・使いやすいプラットフォームを構築すること
・設備導入の補助だけでなく、開発にかかる支援の拡充を望みたい
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(2) 企業② 

①環境管理業務の概
要

・大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出をしており、騒音、振動
も管理
・煤塵、HCl、窒素酸化物で報告頻度は3か月に１回、測定頻度は2か
月に1回
・窒素酸化物や他の項目も自主測定として、連続測定器を設置

②環境管理データの
収集方法

・建設時には地元自治体と協定を締結し、システムを構築
・煙突部の排ガスサンプリング導管から測定機器にデータが入り、
データ通信でDCSに入る
・DCSでトレンド確認や、帳票用のデータを取り出し、岩国市に報告

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・DCSをインターネットに乗せると、情報漏洩、ウイルス感染の危険
性があり、基本的にインターネット環境に繋げない
・デジタル化においては、セキュリティ面が非常に大きな課題

④今後のデジタル化
の展望

・DCSは2名で運転しているが、タブレット等を使用し、遠隔での操
作、把握が可能になれば理想的
・受けいれる燃料のAI自動判別技術を活用できれば理想的だが、現
時点で具体的な検討はない

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・管理する人員により技術差はあるが、遠隔操作の導入で、外部か
らフォローできれば、技術差をカバーできる
・適正な運転管理を行うことが、結果的に環境管理の最適化に繋が
る

⑥環境報告書等の取
組状況

・環境報告書は、現場においてはフォーマットへの入力作業のみで
あり、デジタル化の視点はない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・メンテナンス企業は発電所の詳細な教育を受けており、デジタル
技術を導入する際にも、まず相談する先になる

⑧その他 ・技術継承も課題であり、技術革新が進めば、ICTを活用して運転に
関する教育やアドバイスが実施できる可能性はあると考える

 



 

59 

(3) 企業③ 

①環境管理業務の概
要

・閉鎖的海域にあり、排水の影響が大きいため重点的に管理
・騒音は、一部民家と事業所がやや近い箇所があり重点的に管理
・水質、大気は法的に要求されている項目は全て連続測定
・大気、水質について、特に課題意識はない

②環境管理データの
収集方法

・連続測定データ等は自動監視システムで一元管理しており、一部
は既にデジタル化しているが、導入して10年以上経過しており特筆
すべき点はない
・法的な定めで、例えばばい煙は2か月に一度人の手でサンプリング
し、手分析するしかない

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・特にないが、現場としてはシステムの法令や規制等で管理値が変
わった時の対応の迅速化
・センシングを進める場合、防爆タイプが少なく、高価である点が
ネック
・費用対効果等を考えると、環境管理にフォーカスしてデジタル技
術を導入することは難しい

④今後のデジタル化
の展望

・事業所としては、新設の設備や設備更新があれば合わせていくこ
と
・新規設備を建設中であるが、例えば大気等は管理していく必要が
あり、プロジェクトで対応する

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・技術継承や社員教育は課題だが、デジタル技術を導入する場面は
ない
・設備の老朽化に対応していく必要があり、適切に運転管理が、結
果的にはあらゆる環境保全等に繋がる

⑥環境報告書等の取
組状況

・共通システムにデータを収集できる仕組みになっており、課題は
ない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・特に現場として、環境管理の立場としての考えはない

⑧その他 ・ドローンの活用検討、配管腐食管理のための連続的な肉厚測定等
には取り組んでいる
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(4) 企業④ 

①環境管理業務の概
要

・環境管理の中で、最も重要な課題は法令遵守であるが、基準値を
超えることは概ねない

②環境管理データの
収集方法

・環境管理データのセンシング、集約化、見える化として、機器の
振動、大気、水質等を社内PCで確認できるようシステム化している
・環境管理が主体でなく、工場の生産管理を目的としたもの

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・管理システムを既に導入しており、デジタル化は一定程度進めら
れている

④今後のデジタル化
の展望

・現場からの要望はない
・現状の環境管理状況では、現在のシステムで十分対応できている

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・紙ベースで記録している資料のデジタル化が望ましいが、関係官
庁との調整が必要
・データが蓄積できれば、異常の早期発見に繋がる
・異常の早期発見はプラント運転の適性化がなされ、在庫受注予測
ができれば、環境側面においても資源効率化、省エネ、省資源等の
効果が期待される

⑥環境報告書等の取
組状況

・報告書は手作業で行うことができ、投資の必要はない
・本社にデータを受け渡すだけであり、特段の手間や煩雑な作業は
ない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・地域対話集会等、地域とコミュニケーションがとれる場に参加
し、環境管理の取り組みを説明しているが、地域連携の中でデジタ
ル技術を活かせるイメージはない

⑧その他 ・環境安全としては、設備の健全性の管理へデジタル技術を導入す
ることが望ましい
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(5) 企業⑤ 

①環境管理業務の概
要

・特に意識して管理している項目は、排水口の水質のpH、CODであ
り、自動連続測定し、常時監視している

②環境管理データの
収集方法

・常時監視している項目は、プラント情報のパイシステムで集約化
している
・アメリカのソフトで、20年以上前から導入しており、特にDXとい
うものではない
・サーバーを通し、汎用パソコンで、DCSデータを見る

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・環境管理全体としては、事業所内で公害防止の意識が高くないこ
とが課題
・現在は環境基準値を満たした中での環境管理であり、有事の際の
対応に課題意識はある
・デジタル化により、情報漏洩につながる懸念もある
・デジタル技術の導入事例が不足している
・技術的な面では防爆対策にも課題があり、安価な防爆仕様のセン
サー類はない
・デジタル技術の導入には、大規模な工事を要するが定期修繕の期
間内に工事が完了するかという懸念もある

④今後のデジタル化
の展望

・展望はないが、手分析結果を自動的に取得できるデジタル技術が
あれば効率化につながる

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・手分析結果のような外部データをシステムに自動的に取り込める
ことが理想だが、費用対効果がない
・行政への報告に関しては、管理者である行政側でテレメータの整
備を促進していただきたい要望はある

⑥環境報告書等の取
組状況

・データの収集、整理には労力がかかる
・デジタル技術の導入で、環境報告がフォーマット化され、環境報
告ガイドラインと融合できれば、様々な面で使いやすく、効率化が
測れるのではないか

⑦デジタル技術の導
入における連携

・新しく導入するデジタル技術がルール上問題ないか判断するた
め、国と連携しながら取り組む必要がある

⑧その他 ・プラント運転データの解析による異常予測、防爆式タブレットに
よる現場パトロール、生産予測による在庫管理には取り組んでいる
・生産管理、生産効率の向上が先であり、プラント全体の効率化
が、結果的に環境管理に繋がるものと考える
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(6) 企業⑥ 

①環境管理業務の概
要

・大気、水質等、十分基準を満足している
・水質の基準は瀬戸内海のため濃度規制は厳しいが、総量規制も満
足している
・これからはカーボンニュートラルが重要な課題となる
・もう一点は循環型社会の形成であり、マテリアルリサイクルを進
める必要がる

②環境管理データの
収集方法

・水質のpH、有機物、油膜、濁度等はオンラインモニタリングして
いるが、計量証明等は、紙とPDFで保管するしかない
・保安センターで常時監視しており、異常があれば遠隔での水門閉
鎖が可能
・大気はテレメーターを設置し、自動送信される項目もある
・連続測定しているデータは概ねDCSで管理しているが、チャート分
析等ではアナログ管理も残る
・デジタルとアナログが項目により混在せざるを得ない状況

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・大気、水質において手作業の部分もあるが、費用対効果等を考え
るとデジタル化を進めなければならない状況はない
・デジタル技術のことで言えば、社内担当者のスキルアップが課題
であり、デジタル人材の育成が課題である

④今後のデジタル化
の展望

・全社的にはパフォーマンスデータの収集システム、AIによる異常
発生予測、点検履歴、保全履歴等の様々な情報のデータベース化と
メンテナンス予測、防災プラットフォーム等様々なプロジェクトが
進められている

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・省人化、省力化、効率性向上が根本的な狙いとなる
・安全管理が最も重要であり、品質向上や運転の適性管理が、ひと
つの環境活動となる

⑥環境報告書等の取
組状況

・国関係の法的なデータの報告でいうと、PRTRは電子報告、岡山県
へのCO2の報告もWEB、排水月報も倉敷市の様式があり、環境管理の
比較的新しい分野ではデジタル化が進んでいる
・環境パフォーマンスデータを集約する仕組みづくりはなされてお
り、環境報告書、CSR報告書作成等におけるデータのとりまとめは効
率化されている

⑦デジタル技術の導
入における連携

・社内のデジタル技術の専門家が最も重要となる
・ツールを探すことが課題となり、どこにどんなツールがあるかWEB
で調べても分からない

⑧その他 ・環境管理面ではカーボンニュートラルが最も重要な課題であり、
重油に変わるものが何になるか見極める必要がある
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(7) 企業⑦ 

①環境管理業務の概
要

・大気は、製造過程で発生するばい煙などCSR面からハード対応、ソ
フト対応どちらも、しっかり管理しなければならない
・排水は、影響がある場合には止水が可能で、工場外に出ることは
避けることができるが、適正な排水管理を継続する必要がある

