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工場新増設・設備増強

東ソー・クォーツ、40億円投じ米沢製

造所に新棟建設、19年2月稼働開始

　東ソーグループの東ソー・クォーツ㈱（山形市

立谷川3-1435、Tel.023-686-2751）は、半導体製

造装置向け石英ガラス製品の生産能力を増強す

るため、米沢製造所（山形県米沢市八幡原1-1-20）

に新棟を建設する。2019年2月の稼働開始を予

定する。

　新棟は約40億円を投じて8月に着工予定。総

延べ床面積3900m2に最新の加工設備を導入し、

半導体製造装置向けに石英ガラス製品を生産す

る。新棟への設備導入は段階的に行っていき、最

終的に米沢製造所の生産能力は約2倍に引き上が

る見通し。

　同社は東ソーの100%子会社として石英ガラ

ス製品を製造・加工・販売する。石英ガラスは、

CVD工程や酸化・拡散工程向けの熱処理成膜装

置のチューブやフランジ、またエッチング装置の

プレートやリングなどプロセス装置用部材として

用いられる。昨今の半導体設備投資の拡大に伴い、

石英ガラスの需要も大きく拡大しており、今回新

棟の建設を決めた。

　石英ガラスはグループ会社の東ソー・エスジー

エム㈱（山口県周南市開成町4555-38）でインゴ

ットの作製を行い、加工工程を本社のある山形製

造所や米沢製造所、海外では台湾、米国、英国で

手がけている。

ソディック、加賀事業所内の食品機械

工場を増築、9月の竣工を予定

　各種工作機械を手がける㈱ソディック（横浜市

都筑区仲町台3-12-1、Tel.045-942-3111）は、石

川県加賀市宮町力にある加賀事業所（加賀市宮町

力1-1）内に食品機械工場を増築する。

　増築規模はS造り平屋建て延べ床面積874m2

で、増築後、既存工場も含めると、総延べ床面積

は5370.42m2規模になる。すでに地鎮祭を執り

行っており、竣工・稼働は9月を計画している。

設計・施工は㈱トーケン（金沢市入江）が担当する。

　今回増築の食品機械工場では、製麺機、麺製造

プラント一式、米飯装置、製粉装置などの製缶作

業、組立、調整、検査など食品機械の製造全般を

担っている。

ウィンベル、駒ケ根市の敷地内に新工

場を建設、8月の竣工を予定

　ACサーボモーターやDCブラシレスモーター

など、各種モーター駆動システムの開発・製造

を担う㈱ウィンベル（長野県駒ヶ根市赤穂8172-

60、Tel.0265-81-6300）は、同社敷地内に新工場

を建設する。3月上旬に着工しており、8月の竣

工を目指している。

　建設地は駒ヶ根市赤穂8172-40ほか。ここにS

造り平屋建て延べ床面積約1200m2の新工場を建

設する。

　同社はトータルモーションコントロール大手

の㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ（東京

都品川区南大井）のグループ会社。設立は1994

年6月1日。資本金は4500万円、従業員は33人。

ACサーボモーター／ DCブラシレスモーターの

製造販売をはじめ、マイクロ水力発電用発電機や
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磁気応用機器の製造販売も手がける。主な納品先

