
Environment
環 境

　当社グループは創業以来、プロジェクトの実行において総合エンジニア

リング力およびプロジェクトマネジメント力により、お客様の課題を解決

しています。

　その過程では環境に貢献する技術の開発・導入・改良を推し進め、

クリーンエネルギー/新エネルギー、CO₂削減/省エネルギー、廃水や

廃棄物のリサイクル技術等に取り組み、環境負荷の少ないプラントを

建設しています。また建設工事では、建設廃棄物の適切な管理により、

汚染の防止、環境負荷の低減に努めています。

　当社グループは、国内外のお客様へグローバル企業として蓄積され

た知識・経験をベースに、環境に貢献する技術の提案を行うとともに、

環境保全活動に積極的に取り組み、企業の社会的責任を今後も果たし

てまいります。

CO₂削減／省エネルギー
■ 高効率天然ガス火力発電技術
　当社グループは、アゼルバイジャン共和国にて
同国の工事会社アゼンコ社と共同で、国有電力会
社アゼルエナジー社（Azerenerji Joint Stock 
Company）向けに天然ガスを燃料とするガスター
ビンコンバインドサイクル発電所（400MW×１系
列）を建設するプロジェクトを実施しています。工
事は2011年9月から開始し2013年12月の完工
を予定しています。
　天然ガスは、他の化石燃料に比べ相対的に環

境負荷が少ないクリーンなエネルギーです。このコ
ンバインドサイクル発電は、ガスタービンと蒸
気タービンの2種類のタービンと廃熱回収ボイ
ラを組み合わせて発電を行うことで、発電効率
58%（低位発熱量基準）を達成する世界水準の高
効率発電システムです。
　当社グループは、高効率化によるCO₂の削減
と低NOx燃焼器によるNOｘ排出量を抑えるこ
とで、環境に優しい発電技術を使用しています。 

蒸気タービン ガスタービン

発電機 廃熱回収ボイラ

地球に優しい環境技術

　当社グループは、エンジニアリングを行う上で必要な技術として、自社技術や社外の特徴的な技術
を活用し、お客様の課題を解決します。
　ここでは、当社グループが取り組んでいる環境に貢献する技術の中から、特にCO2削減／省エネル
ギーに関する技術を紹介します。

アゼルバイジャンの首都バクー近
郊にシマル・ガス火力複合発電所の
2号機として建設予定
（完成のイメージ図）

サハリンエナジー社から提供
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ACES21® P.T. Pupuk Kujang, Indonesiaプラントの全景

尿素製品

環 境 地球に優しい環境技術

スチーム
消費を
半減

動力消費を
2割減

　増え続ける世界人口は2011年に70億人を超え、2050年には93億人に達すると
言われています。そこで、世界的な規模で人口増加分を上回る食料生産・安定供給が
必要になります。
　食料生産では、肥料、特に窒素肥料は穀物の収穫を飛躍的に増加させます。また、
窒素肥料としての尿素は高い窒素含有量を持ち、土壌を酸化させないなどの特徴が
あります。
　当社グループは1961年の創業以来、世界における尿素技術のリーダーとして、自
社技術による100基を超える尿素プラントの設計、建設、運転を行ってまいりました。
　尿素プラント進化の歴史は省エネルギーの歴史です。過去、尿素1トンを生産
するのにスチーム0.93トンと電力140kWhを必要としていましたが、最新プロセス
（ACES21®）では、スチーム0.43トン（54％減）と電力118kWh（16％減）となり、大
幅なCO2削減/省エネルギーに貢献しています。

■ 省エネルギー型尿素プロセス（ACES21®）
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TOYO尿素プロセスの進化と
　　　　　　　　　省エネの歴史

ムリ・ムダ・ムラの撲滅活動

　化学プラントには、取扱い物質やプラントの特
性その他の様々な要因によって、火災・爆発・毒
性影響といった重大事故や、労働安全衛生事故
につながる危険性が潜在しています。これらの
リスクは、影響を受ける対象によって、HSEに関
するリスクとして分類されます。
　当社グループは、安全設計を旨として、様々
な各国法規、国際規格、設計標準等（基準類）
に基づいて、プラントの設計を行っています。
それらの安全設計は、化学物質の漏洩につなが
る異常を防止する対策、万一異常が発生した場
合でも漏洩等の事故に至らせないための対策、

■ 設計段階でのHSE（健康、安全、環境）活動

許容範囲内 許容範囲外
設計着手・運転継続

リスクアセスメント

リスクマネジメント

リスク低減の目標の立案

潜在ハザードを同定

リスクを評価 リスク低減化対策

再評価

　当社グループでは、プラント運転時にともなう環境負荷を低減するために、設計の段階から対応して
います。設計業務での「ムリ・ムダ・ムラの撲滅」の達成を通して環境負荷低減に努めています。