②環境管理データの
収集方法

・常時監視しているものもあれば、バッチ的なチェックをしている
ものもある
・常時監視しているものは常時確認可能だが、データはバラバラに
集まってくるため集約などの作業については対応を考えたい

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・現在は取り組み始めた段階で、効果を感じている部分が大きい
が、強いてあげれば展開スピードに課題意識がある

④今後のデジタル化
の展望

・水質関係では、現場の計器を見て紙に記録する作業をタブレット
化する等、データを集約し、全体が確認できるような仕組みづく
り、作業環境の改善に取り組みたい
・大気関係では、従来、人手で行っていた大気監視をAI化する動き
があり、値が上がった際に通知する作業は一部自動化され始めてい
る

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・大気関係での効果が大きいように感じており、連続的、自動的に
情報を通知することで早期に異常を発見し、迅速な対応に繋げるこ
とができる

⑥環境報告書等の取
組状況

・直接データを送ることができないものについて加工が必要になる
が、集約化など事務業務改善を進めている

⑦デジタル技術の導
入における連携

・AI活用事例などがあれば取り入れたい
・プラントに関する知識は重要

⑧その他 ・あらゆるデータのデジタル化をすることで、異常の早期発見に繋
げ、最終的に生活環境の保全での効果は得ることができると考えて
おり、期待している
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(8) 企業⑧ 

①環境管理業務の概
要

・大気、水質、地球温暖化に課題意識がある
・大気、水質はPRTR制度で公表しており、削減していきたい
・法を遵守するという点で問題ないが、さらに上のレベルの自主管
理の観点で更に下げていきたい
・地球温暖化は自家発電を有していることから、避けることはでき
ない

②環境管理データの
収集方法

・パイシステムで集約し管理している
・DCSで取得したデータを一旦パイシステムに取り込み、取り込んだ
データを加工・集約する
・定期的に手分析をするものは、仕組みに乗らないため、分析結果
を計量証明として受け取り、分析結果をExcelに転記し、まとめる

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・デジタル機器を様々な箇所に設置するとき、比較的大きい工場で
あり、通信電波が弱く設置できない場所もある
・独自に専用の回線を繋ぐ等の通信インフラ整備から進めざるを得
ないことが課題

④今後のデジタル化
の展望

・運転上、必須の箇所を中心に環境測定機器を整備しており、充実
化は図りたい
・水関係ではpH、流量等をオンラインで計測しているが、項目数や
設置数を増やすことで、異常の早期対応が可能となる
・行政などへの各種報告におけるアナログ管理しているデータのと
りまとめを仕組み化できれば、若干だが、作業が簡略化できる
・許可申請や変更申請などの行政への申請にも、デジタル技術活用
の余地があると考える

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・安全運転の継続が命題であり、その中でデジタル技術を活用でき
ないかという思いはある
・現場の安全面の向上、公害の防止低減への期待が最も強い
・事業効率向上や環境管理などに繋がることを期待する
・大気、水関係には直結し、化学物質、有害物質の管理の強化にも
つながる

⑥環境報告書等の取
組状況

・統合報告書の作成において必要なデータを本社に提出するが、は
基本、手作業であるが自動化は容易でない
・報告書のとりまとめは、環境面だけに限らないため、自動化は困
難である

⑦デジタル技術の導
入における連携

・デジタル化を進めたい場合に相談するのは、ベンダーと考えられ
る
・技術の信頼性の視点で考えた場合、同業他社など業界団体での導
入事例などは参考になる

⑧その他 ・異常予兆検知システムは導入している
・防爆式タブレットを導入しており、データを現場で確認し、ビデ
オ会話のような形で現場映像を計器室に送り対応している
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(9) 企業⑨ 

①環境管理業務の概
要

・大気、水質については過去からの大きな課題で、地球温暖化も昨
今の状況から大きな課題
・大気や水質に関しても、事故や環境汚染が起こった場合、地域住
民やステークホルダーの信頼を失うため、環境法令の遵守も課題と
してある

②環境管理データの
収集方法

・部門や製品によりプロセスが異なるため、DCS等で各部門の運転
データを確認する
・排水等、集合的に入ってくるもの等、各部門と連携し管理してい
る
・一部は連続測定器を設置し、常時監視できるようになっている

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・費用対効果が課題であり、何が求められ、どう評価されるのか見
極めながら進める必要がある
・企業、個社単独では難しく、業界団体などでの情報集約や働きか
けなどを展開している
・企業の環境活動などをデータとしてまとめ、対外的に開示するか
は非常に難しい

④今後のデジタル化
の展望

・災害時等に現場でウェアラブルカメラを使い、現場と本部の間で
効果的にコミュニケーションが行えるよう取り組んでいる
・発災している現場の状況を確認する目的で、ドローンの導入も試
験している
・事故や自然災害に付随して起こる漏洩、爆発、火災などの事故も
含まれている

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・デジタル化の取組で、ひとりひとりの意識を高め、企業として強
くなり、地域住民やステークホルダーの理解を得ることに繋がる
・デジタルツールを活用し、データ解析などを行うことで、環境に
関する理解が深まり意識が変わってくることを期待している
・データを蓄積し、必要なときに引き出すことができ、多くの人が
使えるようになれば、環境保全に繋がる

⑥環境報告書等の取
組状況

・本社と事業所のやりとりは、アナログに近いところが多い
・報告書の作成にあたり、データ依頼があり、必要なデータを集約
するため各製造部へ展開しデータを収集し、Excelに落とし込む作業
・課題意識はあるが、具体的にシステムを導入し簡素化するような
動きはない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・ベンダーとの連携が重要で、保安に関わるところはメンテナンス
会社との連携も重要
・同業他社のデジタル化のメリットや成功事例などの情報があれば
参考にできる

⑧その他 ・カーボンニュートラルに関しては、製造プロセスの中で、情報収
集や共同での取り組みが求められている
・プロセスの大幅な変更を行わなければカーボンニュートラルは難
しい
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(10) 企業⑩ 

①環境管理業務の概
要

・水濁法、瀬戸内法、大気汚染防止法、一般粉塵の届出施設である
が、環境基準は満たされている状況
・大きな課題はない

②環境管理データの
収集方法

・全てを連続的に監視することはできないため、スポット的に監視
しているところが混在
・20年程度前から環境管理システムを構築しているが、常時監視し
ている項目等が日報、月報という形で記録としてまとめられる
・大気と水質で使用しており、排水の総量規制の予測を行うことも
できる

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・点検などの保安管理となるが、現場でドローンを活用する取組を
行っているが、防爆が一つのハードルとなっていることが課題であ
る

④今後のデジタル化
の展望

・年に一度、ばい煙発生施設実態調査等のため、データを集約し報
告する必要があるが、様々なシステムからデータを収集する必要が
あり手間がかかるため、そこを自動的に集約できるシステムがあれ
ばよいとは考える

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・安全が第一だと考えているので、結果的にそこに繋がれば良い
・地域住民への配慮は重視しており、そういったところへの効果を
期待したいが具体的なイメージはない

⑥環境報告書等の取
組状況

・年に一度のとりまとめにおいて、あらゆる箇所からデータを集約
し報告する必要があるため、そこを自動的に集約できるシステムが
あれば理想的だが具体的な動きはない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・イメージはないが、本社を中心とした社内の全国の各所との連携
は必要

⑧その他 ・環境管理の上でデジタル技術に対する強い思いはない
・地域とのリスクコミュニケーションの情報、先進事例は参考にな
る
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(11) 企業⑪ 

①環境管理業務の概
要

・法などに関係する届出でも問題は特になく、規定値内、社内基準
内に収まっている
・水質は少しでも下げたい思いはあり、水質に関わる設備の老朽化
は課題としてあるため、順次対応していく
・大気はボイラーのみで、ばい煙処理もないことから、効率をよく
するなどの方向に限られるができる限り対応している

②環境管理データの
収集方法

・DCSについて、一部工場で導入しているが、古い工場では導入して
いない
・DCSやパソコン計装等の導入を拡げていく必要はある
・IoT機器については、工場が古く、センサー関係が不足している部
分があり、クラウド上の管理、遠方監視のための無線通信を行いた
いが、工場によりデジタル管理の進み具合に差がある
・今現在DCSで管理している項目は圧力、温度、流量
・油の品質等をインライン式の分析計などを使用している箇所もあ
る

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・費用対効果の課題意識が大きい
・デジタル化に時間を要する部分があり、デジタル化に特化した工
場で実績をつくり、他工場へ展開するにしても3～4年は要する
・現場モバイルの活用において、防爆エリアでは防爆用端末が必要
になるが、価格が高額

④今後のデジタル化
の展望

・現場の挙動、異常を早期発見するためのIoT機器導入は、センサー
を設置し、振動や画像からのトラブル予測、余寿命診断などを行う
イメージ
・配管腐食、減肉を早期発見するためのAI導入については、減肉な
どで三次元の画像処理などを活用することで、摩耗する機械を監視
し、AIで判断する仕組み
・工場の巡視、点検のドローン活用、画像診断については、多くあ
る古い工場の外壁や屋根にドローン等を活用するイメージ
・現場モバイルは、様々な端末を使用し、現場から直接データを集
計したい
・エネルギーマネジメントシステムは、電気、天然ガスの見える化
で、制御化までもっていきたい

