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デジタル技術を活用した環境管理の現状等の概要

中国地域におけるデジタル技術を活用した環境管理可能性調査 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

【社会的背景】
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。

【デジタル技術を活用した環境管理の考え方】
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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企業における環境管理の現状
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。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。

我が国における
環境対策の変遷

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 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



4

環境保全協定に関する事例
公害防止協定を交わしている企業と自治体に対し、事前調査を行い、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。
■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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第１回アンケート調査

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 第２章 アンケート調査

第１回アンケート実施概要 結果概要
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。

【第１回アンケート調査実施状況】
実施時期
2021年7月29日～8月11日

実施方法
WEB アンケートおよび郵送によるアンケート

実施先
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

回答数
66件
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第１回アンケート調査結果（抜粋・企業）

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 第２章 アンケート調査

企業の第1回アンケート調査結果の概要（抜粋・企業）を以下に示す。

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。
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第１回アンケート調査結果（抜粋・自治体）

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 第２章 アンケート調査

自治体の第1回アンケート調査結果の概要（抜粋・自治体）を以下に示す。

調査項目 調査結果概要（抜粋）

■立入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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ベンダーアンケート調査
ベンダーアンケート実施概要 結果概要

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。

【ベンダーアンケート調査実施状況】
実施時期
2021年9月15日～9月30日

実施方法
郵送によるアンケート

実施先
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

回答数
9件

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 第２章 アンケート調査
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ベンダーアンケート調査結果（抜粋）

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 第２章 アンケート調査

ベンダーアンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。

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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第２回アンケート調査
第２回アンケート実施概要 結果概要

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。

【第２回アンケート調査実施状況】
実施時期
2021年11月16日～12月1日

実施方法
WEB アンケートおよび郵送によるアンケート

実施先
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）

回答数
72件

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 第２章 アンケート調査
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第２回アンケート調査（抜粋）

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 第２章 アンケート調査

第2回アンケート調査結果の概要（抜粋）を以下に示す。

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。



12

ヒアリング調査

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 第３章 ヒアリング調査

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。

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
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ヒアリング調査

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 第３章 ヒアリング調査

ヒアリング結果の概要（抜粋）を以下に示す。

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
・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、省人化、省エネ化、
脱炭素化等

・SDGs達成、ISO14001、環境マネジメントシステム（EMS）等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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デジタル技術導入事例

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 第３章 ヒアリング調査

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とりまとめを行った。

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。
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デジタル技術導入事例

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 第３章 ヒアリング調査

【デジタル技術の取組概要】
・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。

ENEOS株式会社
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

AIによるプラント自動運転の実証の概要

【デジタル技術のテーマ】
異常予兆検知システム

【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。
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デジタル技術導入事例

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 第３章 ヒアリング調査

【デジタル技術の取組概要】
・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。

【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。

株式会社ダイセル
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

バーチャルファクトリーの概要

【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～
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デジタル技術導入事例

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 第３章 ヒアリング調査

【デジタル技術の取組概要】
・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。

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

IoTセンサーと運転データの融合AIを活用した
運転支援システムの概要

【デジタル技術のテーマ】
IoTセンサーと運転データの融合AIを活用した
運転支援システム

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

【現状の課題、効果、今後の展望等】
・これ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。
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調査事業のまとめ
(1) 環境管理全般の課題と対応の方向性
アンケート調査、ヒアリング調査の結果より、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、次のとおり整理した。

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

環境管理全般の課題と対応の方向性

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 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
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調査事業のまとめ
(2) デジタル技術導入の課題と対応の方向性
デジタル技術導入の課題と対応の方向性について、環境管理と経済性の観点から、次のとおり整理した。

デジタル技術導入の課題と対応の方向性

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 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

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
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デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性
(1) デジタル技術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なド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。

AI・IoT、ビックデータ、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。

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 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
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デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性
(2) デジタル技術活用のインセンティブの在り方
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。

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

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

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 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
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デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性
(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。

デジタル技術活用促進に関する取組

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 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
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デジタル技術を活用した自主的な環境管理の可能性

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 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) 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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