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化学産業の貢献 
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一般社団法人  日本化学工業協会           
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日本化学工業協会 
一般社団法人  日本化学工業協会（日化協） 
 
• 設立 

– 1948年4月  日本化学工業協会設立 
– 1991年6月  社団法人 日本化学工業協会に移行 
– 2011年4月  一般社団法人 日本化学工業協会に移行 

• 目的 
– 本会は、化学工業に関する生産、流通、消費などの調査･研究ならびに化学工業に関

する技術、労働、環境･安全等に係る諸問題の調査･研究ならびに対策の企画及びその
推進等を行うことにより、化学工業の健全な発展を図り、もってわが国経済の繁栄と
国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

• 事業 
化学工業に関する 
① 生産、流通、消費などの調査･研究 
② 技術、労働、環境･安全などに係る諸問題の調査･研究ならびに対策の企画及びその

推進 
③ 優れた技術開発業績、安全成績等に対する表彰 
④ 情報の収集及び提供、内外関係機関などとの交流及び協力 
⑤ 上記項目のほか、本会の目的を達成するために必要な事業 

• 会員 
– 企業会員 179社 
– 団体会員  79社 
– 賛助会員   1社 
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化学産業の貢献 
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化学産業の貢献ー２ 

廃棄物の資源化 廃プラスチックからの資源･エネルギー回収に貢献 

クリーンエネルギーの供給 各種再生可能エネルギーの供給に設備部材の観点で化学が貢献 

省エネルギー LED電球やインバータ制御素子などの民生用途を含めて化学が貢献 

排ガス･排水･廃棄物処理 各種処理に関して化学技術が貢献 

製品の長寿命化 住宅、自動車などの各種製品の長寿命化に化学製品の品質向上が貢献 
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出典：石油化学工業協会 

化学製品のサプライチェーン 

石油化学基礎製品から最終製品まで、裾野の広いサプライチェーンを形成 

プラスチック 

ｴﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 
BTX、etc 

プラスチック加工業 

家庭用 

合成繊維原料 

合成ゴム 

塗料原料・溶剤 

合成洗剤原料 

その他 

繊維工業 

ゴム工業 

塗料工業 

洗剤・界面活性剤工業 

肥料、医薬、etc 工業用 

住宅・ビルディング 

鉄道車両・船舶 

自動車・自転車 

各種工業・日曜品 

自動車・自転車 

産業資材 

衣料・インテリア 

医療器具 

農・水産業 

住宅資材 

家電・IT機器 

鉄道車両・船舶 

包装容器、日用品・雑貨 

自動車 

ナフサ 

主にﾊﾞﾝﾊﾟｰ、ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾘﾙ、ｶﾞｿﾘﾝﾀｸﾝ 

主にﾎﾞｰﾄ、内装、燃料タンク 

主にﾃﾚﾋﾞ、冷蔵庫、ﾊﾟｿｺﾝ、ＤＶＤ 

主に浴槽、床材、断熱材、樹脂ｻｯｼ 

主に温室用ﾌｨﾙﾑ、漁船、浮子、釣竿 

主にｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ、眼鏡、ﾚﾝﾄｹﾞﾝﾌｨﾙﾑ 

主に台所用品、食料等包装、玩具 

主に衣料、ｶｰﾃﾝ、ｶｰﾍﾟｯﾄ、壁紙 

主に漁網・ロープ、帆布 

主にタイヤ、チューブ 

主に靴、玩具、ｺﾞﾑ手袋、ｽﾎﾟｰﾂ用品 

主に洗濯・台所用洗剤、ｼｬﾝﾌﾟｰ 

主に化粧品、機械・金属等の洗剤 

石油化学基礎製品 関連産業 最終製品 
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二酸化炭素排出源の内訳 

単位 ： 百万トン-CO2 

温室効果ガス排出量について（環境省）及び日本の約束草案からデータを抽出して作成 

産業部門 

エネルギー起源 

業務その他 

家庭 

運輸 

化学工業 
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低炭素社会実行計画（経団連） 

環境自主行動計画（97年～） 
08年～12年平均：産業・エネルギー転換部門で、90年比12.1％削減 

低炭素社会実行計画（13年～） 
業種の特性に合わせて適切な目標 ⇒ PDCAサイクルの推進 
1. 国内の企業活動における目標 
2. 主体間連携の強化 
3. 国際貢献の推進 
4. 革新的技術の開発 

低炭素社会実行計画（日化協目標） 
参加企業 344社（カバー率：9.8%） 
CO2排出量 6,296万t-CO2（2013年）（カバー率：88.0%） 
1. 国内の企業活動における目標 

2020年度BAUから150万t-CO2削減することを目指す（フェーズⅠ） 
2030年度BAUから200万t-CO2削減することを目指す（フェーズⅡ） 

2. 主体間連携の強化 
c-LCA概念の普及 

3. 国際貢献の推進 
4. 革新的技術の開発 
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   CO2は原料採取、製造、物流、使用、廃棄といった製品のライフサ

イクルで排出される。特に使用段階での排出は大きく、絶対量の削

減については、製造段階だけを見る部分最適の視点より、製品のラ

イフサイクル全体を俯瞰した全体最適の視点が重要である。 

化学製品のCO2削減への貢献(cLCA) 

原料採取 

製造 

物流 

使用 
消費 

廃棄 
原料採取 
製造 
物流 
廃棄 

原料採取 
製造 
物流 
廃棄 

使用 
消費 

使用 
消費 

CO2削減貢献量 

化学製品 比較製品 ライフサイクル 

CO2排出量 
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cLCA概念の普及 
2009 2011 2012 2013 