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・最も期待しているのは働き方改革に繋げ人材を確保すること
・品質向上の面でも、デジタル技術を活用した省人化などに繋げた
い
・安全面でも労働災害は少なからずあるため、デジタル化により本
質安全を実現したい
・デジタル技術の活用による、個人のスキルの平準化も望ましい

⑥環境報告書等の取
組状況

・さほど労力はかかっていない
・デジタル技術の導入により効率化が図れるイメージはない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・法対応については地方公共団体、先進事例などの情報の収集につ
いては地元有力企業や関係業界団体との連携が重要

⑧その他 ・デジタル技術は脱炭素への効果を期待している
・デジタル化で原単位や歩留まりがよくなれば、必然的にCO2削減
や、資源効率性向上に作用する
・水質についても監視のデジタル化でより細かく監視することで水
質改善に繋がる
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(12) 企業⑫ 

①環境管理業務の概
要

・法順守対応
・法で定められた基準に従った管理及び抜けの無い申請、報告

②環境管理データの
収集方法

・別工場では「知的統合生産システム」を採用し、工場内にある3つ
のエリアをIPCの1か所でコントロールし、全体最適な運転を実現し
ており、当工場でもこれに準じた運転管理を実施
・同じセルロース製品を生産する２工場をあたかも一つの工場のよ
うにして、生産計画、エネルギー需給を最適とする仕組みを構築
し、更なる収益の極大化を図る取り組みを実施

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・新たにデジタル技術を導入する際の、定量的な費用対効果の明確
化

④今後のデジタル化
の展望

・IoT機器の導入、AI導入、ドローン、画像診断の導入については現
段階で、具体的な計画に至っていない

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・デジタル技術導入による省力化及び、コストダウン、人が介在す
る作業で発生する作業負荷の低減とミスの減少、品質向上
・オペレーションミスの防止による、安全性向上と漏洩等の環境影
響に繋がる事故の低減
・安全性向上と漏洩等の環境影響に繋がる事故の低減による環境価
値の向上及び、企業価値の向上
・省力化の実現で発生する余暇の捻出による、多様な働き方や自由
なワークスタイルの向上
・漏洩トラブル削減による、環境汚染の防止
・エネルギーの効率的な使用によるCO₂の削減
・生産効率向上による廃棄物の削減

⑥環境報告書等の取
組状況

・全社で「環境管理システム」の導入を検討中
・各事業場データを自動集約し報告書に反映することを目的とする
・上記システムの導入による効率化を見込む

⑦デジタル技術の導
入における連携

・国には、最新のデジタル技術情報の紹介、説明会等の実施および
導入支援を期待
・地方公共団体は、環境関連の申請・届出の電子化の推進を希望
・関係業界団体は、最新のデジタル技術情報の紹介、説明会等の実
施を希望

⑧その他 ・デジタル化の実例や効果を紹介いただくことで自社のデジタル化
導入の参考としたい
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(13) 企業⑬ 

①環境管理業務の概
要

・法令改正への着実な対応
・事業所は2021年に複合事業所化したため、親会社の環境管理業務
も発生し、その対応を実施
・カーボンニュートラル達成に向けた取り組みを重視

②環境管理データの
収集方法

・製造工場では工程ごとにDCSでデータ及び工程フローを管理し、製
造時にはリアルタイムで、また製造終了後も過去にさかのぼって温
度や圧力トレンドを確認し安定生産に努める

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・費用対効果
・データの利活用（統計や解析）
・複合事業所における管理体制
・現場との連携や計画的な保全活動
・現場担当者の意識の向上

④今後のデジタル化
の展望

・将来の製造の自動化、また各種照査業務の効率化に向け、統合
データベース導入を検討中
・配管からの蒸気漏れを早期に発見するための画像診断システムの
導入を検討
・各計器（システム未統合計器）へのカメラ設置に伴う定期的結果
の記録

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・デジタル技術の活用で業務品質が向上することと共にそれまで当
該業務に割いていた時間が減るため、他業務にあてることで品質向
上につなげる
・環境データをタイムリーに計測、分析、対応できることにより、
業務負荷を軽減

⑥環境報告書等の取
組状況

・PRTR対象物質データ、廃棄物データ等の管理業務をデジタル技術
の導入で軽減できればと考えており、デジタル技術の導入による環
境報告書、CSR報告書の作成効率化の可能性は大いにある

⑦デジタル技術の導
入における連携

・地方公共団体：提出資料の電子化（書面提出の廃止）
・地元有力企業：他社の取り組み事例の共有
・関係業界団体：各業界での良い取り組みの率先的な展開
・既存のプラントメンテナンス業者：他社の取り組み事例の共有、
事業所への提案

⑧その他 ・国、地方自治体には補助金を期待したい
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(14) 企業⑭ 

①環境管理業務の概
要

・法律、条令、市協定等の規制値を遵守

②環境管理データの
収集方法

・常時監視、また規制値等に接近した場合アラーム発報し運転員に
知らせる（早期異常検知）
・運転状況を集積するためのIoT機器の導入については、多変数モデ
ル予測制御などの高度制御
・データ解析による品質推定モデル
・ITツールを活用した運転の自動化（Knowledge Power）
・高精度な運転訓練シミュレータ

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・技術課題（防爆対策等）、予測精度向上
・費用対効果
・現場担当者の理解の向上、機能の最大活用

④今後のデジタル化
の展望

・ITツールを活用した異常監視（Knowledge Powerシステム活用）
・計装機器のデータ解析（HART通信）
・スマートセンサーによる連続監視（肉厚計）
・設備管理システムの充実
・タブレットPC活用（モバイルDCS）、ウェアラブルカメラ

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・最も期待することは企業価値の向上であり、その手段としてデジ
タル技術を活用
・高圧ガス特定認定事業者としての高度な保安管理の維持・向上
・現場の安全面の向上、産業公害の防止、低減
・事業効率性向上による競争力強化、生き残り（GRM向上、コスト削
減）
・法律、条令、市協定等の規制値を遵守すること、またそれによる
企業価値の向上
・省エネによるコスト削減

⑥環境報告書等の取
組状況

・現在、社外向けの環境報告書やCSR報告書は作成していないが、デ
ジタル技術を導入後、集積したデータの多方面への有効活用を考え
たい

⑦デジタル技術の導
入における連携

・スマート保安に向けた支援や具体的なアクションプランの参考・
実践、産業保安高度化推進事業費補助金の活用等

⑧その他 ・国の方針や同業他社の動向を共有できる場を多く設定してほしい
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(15) 企業⑮ 

①環境管理業務の概
要

・大気、水質、緑地に関する協定値を順守しており、今後もこれら
協定値を順守することが重要な課題

②環境管理データの
収集方法

・化学工場等で広く使用されている機器を使用
・DCSは数十年前から、省力化、省人化を目的に導入
・保全システムは紙ベースの設備管理台帳を電子化することで効率
的な運用を行うことを目的に約20年前に導入

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・特に技術課題（防爆対策等）については、危険物施設でも使用可
能な法改正がないと防爆対応機器の導入は費用面で課題があると考
えている

④今後のデジタル化
の展望

・現在、現場巡視の際のipadを用いた点検、オンラインでの外部パ
トロール対応を開始した
・現場の挙動や異常を早期に発見するためのAI導入、現場巡視を効
率化するための現場モバイルの活用について、現在情報収集中

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・SDGs等の企業の付加価値向上と効率的な運営
・化学物質や有害物質による環境汚染の防止、地球温暖化防止対策
の推進、生物多様性の保全

⑥環境報告書等の取
組状況

・現状は工場から本社にデータを連絡し、本社で取りまとめている
ため、デジタル技術導入についてはイメージがない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・具体的な考えはないが、デジタル化の事例集が国のHP等へ掲載さ
れれば参考になる

⑧その他 ・特になし
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(16) 企業⑯ 

①環境管理業務の概
要

・環境保全協定及び細目協定の順守、環境保全に関する事項の報告
・最も重要な課題は、地球環境の保全に貢献すること

②環境管理データの
収集方法

・運転状況を確認し、データを集約するためのDCSの導入
・点検結果や工程を管理するための保全システムの導入

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・技術課題、費用対効果、現場担当者のデジタル技術の理解の向上
等

④今後のデジタル化
の展望

・運転状況を集積するためのIoT機器の導入、現場の挙動や異常を早
期に発見するためのAI導入、配管の腐食・減肉を早期に発見するた
めのモニタリングシステム、現場巡視を効率化するための現場モバ
イルの活用を構想検討段階

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・事業の効率性の向上、業務、製品等の品質の向上、現場の安全面
の向上、産業公害の防止、低減、地域における共感性の向上、拡
大、持続可能性、SDGs等の企業価値、環境価値の向上、拡大、多様
な人材の成長、人材確保への寄与、多様な働き方や自由なワークス
タイルの向上