それでも事故が発生した場合においても被害
の拡大を抑制する対策を実現するためのもの
です。これらの対策によって、HSEに関する
様々な目標を達成するための多重防護を構
築しています。
　しかしながら、基準類は、必ずしもシステム設
計におけるあらゆる潜在異常に対応したもの
とは限りません。そこで、見つけ出されたHSE
に関するリスクに基づいてリスク評価を行い、
許容できるリスクに低減する対策を取り、安全
設計を実現しています。
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中国の建設現場で現場事務所から排出される
一般廃棄物の収集容器

ブラジルの建設現場で建設廃棄物を収集するドラムカン

ベネズエラの建設現場で建設廃棄物を収集する指定場所

　当社グループの業務活動を通して環境負荷
が最も大きいものは、建設現場での建設工事で
す。建設工事では次の環境目標を設定し、環境
負荷低減に努めています。

（1） 建設廃棄物の適正処理

（2） 化学品（塗料など）の適正管理

（3） 環境配慮の工法確立

（4） 環境配慮の資材運送

（5） 濁水処理･油水分離処理

■ 建設活動

工事材料情報

基本計画

機能計画

プロセス
基本設計データ

機器設計
データ

プラント基本
レイアウト

土建・配管
基本計画

既存JOB
設計データ

機能・形状データ
の

整合性チェック

形状設計情報

自動出力

Intelligent P&ID

機器
DB

電気
DB

計装
DB 機能設計

データ整合

スケジュール
コスト等の管理

材料管理
調達システム

プロジェクト
コントロールシステム

形状計画
Intelligent 3D

配管・機器
土建・電気・計装

空間調整 一元化

工事・コミッショニング計画

工事管理
DB

工事材料表
配管・電気
・計装

工事団体
配管・土建
電気・計装

Intelligent：形（2D or 3D）だけでなく、物の属性データも持つ。　DB：データベース

3Dモデル

3D＋Time

　プラント設計に必要な大量の情報を取り扱う
には、当然ながら様々なITシステムが使用され
ています。初期の基本計画段階では各セクショ
ン毎に初期設計を始めますが、設計の進捗とと
もに機能関係のDB（データベース）と形状関係
のDBに情報が集約されていきます。
　機能関係のDBには、「Intelligent P&ID」と
呼ばれるプロセス情報を集約したDBを核に、機
器・電気・計装のDBにそれぞれの情報が集約さ
れます。また形状情報は「Intelligent 3D」と呼
ばれるDBに機器・配管・土建・電気・計装全ての
形状情報が集約されます。機能・形状両DBは、
それぞれの間で整合性を取ることにより正しい
設計が担保されます。

　また設計変更、工事のやり直しを防ぎ、スケ
ジュール短縮、無駄なコストの排除に貢献してい
ます。「Intelligent 3D」のDBからは工事に必要
な図面の出力、材料の拾い出しを行い、これらは
材料の購入、調達・工事管理システムとつながっ
ています。さらに機器・形状両DBはプロジェクト
全体のスケジュール・コストを管理するシステム
にも情報を提供しています。
　当社グループのシステムはどの拠点からでも
利用できるように整備が進んでいます。あるプ
ロジェクトの材料システムでは、設計情報を日
本・インドから、調達情報を日本・ヨーロッパ・アメ
リカ・韓国・インド等各地から入力し、インドの建
設現場への情報提供に活用しています。

■ エンジニアリングの効率向上に貢献するインフォメーションテクノロジー（IT）
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形状情報が集約されます。機能・形状両DBは、
それぞれの間で整合性を取ることにより正しい
設計が担保されます。

　また設計変更、工事のやり直しを防ぎ、スケ
ジュール短縮、無駄なコストの排除に貢献してい
ます。「Intelligent 3D」のDBからは工事に必要
な図面の出力、材料の拾い出しを行い、これらは
材料の購入、調達・工事管理システムとつながっ
ています。さらに機器・形状両DBはプロジェクト
全体のスケジュール・コストを管理するシステム
にも情報を提供しています。
　当社グループのシステムはどの拠点からでも
利用できるように整備が進んでいます。あるプ
ロジェクトの材料システムでは、設計情報を日
本・インドから、調達情報を日本・ヨーロッパ・アメ
リカ・韓国・インド等各地から入力し、インドの建
設現場への情報提供に活用しています。

■ エンジニアリングの効率向上に貢献するインフォメーションテクノロジー（IT）

EnvironmentSafety & Environmental Report 2012

環 境 ムリ・ムダ・ムラの撲滅活動
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