ICCA 日化協 日化協 ICCA・ 
WBCSD 

2014 

業務部門、家庭部門
の排出削減には
cLCAの概念が重要 

出典：国立環境研究所データ 

cLCA分析 

事例集 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

35
% 

19
% 22

% 

17
% 

7% 

2012年度（12.1億t-
CO2） 

46
% 

21
% 

15
% 

12
% 

6% 

1990年度（10.6億t-
CO2） 

産業
部門 

運輸
部門 

業務その他
部門 

家庭
部門 

エネルギー転換
部門 

各部門のエネルギー起源CO2排出量 

産業部門 
4.8億t-CO2 

産業部門 
4.2億t-CO2 

日化協 ICCA 

事例集 

2015 

ガイドライン
補完集 

事例集 
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ライフサイクルにおけるポテンシャル（国内） 
低炭素製品・サービス等 当該製品等の特徴、従来品等との差異など 削減見込量* 

（2020年度） 

住宅用断熱材 住まいの機密性と断熱性を高める。 7,580万t-CO2 

ホール素子・ホールIC 
整流子のないDCモータを搭載したインバータはモー
タ効率が向上。 

1,640万t-CO2 

太陽光発電材料 太陽光のエネルギーを直接電気に変換。 898万t-CO2 

LED関連材料 
電流を流すと発光する半導体。発光効率が高く、高
寿命。 

745万t-CO2  

低燃費タイヤ用材料 
自動車に装着。走行時に路面との転がり抵抗を低
減。 

636万t-CO2  

配管材料 
鋳鉄製パイプと同じ性能を有し、上下水道に広く使
用。 

330万t-CO2  

高耐久性マンション用材料 鉄筋コンクリートに強度と耐久性を与える。 224万t-CO2 

航空機用材料 
炭素繊維複合材料を用い従来と同じ性能・安全性
を保ちつつ軽量化。 

122万t-CO2  

濃縮型液体衣料用洗剤 
濃縮化による容器のコンパクト化とすすぎ回数の低
減 

29万t-CO2  

飼料添加物 メチオニン添加による必須アミノ酸のバランス調整。 16万t-CO2  

＊フローベース法：第3版 サマリー編 8ページ 
      2020年度一年間に製造される製品をライフエンドまで使用した場合のCO2排出削減貢献量 

総計で、12,220万t-CO2 
他に、自動車軽量化材料、低温鋼板洗浄剤、高耐久性塗料、シャンプー容器 
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最終製品としての貢献 

低燃費タイヤ 
燃費削減 

LED照明 
消費電力削減 

住宅用断熱材 
消費電力削減 

配管材料 
製造時省エネルギー 

インバータエアコン 
ホール素子による消費電力削減 

太陽光発電 
再生可能エネルギー 

濃縮洗剤 
コンパクト容器と水使用量削減 

炭素繊維複合材 
軽量化 

炭素繊維複合材 
軽量化 
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海外ビジネスでの貢献 

   低炭素技術・製品を海外に普及、展開することによるグローバルな
ＧＨＧ排出削減を積極的に推進する。（2020年見込み） 

逆浸透膜による海水淡水化 

エアコン用DCモータの制御素子：19,000万トン 
航空機用材料（炭素繊維）：         2,430万トン 
自動車用材料（炭素繊維）：                150万トン 

プロセス技術 

2020年度で、1.7億トンの
GHG削減ポテンシャル 
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ICCAでの活動 

ICCA ： 国際化学工業協会協議会 
米国、欧州、日本、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、オー
ストラリア、ニュージーランド、韓国、シンガポール、中国(オブザーバ)、インド(オブザー
バ)、中東湾岸諸国、 ロシア(オブザーバ)、南アフリカ(オブザーバ) 

E&CC LG ： Energy & Climate Change Leardership Group 
                    日本が議長国をつとめ、cLCAの活動を牽引 

2016年8月に開催してE&CC LGミーティング 左記E&CC LGミーティングでの石飛会長 



14 

技術イノベーション 

– 二酸化炭素の原料としての活用 

– ナフサの低温クラッキング 

– 万能膜分離（蒸留不要のプロセス） 

– 高強度構造材料による超軽量化 

 

Ex.)  ・環境関連/省エネ技術 
  ・生産/製造技術 
     ・ ･･･ 

Technology 

 
日本の化学産業の特長の活用 

Communication/ 
Collaboration 

消費者 

バリューチェーン 
（上流＋下流） 

他国 
（特にアジア） 

投資家 
  

社会 

環境 経済 

化学によるイノベーション 
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新しい取り組み 

地球温暖化 
長期戦略検討WG 

主要会員企業 
旭硝子、旭化成、昭和電工 

住友化学、三井化学、三菱化学 
カネカ、JXエネルギー 関係団体 

(一財)化学研究評価機構 
(公社)新化学技術推進協会 

学識経験者 
東北大学（阿尻教授） 

産総研（佐藤センター長） 

長期戦略 

持続可能社会の確立に向け、温室効果ガ
ス排出削減の観点から長期の戦略を検討 
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WGでの議論を踏まえた戦略の方向性 
• 従来の常識を打破する革新（イノベーション） 

– 化学反応の革新 桁違いの省エネルギー、バイオ法、膜 
– 利用分野も含めた革新 完全断熱材料 

• 新たな体系の構築 
– 原油から水素の取り出し、珪素原料、空気原料、CO2原料 
– 未利用エネルギーを如何に利用するか 

• 全体最適の追求 
 －個別省エネの追求の発想からの脱却（FCCの高温化等） 

• 目指す社会のイメージの共有化 
• ビジネスとしての成立 

– バイオプレミアム（環境プレミアム）への期待の忌避 
– ユーザーの求める機能への対応 
– 社会的なシステムの提案の必要性 

• 化学の貢献のアピール・見える化 
– ESG投資、TCFD提言書への対応 
– 社会への発信、化学産業のイメージ変革 
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