⑥環境報告書等の取
組状況

・環境報告書、CSR報告書のデジタル技術の導入は具体化まで至って
いない

⑦デジタル技術の導
入における連携

・国、地方公共団体、地元有力企業、関係業界団体、既存のプラン
トメンテナンス業者
・インフラ整備とコラボレーションを期待したい

⑧その他 ・特になし
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(17) 企業⑰ 

①環境管理業務の概
要

・環境保全協定の対象ではないが、社員の理解を深め、特に
ISO14001の取組が重要

②環境管理データの
収集方法

・AMADA製の生産管理システムを3年前に導入し、品質向上、業務効
率化を図っている

③環境管理のデジタ
ル技術導入の課題

・RPAを導入したいが、費用対効果が分からない部分があり、提案が
難しい
・年間維持費もかかるため、補助金の活用も含めて検討したい

④今後のデジタル化
の展望

・運転状況を集積するためのIoT機器の導入、省エネに向けたエネル
ギーマネジメントシステムの導入を考えたいが、まだ具体的でない
・生産管理ソフトを導入したが、業務負担を更に低減させるため、
できる範囲で自動化を進めたい

⑤更なるデジタル技
術導入で期待したい
効果

・事業の効率性の向上、業務、製品の品質の向上、多様な人材の成
長、人材確保への寄与等に期待したい
・環境面では、化学物質や有害物質による環境汚染の防止を図り、
デジタル化によって無駄な生産を減らし、資源効率化を図りたい

⑥デジタル技術の導
入における連携

・DX推進への意識をどう高めるかが重要

⑦その他 ・DX推進関連業者は、多様でマッチングが難しいため、業種や業務
内容に資するプラットフォーム等が有用ではないか
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3.2.2 自治体 

(1) 自治体① 

①公害防止協定の
概況

・企業44社と公害防止協定を締結
・細目協定締結企業35社とは、協定値を定める
・公表可能な情報は環境報告書に示す

②環境管理データ
の収集方法

・企業や項目によってメールや紙、PDF等、提出方法、記載様式は
バラバラ
・これらをExcel等に転記し、整理

③環境管理上の課
題

・協定値や目標値を越えることは年に数回程度
・データ管理上の課題は少ない
・環境報告書の作成は、非常に手間がかかる
・例えば、法令は県が管理し、協定値は市が管理する等、環境管
理の根拠により取り扱いが異なるため、環境データの統合的な管
理は非常に困難と考えられる

④デジタル技術導
入の必要性

・費用対効果が見込めない
・人件費が多少削減できる程度

⑤データ活用の展
望

・データ確認以外に活用することはない
・リアルタイム性が向上したとしても自治体で対応できることは
少ない

⑥技術継承に関し
て

・技術継承の課題は大きい
・環境管理の技術を持つ職員は少なく、研修等で対応能力を維持
している
・技術継承に関し、デジタル技術を導入するイメージはない

⑦企業との連携 ・公害問題に関する課題が減り、コミュニケーションの必要性も
減っている
・連携する上でデジタル技術を導入するイメージはない
・企業努力は環境白書に示すようにしている

⑧経産局への要望 ・工場では老朽化が課題となっており、管理手法や事故・トラブ
ルの未然防止を図る支援が望ましい
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(2) 自治体② 

①公害防止協定の
概況

・協定の締結企業は14社

②環境管理データ
の収集方法

・自主測定は立ち入り時の記録や毎月報告を受ける等様々
・毎月の報告は紙のみ
・テレメータは大気であり、テレメータの内容は企業毎の協定に
より異なる

③環境管理上の課
題

・各企業でしっかり取り組まれており、特に問題はない
・作業量自体多くない
・常時管理が必要な大気も現状のシステムで確認可能なことか
ら、困ることはない

④デジタル技術導
入の必要性

・現在、必要性を特に感じていない
・紙ベースの書類の電子化は進めたい
・協定で提出方法等も定められておりそれらの変更は容易でない

⑤データ活用の展
望

・データの確認、保管以外に活用する考えはない
・国が全体を集約し、分析することで有効になるのではないか

⑥技術継承に関し
て

・環境管理の技術を持つ職員が大量退職した時期には課題意識が
あったが過去の話
・環境問題は大気や水質だけでなく、現在は地球温暖化対策等、
徐々に広がりっており、それらに対応するため研修等で一定レベ
ルを維持する努力は必要

⑦企業との連携 ・協定を締結している企業は地域を代表する企業であり、地域貢
献を果たしており、これから更なる連携やインセンティブを与え
るような考えはない

⑧経産局への要望 ・特になし
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(3) 自治体③ 

①公害防止協定の
概況

・78社と公害防止協定を締結
・項目は異なるが目標値を定め、企業個別に環境管理を実施

②環境管理データ
の収集方法

・法律、条令、協定等様々なことに基づきデータが存在
・項目、管理根拠により紙、電子データ等、環境管理の結果は
様々な形で収集している
・様々なデータが点在するため、まず法律で公表しなければいけ
ないデータを作成し、そこから各報告に転用する

③環境管理上の課
題

・取りまとめはやや煩雑だが、問題意識はない
・法律で決められている場合、自治体が単独で動くことはできな
い
・現状の対応に課題意識はなく、デジタル技術の活用のイメージ
はない

④デジタル技術導
入の必要性

・新たなデータ収集システムを構築することは考えていない
・電子データでの届け出を許可することが決められていない項目
もある

⑤データ活用の展
望

・企業の施設は、設備の入れ替わりがあり、発生源に対する将来
予測は、基本的に難しい
・計量証明書の様式も統一されておらずデジタル技術が活かせる
イメージはない

⑥技術継承に関し
て

・異常値が出た際にはその都度対応するしかない
・マニュアル化、データベース化してもどこまで活かせるかわか
らない
・環境省が行っている研修等で情報収集はしている

⑦企業との連携 ・降下ばいじんが問題であり、関係企業が集まり、地元自治会へ
の説明を行っている
・企業の団体の中で、知識や対策の部分について意見交換がある
・デジタル技術を活かせるイメージはない

⑧経産局への要望 ・国の方で全国統一の自治体向けの環境管理システムを作り、そ
れを市で利用することができれば、メリットは多い
・国がデジタル技術を活用した環境管理システムを構築すれば、
大幅な効率化が図れる

 



 

77 

(4) 自治体④ 

①公害防止協定の
概況

・1996年より発生源及び発電所周辺の大気質（二酸化硫黄、窒素
酸化物　等）のデータをテレメータで収集

②環境管理データ
の収集方法

・上記のとおり

③環境管理上の課
題

・特にない

④デジタル技術導
入の必要性

・特にない

⑤データ活用の展
望

・特にない

⑥技術継承に関し
て

・特にない

⑦企業との連携 ・特にない

⑧経産局への要望 ・特にない
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3.3 デジタル技術導入事例 

文献調査および、アンケート調査やヒアリング調査から得られたデジタル技術の導入に関し、

産業公害防止に取り組む中小企業等の参考となるよう、コンビナート地区での取組事例を中心に

取りまとめを行った。 

 

表 3-3 デジタル技術導入事例の概要 

会社名 デジタル技術のテーマ・概要 

旭化成株式会社 【配管・機器の保温材下腐食（CUI）予測モデル】保温材下の配

管腐食（CUI）検査の効率化を目指し、CUI 予測モデルとして、

検査データを温度、環境、構造、塗装等の使用条件毎に分類・解

析し、腐食速度を推定し CUI発生可能性を評価。 

宇部興産株式会社 【プラントの異常予兆検知システム】従来、熟練人材がプラント

の異常を検知していたが、このような暗黙知は、中堅・若手人材

への継承が難しいため、データサイエンティストを育成し、異常

予兆検知システムを開発した。 

ENEOS株式会社 【AI によるプラント自動運転の実証】実証事業により一般的な

石油精製/石油化学品製造装置に適用可能な汎用性のある AI の

開発を目指し、運転変動の常時安定化、およびベテラン運転員と

同等以上の生産効率化・省エネルギー運転を実行。 

JFE スチール株式会社 【ガス漏れ・着火検知システム導入】コークス炉のガス漏れ、

着火を早期検知し、防災トラブル防止を目的とした AI 実証を実

施。ガス漏れ、着火の目視点検作業を、カメラ監視化（AI）。 

株式会社ダイセル 【バーチャルファクトリー～網干と大竹工場間の最適生産の

仕組み構築～】本取組により、モノづくりに関わる情報を同期、

一元化し、複数工場の全体最適化を実現する「バーチャルファク

トリー」の仕組みを実現。 

西部石油株式会社、 

千代田化工建設株式会社 

【IoT センサーデータと運転データの融合 AI を活用した運転

支援システム構築】これまで定期的に検査・補修することで確認

していた機器・計器の健全性を、IoTセンサーとプロセスデータ

融合 AIにより常時監視し、異常の発生を予測・通知することで、

その時々の状態に応じた最適な検査・補修の実現を可能とした。 

東ソー株式会社 【安全・安定操業に向けた DXの活用】DXの導入を積極的に進め、

「事業所共通の監視システムの導入」、「運転支援システムの導

入」、「異常予兆検知システムの導入」、「運転引き継ぎ日誌の電子

化」、「現場通信用タブレットの導入」、「計装機器診断システムの

導入（スマートバルブ）」、「無線式ガス検知器の導入」、「無線式

振動・温度センサーの導入」、「ドローンの導入」、「ガスタービン 

エネルギーマネジメントシステムの導入」等に取り組む。また、

DX を進めるために不可欠なデータサイエンティスト等の組織的

な育成プログラムの構築に取り組む。 



 

79 

3.3.1 旭化成株式会社 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

配管・機器の保温材下腐食（CUI）予測モデル 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・水島製造所では、元来現場の運転・設備管理担当のボトムアップで、保全に関する技術

の開発や導入が進められてきた。例えば、伸縮可能なポールとデジカメを使った新しい

高所の目視点検方法に取り組んでいる。 

・水島製造所は設立から約 50年経っており、設備の経年が進行している。プラントの配管

についても例外ではなく、その維持管理は重要な課題の一つである。 

・プラントを長期運転するほど、配管腐食の可能性は高くなるため、プラントの安定稼働

のためにも腐食を早期に発見することは重要であるが、通常、プラントの配管には保温

材が巻かれているため、仮に腐食が発生していたとしても、その発生箇所を外見からは

特定することは難しい。また、保温材を剥離して検査を行おうとすると、剥離の手間や、

場合によっては足場の設置が必要となり、追加の費用が発生する。そのため、水島製造

所では、従来、ガイド波等の超音波を活用した非破壊検査法による、保温材下の配管腐

食（CUI）の検査を実施してきた。 

・ただし、プラントには数多くの配管が存在し、ただ適用法規に応じて網羅的に検査を行

うのは非効率である。そのため、同製造所では、「配管リスク評価」を行うことによって、

予め対処すべき配管の優先順位付けを行った。そして、優先度が高いものから検査を実

施することで、効率的に検査を実施し、これにより、経年劣化設備の維持コストの最適

化を図ることができた。 

・このリスク評価は、「腐食結果影響度評価」（火災・環境・人的被害等の項目に従い、配

管から漏えいがあった際の影響を評価）と「腐食発生可能性評価（旭化成独自方式）」の

二つの評価に分けることができる。 

・このうち、「腐食発生可能性評価」には、水島製造所独自の「CUI予測モデル」が活用さ

れている。この「CUI 予測モデル」は、同製造所の種々の設備（塔、槽、熱交配機、配

管等）から収集された約 6,000点の CUIデータを基に構築されたものである。 

・モデルの構築にはまず、CUI に関する検査データを、温度、環境、構造、塗装仕様等の

配管の使用条件毎に分類し、統計的に解析を実施。これにより、「基準腐食速度」と「腐

食倍率」を導き出し、この値を「CUI 予測モデル」の係数として活用することで、腐食

速度を推定し、CUI発生可能性を評価することが可能となる。 

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目 1番 2号 

設 立：1931年（昭和 6年） 

資本金：103,389,000,000円 

社員数：約 44,497名 
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図 3-1 保温材下腐食（CUI） 

 

 

図 3-2 非破壊的な CUI 検査方法の適用可能性検討 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・旭化成水島製造所で開発された、この「CUI 予測モデル」は、その後同社だけに留まら

ず、複数の企業と共同で更なる検討が進められてきた。まず協力化学会社７社から配管

に限定した CUI データ約 1,900 点の提供を受け、これを「CUI 予測モデル」を活用して

分析を行った。 

・更に、平成 28 年には、旭化成を含む化学会社 14 社の合同提案が、経済産業省の「IoT

推進のための新産業モデル創出基盤事業」に採択された。 

・この事業では、上記 14社が収集した CUI検査データを分析し、より精度の高い、CUI発

生可能性の定量的な推定方法を構築し、その普及を図り日本全体の高経年化プラントの

信頼性向上を目指している。 

 

出典；2019 年度 JPEC フォーラム 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（平成 29 年、平成 30 年度 NEDO 委託事業結果の紹介） 
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3.3.2 宇部興産株式会社 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

プラントの異常予兆検知システム 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・宇部興産の主要生産拠点である宇部ケミカル工場は、ナイロン原料やナイロン樹脂、フ

ァインケミカル等を製造し、爆発や火災の危険性を有する物質を扱っている。近年国内

の化学プラントで事故が増加したことがきっかけとなり、経営層も生産現場におけるリ

スク管理の必要性を強く感じていた。 

・化学プラントは一度事故を起こしてしまうと各種認定の取り消しや一定期間運転停止の

処分が、また顧客は製品の調達先を変えてしまう可能性があり、事故による損害は非常

に大きい。宇部ケミカル工場においても、センサーの不具合やバルブの詰まり等に起因

する不具合が発生した。従来は熟練人材がこのような不具合につながる予兆を検知して

対処していたが、世代交代や海外工場への展開によって熟練人材が減少したことにより

対処が遅れたことが要因であった。 

・プラント運転に際して、経験が浅くノウハウが少ない人材が DCS の画面を見て一度に確

認できるデータは 2～3種類程度である一方、熟練人材は 5～6種類、多ければ 10種類程

度のデータを一度に見て状況判断をしている。これは、長い経験を通して感覚的に各数

値の相関を把握することで実現できるものである。このようなスキルは暗黙知であるた

め、なかなか熟練人材から中堅・若手人材への伝承が難しい。 

・経営層も熟練人材の減少と若手従業員の割合の増加による課題に対処するため、経験が

浅い人材だけでも異常検知を含めた非定常時の対応を確実に行うことができる体制の構

築が急務と考えていた。そこで、経営層が自ら現場（計器室）を訪問し、従業員の声を

聴いたところ、事故発生のリスクの高まりに対して問題意識を持っている従業員が多い

ことがわかった。 

・近年注目されているスマート化技術をプラント運転に導入することで安全性向上や品質

の安定化が可能ではないかと考え、社長主導でビッグデータを活用したソリューション

の検討チームが発足した。チーム構築の際には、ビッグデータ活用に必要なスキルをも

った人材が様々な部署に散逸していたため、部署（製造部門・プラント設計部門・装置

研究開発部）をまたがるプロジェクトチームを組成することで理論計算やデータ解析等

の知見を結集した。また、プラント設計理論に詳しい自社人材にデータ解析の方法を教

えることで、データサイエンティストを育成し、システムの開発を促進した。 

所在地：山口県宇部市大字小串 1978-96 

設 立：1942年（昭和 17 年） 

資本金：58,400,000,000円 

社員数：約 10,897名 
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図 3-3 異常予兆検知システムのメリットと成功要因 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・異常の予兆検知システムは、現場従業員の判断を支援するシステムという位置づけで導

入した。異常検知の仕組みとしては、プラント設計時に算出した理論上の稼働データと

実際に運転した際の稼働データを比較するというアプローチを採っている。安定した稼

働をしている時の各数値の相関（温度や流量、圧力等の変動の関連性）を特定し、その

相関が崩れる事態を異常の予兆としてアラームを作動するものである。 

・従来は異常が発生してからアラームが作動するため、対処のための時間が十分に確保で

きない場合があったが、予兆を検知することで確実に対応することが可能となる。更に、

本システム導入によりプラントの運転異常への確実な対処ができるようになったことで、

異常回避に留まらずプラント運転の安定化を通じた品質向上にもつながっている。製品

の価格は品質に左右される面があるため、品質を一定に保てれば売上向上にもつながる。 

・また、化学物質が過剰に加熱されることによる、火災につながりかねない異常の予兆検

知にも成功している。人が見つけることが難しい異常であり、従来のアラームが作動し

てからの対応では事故につながりかねない事態を安全に収束させることができる。 

・導入された異常検知システムはネットアプリケーションであり、どこからでも稼働情報

をリアルタイムに確認できる。将来的には、海外にあるプラントの稼働データを日本か

らリアルタイムに確認することや、稼働情報をダッシュボード化することで経営層がい

つでも確認できるようにすることを目指している。 

 

出典；スマート保安先行事例集～安全性と収益性の両立に向けて～ 平成 29 年 4 月 経済産業省 
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3.3.3 ENEOS株式会社 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

AIによるプラント自動運転の実証 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・ENEOS は製油所へのデジタル技術導入について、将来像に向けたロードマップを策定し

ており、製油所の高度化を推進している。本実証事業はその取組の中の一つであり、現

在プラント運転にて人が行っている 24 時間体制のプラント監視業務と異常回避等の操

作判断を AI による監視、および操作に置き換え、運転の常時自動化を実現することで保

安力向上を目指した。 

・実証事業では一般的な石油精製/石油化学品製造装置に適用可能な汎用性のある AI の開

発を目指している。開発した AIは外乱による運転変動の常時安定化、およびベテラン運

転員と同等以上の生産効率化・省エネルギー運転を実行するモデルである。 

・AI によるプラント自動運転では、装置変動の予測および変動を安定化する操作を自動化

することでトラブルを削減し、更に自動化で生まれた人的リソースを設備の点検に配分

することで、物的要因のトラブルの削減が期待できる。 

・将来的には AIによるプラント自動運転が実現することで、感染症蔓延時等の有事の際に

も少人数でプラント運転を維持可能となり、エネルギーの安定供給に繋がることが期待

できる。 

・AIによる安定化制御では、装置変動時においても機器の管理値、および製品の規格値範

囲内に運転を調整することができるため、常時安定した運転が可能になる。 

・AIによる最適化制御では、常時ベテラン運転員以上の生産効率化・省エネルギー運転が

可能になる。 

・大型プラントには制御に関する目的変数、説明変数が多数にあることから制御 AIの構築

が難しく、且つ AI でプラントを自動運転した過去事例がないことから、本実証事業は革

新的な開発である。 

・ENEOS は実際のプラントを有していることから、アジャイル式にモデルの開発とプラン

トでの実証を繰り返すことで、AIによるプラント自動運転の早期達成が可能になる。 

所在地：東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号 

設 立：1888年（明治 21 年） 

資本金：30,000,000,000円 

社員数：約 9,348 名 
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図 3-4 AI によるプラント自動運転の実証の概要 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・AIによるプラント自動運転では、装置変動の予測および変動を安定化する操作を自動化

することでトラブルを削減し、更に自動化で生まれた人的リソースを設備の点検に配分

することで、物的要因のトラブルの削減が期待できる。 

・将来的には AIによるプラント自動運転が実現することで、感染症蔓延時等の有事の際に

も少人数でプラント運転を維持可能となり、エネルギーの安定供給に繋がることが期待

できる。 

・AIによる安定化制御では、装置変動時においても機器の管理値、および製品の規格値範

囲内に運転を調整することができるため、常時安定した運転が可能になる。 

・AIによる最適化制御では、常時ベテラン運転員以上の生産効率化・省エネルギー運転が

可能になる。 

 

出典；令和 2 年度産業保安高度化推進事業 スマート保安事例集 経済産業省 
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3.3.4 JFEスチール株式会社 西日本製鉄所（福山地区） 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

ガス漏れ・着火検知システム導入によるコークス炉保安力向上 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・実証を行う AIは、コークス炉のガス漏れ、着火を早期検知し、防災トラブル防止を目的

としたもの。ガス漏れ、着火点検作業における、目視での点検作業を、カメラ監視化（AI）

することで、監視業務の無人化、常時監視化し、保安力強化を図る。 

・本事業により、ガス漏れ・着火を検知可能な画像認識 AIの開発及び、発報システムを構

築し、着火防止に繋げ、保安力強化を図る。 

 

図 3-5 ガス漏れ・着火検知システム導入によるコークス炉保安力向上の概要 

・本実証事業では、①カメラ設置、②実績データ蓄積、機械学習、③システム構築、④AI

の性能評価、⑤効果検証を実施。 

・カメラ設置は、既設高所設備へのカメラの取付け、及び配線工事を実施。 

・実績データ蓄積、機械学習は、データの蓄積、機械学習、判定テストを実施。 

・モニター設置、ガス漏れ・着火検知アラーム設置、各機器の導入によりシステム構築。 

・AIの性能評価は、正常状態、ガス漏れ、着火正答率を評価。 

所在地：広島県福山市鋼管町 1（西日本製鉄所福山地区） 

設 立：2003年（平成 15年） 

資本金：239,600,000,000円 

社員数：約 45,844名 
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図 3-6 AI 実証における学習フロー 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・大規模製造プロセスの操業が前提であり、従来から社内体制強化・人材育成・専門部署

設立・社外連携強化の全面で取組を実施。 

・経済産業省が定める DX認定制度に基づき、「DX認定事業者」としての認定を取得。 

・データサイエンティストを社内で階層的に養成する体制を構築し、運用中（①データサ

イエンティスト先駆者、②データサイエンティスト伝道者、③データサイエンティスト

活用者、④データサイエンティスト利用者の 4階層）。 

・①データサイエンティスト先駆者、②データサイエンティスト伝道者はいずれも、研究

所在籍の元々の専門家に加え、現場での実際の課題を社内外データサイエンティストと

共に解決するという OJT形式にて養成。 

 

提供；JFE スチール株式会社 

令和 2 年度補正（3 次補正）産業保安高度化推進事業費補助金 補助事業概要説明書 



 

87 

3.3.5 株式会社ダイセル 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

バーチャルファクトリー ～網干と大竹工場間の最適生産の仕組み構築～ 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・プロセス・イノベーションとして、1996年 4月に網干工場（兵庫県）でスタートした生

産革新の取組は、2000年の統合生産センター開設を経て、全生産拠点へ展開。 

・製造－販売－物流の一連の業務プロセスをダイセル式生産革新手法によってシンプル化

し、事業価値の最大化を図るサプライチェーンを構築した。 

・本取組によりモノづくりに関わる情報を同期・一元化し、複数工場の全体最適化を実現

する「バーチャルファクトリー」の仕組みを実現。また今後はこれら一連の活動の中で

蓄積した膨大なノウハウ情報を、ビッグデータとして、AIで解析することで、予知予測

機能を強化する等、新たな革新への展開に挑む。 

・これまでの「ダイセル式生産革新」を基盤とし、同じセルロース製品を生産する網干工

場（兵庫県）と大竹工場（広島県）をあたかも一つの工場のようにして、生産計画、エ

ネルギー需給を最適とする仕組みを構築し、更なる収益の極大化を図る取組を行った。 

・エネルギー設備の燃料にガスと石炭を用いる網干工場と、石炭とタイヤチップを混焼す

る大竹工場では調達コストが異なるため、製造に必要なエネルギーコストが異なる。両

工場に必要な生産量をもとに、エネルギーコスト、在庫コスト、物流コスト等を考慮し

たトータルコストがミニマムとなるように、生産計画やエネルギー設備の運転条件をシ

ミュレーションできる仕組みを構築し、運用している。 

・実際の運転では、エネルギー設備の運転条件をシミュレーションできる「エネルギー運

転最適化システム」を活用し、コストミニマム運転を維持できる仕組みを運用している。 

所在地：広島県大竹市東栄 2-1-4（大竹工場） 

設 立：1919年（大正 8年） 

資本金：36,275,440,089円 

社員数：約 11,142名 
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図 3-7 バーチャルファクトリーの概要 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・従来の工場最適の考え方から、全体最適を追求することで、トータルコストの低減を実

現した。 

・網干工場と大竹工場での最適生産の仕組みとエネルギー運転最適化システムの構築によ

って、2工場体制によるバーチャルファクトリー化が完成した。 

 

提供；株式会社ダイセル 

https://www.daicel.com/manufacturing/process.html 
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3.3.6 千代田化工建設株式会社・西部石油株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

IoT センサーデータと運転データの融合 AIを活用した運転支援システム構築 

 

(2) デジタル技術の取組概要 

・将来の長期連続運転を見据え、装置・プロセス系統の異常監視・評価によるプラント保

安力向上を目的としている。 

・これまで定期的に検査・補修することで確認していた機器・計器の健全性を、IoT セン

サーとプロセスデータ融合 AIにより常時監視し、さらに異常の発生を予測・通知するこ

とで、その時々の状態に応じた最適な検査・補修の実現を可能とする。 

・IoT センサーデータとプラントのプロセスデータを融合させる環境を構築し、各機器・

計器の特性に合わせた異常検知 AIの開発、プロセス系統単位でのプロセス異常監視・安

全性評価を行う AIの開発を行った。 

・既存の診断技術では機器の振動増加やバルブの急な変動を検知するが、プロセス変動に

伴う正常な挙動であっても異常と診断する等の課題があるが、機器異常の顕在化(検知)

とプロセス変動の相関を基に、異常の発生を精度よく予測する AIを導入することで既存

の診断技術をサポートする AIを開発。 

・プロセス上の機器・計器の前後関係や、プロセス流体の状態を加味して系統(ループ)内

での異常のシグナル・発生要因を捉える等、機器の繋がりと系統内のバランスを捉える

新しい観点を取り入れた。 

・システム思想含めてまだデジタルインフラが整ってない製油所への IoT・AI 環境実装と

いう先駆的な実証を実施。 

千代田化工建設株式会社 

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目 6番 2号 

設 立：1948年（昭和 23 年） 

資本金：15,014,000,000円 

社員数：約 5,200 名 

西部石油株式会社 

所在地：東京都千代田区神田美土代町 7番地 

設 立：1962年（昭和 37 年） 

資本金：8,000,000,000円 

社員数：約 439名 
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図 3-8 IoT センサーデータと運転データの融合 AIを活用した運転支援システム構築の概要 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・これまで故障に至るまで検知できなかった異常について、故障に至るよりも前から異常

の兆候を検知・捉えることが可能となる。 

・プロセス異常監視・安全性評価 AIにより、機器・計器の故障、プロセス装置全体での異

常の挙動把握、同一系統内の機器・計器のリアルタイム状態監視が可能となる。 

・過去のトラブル事象・原因情報とプロセス情報を含めたデータ解析により、原因箇所や

対策の絞込みが可能となる。 

・IoT センサーデータとプロセスデータの融合環境を構築したことで、計器室以外の場所

からでも運転状態の確認が可能となる。 

 

出典；令和 2 年度産業保安高度化推進事業 スマート保安事例集 経済産業省 
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3.3.7 東ソー株式会社 

 

 

 

 

 

(1) デジタル技術のテーマ 

安全・安定操業に向けた DXの活用 

(2) デジタル技術の取組概要 

・「安全がすべてに優先する」という、環境・安全・健康基本理念および行動指針に基づき、

無事故・無休業災害を目指して「安全基盤の強化」と「安全文化の醸成」を基本とした

多様な安全活動を継続して展開している。 

・DX の導入を積極的に進め、プラントの安全確保や安定操業にも活用している。また、DX

を推し進めるために不可欠なデジタル技術に精通した人材（データサイエンティスト）

の早期育成を目指し、組織的な育成プログラムの構築に取り組んでいる。 

・現在、「事業所共通の監視システムの導入」、「運転支援システムの導入」、「異常予兆検知

システムの導入」、「運転引き継ぎ日誌の電子化」、「現場通信用タブレットの導入」、「計

装機器診断システムの導入（スマートバルブ）」、「無線式ガス検知器の導入」、「無線式振

動・温度センサーの導入」、「ドローンの導入」、「ガスタービン エネルギーマネジメント

システムの導入」等に取り組んでいる。 

・「異常予兆検知システムの導入」は、機械学習を利用した運転異常の予兆検知システムで

あり、正常状態のプラントデータ間の相関性を機械学習し、得られた正常モデルと現実

のズレから早期に異常を検知することができる。また、機械学習は異常予兆検知だけで

なく、品質の予測や生産性の改善等にも活用している。 

・製造現場に通信用タブレット（防爆対応品）を導入している。作業現場と計器室が映像・

音声通信を通じてリアルタイムに情報交換できることから、若年作業者の作業支援に活

用している。 

 

図 3-9 運転引き継ぎ日誌の電子化および現場通信タブレット 

所在地：山口県周南市開成町 4560 

設 立：1935年（昭和 10 年） 

資本金：55,200,000,000円 

社員数：約 13,631名 
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図 3-10 無線式ガス検知器によるモニタリングおよびドローン導入による高所外観点検 

 

・事業所の敷地境界に無線式ガス検知器を設置し、毒性ガス濃度を社内ネットワークシス

テムにてリアルタイムで監視している。震災による停電時でもガス漏洩を検知可能なバ

ッテリー内蔵式の無線ガス検知器を採用することで、ガス漏洩発生時に事業所外への影

響を早期・確実に把握し、迅速に対応する体制を構築している。 

・事業所内の広範囲に設置される回転機に無線式振動・温度センサーを取り付け、振動と

温度を社内ネットワークシステムにてリアルタイムで監視し、回転機異常の早期発見に

取り組んでいる。将来展望として、振動と温度データを蓄積し、高性能の異常予兆診断

の実現を目指している。 

・四日市地域では、企業と行政が一体となって新技術導入に関する取組を進めており、こ

の地域特性を活かし、ドローンの導入およびドローン操作要員の育成を実施し、タンク

等の高所外観点検に活用している。 

 

(3) 現状の課題、効果、今後の展望等 

・東ソーグループは、2013 年 7月に石油化学工業協会が制定したガイドライン「産業保安

に関する行動計画」を踏まえ、RC推進体制の下で、安全・安定操業に関する活動を推進

している。 

・従業員の安全・健康の確保と安定操業が経営の最重要課題であることを認識し「安全が

すべてに優先する」という、環境・安全・健康基本理念および行動指針に基づき、無事

故・無休業災害を目指して「安全基盤の強化」と「安全文化の醸成」を基本とした多様

な安全活動を継続して展開している。 

・自然災害等の事業リスクに備えた事業継続計画（BCP）の取組も進めている。 

 

提供；東ソー株式会社 

https://www.tosoh.co.jp/csr/environment/safety.html 
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第4章 デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性 

4.1 調査事業のまとめ 

アンケート調査、ヒアリング調査の結果より、抽出した主な課題と対応の方向性について、次

のとおり整理した。 

 

4.1.1 環境管理全般の課題と対応の方向性 

環境管理全般の主な課題と対応の方向性について、人、モノ、カネ、情報に分類の上、以下の

のとおり整理した。 

 

表 4-1 環境管理全般の課題と対応の方向性 

 課題 対応の方向性 

人 ・環境管理の技術継承、人材育成、中長期

的な人材不足 

・新型コロナ対策の中での働き方改革、働

き方の多様化 

→ 環境管理の省人化・無人化等の作業効

率化 

→ 熟練技術、ノウハウの見える化や業務

の遠隔サポート導入による形式知化 

→ デジタル技術による環境リスク低減、

人為的ミス削減 

 

モノ ・設備トラブルによる環境事故の防止 

・プラント設備の高経年化に伴う、潜在的

環境リスクの高まり 

→ 環境リスクの低減、設備機器の高経年

化対応 

→ 異常検知・予兆の精度向上や異常個

所・原因特定の迅速化 

 

カネ ・公害は過去の問題であり、環境管理が更

なる投資対象となりにくい 

→ ESG投資の広がり等、企業価値向上に対

する経営の理解 

→ 修繕最適化等による効率的かつ効果的

な設備保全、環境管理 

 

情報 ・環境管理データの集約が煩雑で手間がか

かる 

→ 次世代 DCS 等によるあらゆるデータの

自動集約化、運転状況把握のための IoT拡

充 
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4.1.2 デジタル技術導入の課題と対応の方向性 

(1) デジタル技術導入の課題 

1) 人 

・社内外のデジタル人材の不足（多様な人材の成長、人材確保への寄与） 

2) モノ 

・デジタル技術の導入に向けた、通信インフラ整備 

・デジタル技術の導入に時間を要する 

・デジタル技術の信頼性が不足している 

・防爆対策の製品（センサー、タブレット等）が少なく、かつ高額である 

3) カネ 

・技術革新の初期段階であり、効果が不明瞭で、費用対効果が定かでない 

・デジタル技術の導入事例が少なく、参考情報が乏しいため、投資対象になりにくい 

・技術開発、実証に対する支援が不足している 

4) 情報 

・社内および現場担当者のデジタル技術の向上 

・現場担当者のデジタル化の意義の理解促進 

・デジタル技術導入の参考事例の不足 

・情報漏洩、ウイルス感染の危険性 

 

(2) デジタル技術導入の対応の方向性 

1) ノウハウの見える化 

環境監視の自動化、マニュアルの充実化 

→ 五感、属人的な熟練のノウハウの定量的な評価 

→ 暗黙知から定量的な形式知化を図り、非熟練者の技術習得の円滑化 

2) 環境管理の自動化 

環境データ集約化のための IoT拡充、点検保全システム導入等 

→ デジタル技術の活用による作業員の負荷軽減、省人化、代替 

→ 環境監視や点検業務のスマート化による、事故対応の迅速化 

→ 業務の自動化による、ヒューマンエラーに起因するトラブルの抑制 

3) 環境管理の遠隔化 

環境管理の効率化のためのドローン、現場モバイル導入等 

→ デジタル技術による危険個所、事故現場等の遠隔による環境管理の遂行 

→ 環境管理上、重大な事故に繋がる危険個所でのリスクから作業員を守る（労働環境改善） 
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4) 異常検知・予兆 

現場挙動や異常早期発見のためのモニタリングシステム、AI 導入等 

→ 計画外停止や重大事故の防止 

→ 環境監視のリアルタイム性向上による対応の迅速化、環境管理の最適化 

 

 

デジタル技術の対応の方向性

【人】
・社内外のデジタル人材の不足
　（多様な人材の成長、人材確保への寄与）

ノウハウの見える化

【モノ】
・通信インフラ整備
・デジタル技術の導入の時間
・デジタル技術の信頼性の不足

環境管理の自動化

【カネ】
・効果が不明瞭で、費用対効果が定かでない
・導入事例が少なく、参考情報が乏しい
・技術開発、実証に対する支援が不足

環境管理の遠隔化

【情報】
・社内、現場担当者のデジタル技術向上
・社内、現場担当者のデジタル化の意義の理解
・デジタル技術導入の参考事例の不足
・情報漏洩、ウイルス感染の危険性

異常検知・予兆

課題

環境管理
(公害防止)

経済性

 

図 4-1 デジタル技術導入の課題と対応の方向性の関係性 
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4.2 デジタル技術の活用のインセンティブの在り方 

本調査事業において、地球温暖化をはじめとした新たな環境問題への対応やコロナ禍の影響で

不確実性が高まる中、その環境の変化に対応し、一部の企業においては、従来の産業公害の防止

に向けた対応だけでなく、事業活動における環境管理の高度化、多様化に向けた取組が進みつつ

あることが確認できた。 

こうした事業活動が、一部の企業にとどまることなく、中小企業も含め、より多くの企業にお

いて、環境管理の高度化をはじめ、環境と成長の好循環につなげるための新たなビジネスを創出

していくような環境整備が求められており、そうした取組を実現するためのインセンティブの在

り方について、整理を進めてきた。 

 

まずは、人、モノ、カネ、情報の観点から、環境管理全般の課題と対応の方向性について整理

し、デジタル技術の導入が、そうした課題解決に向け、有効な手段のひとつになり得ることが確

認できた。 

 

中国経済産業局では、この 3カ年における当該調査事業を通じて、デジタル技術の活用に着目

し、先進事例の調査・整理を進めてきたところである。 

 

IoT 技術を活用して、従来、現場への巡視点検等で確認していた人の五感による熟練ノウハウ

を可視化し、ビックデータとしての現場データの集約が進みつつある。そうして集約されたビッ

クデータも、従来は、過去の記録として、保管され、事故時等に活用される程度であった。ここ

最近では、AI 活用により、そうした過去の膨大なビックデータを解析し、現場の挙動や異常を

早期に発見し、事故・トラブル等を未然に防ぐための異常検知・予兆等、最先端の AI・IoT技術

が導入されはじめている。 

コンビナート地区の企業では、膨大な敷地に生産設備が集積しており、これらの設備を人が、

何時間もかけて巡視点検している。こうした設備の点検に対し、ドローンを活用した点検の自動

化に向けた実証事業も進みつつある。屋外点検だけでなく、プラントの屋内の点検において活用

可能等ローンも見受けられる。ドローンにより得られた画像情報について、AI の画像認識技術

を活用した自動化の検討も進められている。 

 

コンビナート地区の企業では、高経年化した設備の更新を順次進めているが、まだ多くある老

朽化したリスクの高い設備に対する点検への対応や、その点検に必要な産業保安人材の不足等、

産業保安を巡る環境変化への対応が、引き続き求められている状況にある。 

IoT、ビックデータ、AI、ドローンをはじめとしたデジタル技術の革新的な進展により、安全

性と効率性を追求しつつ、これらの多くの課題を解決へと導き、生産性の向上や保安レベルを持

続的に向上させるための取組が進みつつある。 

 

コンビナート地区の企業をはじめとした公害規制法に基づく特定工場で、事故やトラブルが発

生した場合には、重大な産業公害につながる恐れがある。こうした産業公害に起因する事故やト

ラブルの未然防止に資するデジタル技術の活用が、中国地域でも見受けられた。 



 

97 

 

環境管理を効果的かつ効率的に推進するためには、デジタル技術が重要なテクノロジーとなる。

事業活動におけるデジタル技術の導入により、多種多様な環境管理データの見える化や集約化、

蓄積化を促し、そのデータを活用することでプラント管理の予知保全が可能となる。予知保全に

取り組む結果、事業の効率性が向上し、環境負荷低減、資源効率利用、生産性向上、設備稼働率

向上、省人化、省エネ化、脱炭素化等の定量的な評価につなげることができる。 

 

また、デジタル技術による自主的な環境管理の促進は、SDGs の達成、ISO14001、環境マネジ

メントシステム（EMS）等の企業の社会的責任を果たすことにつながり、企業価値の向上に直結

するとともに、地元自治体にとっても、持続可能なまちづくりの実現につながることとなる。 

 

本事業では、生産性の向上や産業保安レベルの向上等、持続的な企業活動に貢献するデジタル

技術の先進事例を整理することができ、こうしたデジタル技術の導入に対するインセンティブの

高さを示すことができた。 

中国地域でも先進的な取組が進みつつあり、こうした先進事例が、地域の中小企業等にも普及

していくことが期待される。 
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図 4-2 デジタル化の推進により向上させたい付加価値（第 2回アンケート結果） 

 

 

図 4-3 デジタル化推進による環境側面に期待される効果（第 2回アンケート結果） 
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表 4-2 インセンティブの方向性 

直接的効果 間接的効果

・環境負荷の低減、産業公害の防止 ・企業価値の向上

・各種データ見える化、集約化 　→SDGsの達成、ESG投資の獲得

・ﾌﾟﾗﾝﾄ予知保全による事業効率性の向上 　→ISO14000､環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ(EMS)推進

・製品等の品質の向上 ・地域の先進事例、ノウハウの蓄積と公開

・国からの補助金 　→地域の中小企業等への効率的な展開

・多様な働き方 ・多様な人材成長、人材確保

直接的効果 間接的効果

・リスクコミュニケーション

  →産・官・学・民の良好な関係構築

インセンティブの方向性（企業側）

インセンティブの方向性（自治体側）

・持続可能な住み続けられるまちづくり
　の実現

 

 

 

図 4-4 デジタル化とイノベーション・持続可能性・人材活躍の関係性 

出典；デジタル・イノベーション・持続可能性人材活躍の一体的推進による RX（地域の変革） 令和 3 年 6 月  

スマートかつ強靭な地域経済社会の実現に向けた研究会 
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4.3 デジタル技術活用促進に関するこれまでの中国経済産業局の取組 

中国経済産業局では、過去から継続的に実施している中小企業等産業公害防止対策調査の結果

等を活用し、中国地域の中小企業、支援機関等に環境管理の高度化に資する情報の提供を進めて

きた。環境ビジネスのイノベーションを促進し、産業公害の防止、低減を図ることを目的とし、

地域の中小企業等が活用可能なデジタル技術の要素技術及びその活用事例・効果等についての調

査やセミナー、実証事業の支援等を展開している。 

AI シンポジウム 2020 の開催では、1,300 名を超える参加があり、多くの現場担当者にも参加

いただく等、AI を活用した現場の課題解決への取組を鮮明にすることができた。 

こうした理解促進と機運情勢の取組や導入検討に向けたフォローアップを通じて、本格的な導

入に向けた支援展開を進めている。中国地域のコンビナート地区で組織された各地区特別防災区

域協議会と連携し、定期的に DX 推進ニーズ調査を実施する等、地域企業が有するデジタル技術

を活用した DX推進ニーズの把握を行っている。地域の DX推進ニーズを実現するため、国が実施

している各種支援制度の活用に向けてサポート展開を進め、地域企業においてデジタル技術の活

用に向けた実証事業が実施されている。 

 

 

図 4-5 中国経済産業局におけるデジタル技術・活用施策の実施状況 
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図 4-6 AI シンポジウム 2020の実施概要 

 

 

図 4-7 AI ディスカッション 2020の実施概要 
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図 4-8 産業保安高度化推進事業（令和 3年度補正予算） 

 

 

図 4-9 産業保安高度化推進事業（令和 4年度予算案） 
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4.4 デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性 

これからの環境管理の高度化を考える視点として、これまでの公害防止対策の取組に新しい付

加価値をつけることで、企業の成長と、地域における持続可能な環境保全に如何に貢献するかが

必要となる。こうした取組には、環境管理の多様な対応が求められる。本調査のヒアリング調査

における先進事例のように、地域企業においても AI・IoT等のデジタル技術を活用した取組が普

及していけば、各社の競争力強化が実現するとともに、将来的な SDGs の達成や ESG 投資の評価

へとつながり、地域においてもより先進的な公害防止、環境保全の在り方の実現を図ることがで

きると考えられる。 

地球温暖化をはじめとした新たな環境問題への対応やコロナ禍の影響で不確実性が高まる中、

その環境の変化に対応し、事業活動における環境管理の高度化、多様化に向けた対応は、より一

層求められていく状況にあり、本事業においても、多くの企業において、そうした認識に立って

いることが確認できた。 

環境配慮の多様化が進む中、環境管理の高度化に向け、環境と成長の好循環につなげるための

新たなビジネスと捉え、デジタル技術の活用やカーボンニュートラルに向けた取組等、新たなビ

ジネスの創出が出始めており、中国地域の企業における取組も確認できた。 

2020年 10月、我が国は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、温暖化への対応を経済成

長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入している。

地球温暖化への対応を「成長の機会」として捉え、「経済と環境の好循環」を作っていくことが

重要となっている。 

そうした一方で、地球温暖化への対応に向けた国際的な社会ニーズの高まりを受け、カーボン

ニュートラルに向けた確実な取組が期待されているが、まだ、多くの中小企業は何をして良いの

か解らない状況で取組はあまり進んでいない。 

デジタル技術の活用や環境技術の高度化により、地域の中小企業でも対応可能なカーボンニュ

ートラルの取組がないか等、新たな環境管理に向けた継続的な検討が必要な状況にある。 

このような不確実性の高い社会情勢の中、更なる環境負荷の低減を求める社会的ニーズの高ま

りを受け、事業者の自主的な取組への期待は拡大している。 

本調査結果を活用し、中国地域で環境ビジネスに取り組む企業の技術開発の促進と競争力強化、

並びに産業公害の防止・低減につなげていただくことを期待する。 
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（巻末資料） 
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アンケート調査（第 1回アンケート調査票） 
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アンケート調査（ベンダーアンケート調査票） 
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アンケート調査（第 2回アンケート調査票） 
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本事業を実施するにあたり、学識経験者、産業支援機関、企業等で構成する委員会を設置した。

委員は以下のとおりとした。 

 

委員長 

県立広島大学 地域創生学部 教授              朴 唯新 

 

委 員 

中外テクノス株式会社 経営戦略本部 取締役 本部長      甘崎 恭德 

元(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 チーフアドバイザー  大村 卓一 

近畿大学 工学部情報学科長 教授              片岡 隆之 

元宇部市長                         藤田 忠夫 

（敬称略・委員五十音順）  

 

開催日程 
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