は周辺装置用モーター企業、FA用アクチュエー

ター企業、自動車部品および産業機器製造企業な

ど。

立地ニュース

日本果実工業、78.45億円投じ山口工

場に新事業所建設、立地協定締結

　日本果実工業㈱（山口市仁保下郷1771、

Tel.083-927-0111）は、山口工場（所在地は本社

に同じ）敷地内に新事業所を建設することを決定

し、県の立ち会いのもと、市と立地協定を締結し

た。設備投資額は約78億4500万円で、2019年3

月1日の操業開始を予定している。

　同社は、農産物の仕入れおよび販売、農林水産

物の加工および加工品の販売、清涼飲料水・その

他飲料水、酒類、肥料、飼料の製造および販売を

行っている。

　今回の計画では、山口市大内長野字黒木原7に

建築床面積6706.92m2の工場を建設する。設備

投資額は約78億4500万円（土地・建物・機械設備）

で、4月1日の着工、19年3月1日の操業開始を

予定している。事業内容は清涼飲料水、その他飲

料水の製造および販売。従業員数は40人でうち

10人を新規採用する。売上高は20年3月期に約

18億4500万円、21年3月期に22億3900万円を

予想している。

日鋼サッシュ製作所、17億円投じ本

社新工場の新設を計画、19年2月業

務開始

　㈱日鋼サッシュ製作所（香川県高松市松並町

1035、Tel.087-867-1674）は、本社新工場の新設

を計画し、香川県企業誘致助成金の助成措置対象

施設に指定された。投資額は約17億円で、2019

年2月の業務開始を予定している。

　同社は金属製サッシ・ドアの製造、販売を行っ

ている。今回の計画は、現本社工場の老朽化およ

び生産能力増強のため、近隣に新工場を建設し、

移転集約するもの。建設場所は高松市松並町字中

所948ほかで、建築面積は4072.38m2。投資額は

約17億円で、19年2月の業務開始を予定。新規

に10人を雇用する。

　香川県では、投下固定資産額に対する助成、新

規雇用者数に応じた助成を予定。高松市において

も、「高松市企業誘致条例」による助成を予定し

ている。

物流施設

オリックス、埼玉県松伏町でマルチテ

ナント型物流施設着工、19年春竣工へ

オリックス㈱（東京都港区浜松町2-4-1、Tel.03-

3435-3000）は、埼玉県北葛飾郡松伏町で計画し

ている大規模マルチテナント型の「松伏ロジステ

ィクスセンター」を着工した。施設は延べ約7万

7305m2で、同社最大規模の物流施設となる。竣

工は2019年春を予定している。

　建設場所は北葛飾郡松伏町大字大川戸608-1
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で、常磐道の流山ICから約13km、外環道の三郷

西ICと東北道の浦和ICから約14kmのところ。

敷地は約4万2967m2。

　施設はS造り4階建て延べ約7万7305m2で、

最大8テナントが入居できる。1階と3階の倉庫

中央に車路とトラックバースを備え、最小区画と

して約8200m2から賃借可能とする。

　また、4階には従業員が利用できるラウンジを

設置し、屋内の休憩室と開放感のある屋外テラス

を計画している。さらに多目的室、24時間利用

可能なシャワールームを設置するほか、無料の無

線LANなども配備。テナントの希望により託児

所の設置も可能な仕様となっている。館内は全館

LED照明および非常用発電機を採用し、消費電力

削減とBCPに対応する。

　駐車場は、敷地内に普通自動車約300台分の従

業員駐車場を整備する。

大和物流、海老名市で物流施設に着

工、11月の稼働開始を予定

　大和物流㈱（大阪市北区堂島浜2-1-9、Tel.06-

4968-6355）は、3月3日に神奈川県海老名市の

「（仮称）海老名物流センター」を着工した。施設

は延べ約1万1817m2で、設計と施工は大和ハウ

ス工業㈱が担当。10月の完成、11月の稼働開始

を予定している。

　建設場所は、海老名市社家嵯峨野441-1ほか18

筆。圏央道の海老名ICから約2.5kmで、2カ所

に点在する物流拠点を集約し、物流総合効率化法

（2016年10月施行）に認定された物流施設とな

る。

　敷地約1万2349m2に、S造り2階建て延べ約1

万1817m2の施設を建設する。同社における南関

東エリアの建築・建材物流の新施設として整備す

る。

　現在、同社は大和ハウス工業の竜ヶ崎工場から、

2カ所の物流センター（神奈川県海老名市、相模

原市）を中継し、神奈川県および東京都の三多摩

エリア向けに住宅部材を配送しているが、運送面

で重複するなど作業負担の増加が課題となってい

る。こうした課題解決のために新センターを建設

することで、同社と大和ハウス工業は共同で物流

総合効率化法の認定を受けることとなった。認定

を受けることで、営業倉庫に対する法人税や固定

資産税などの減免、市街化調整区域への開発許可

に関する配慮などの制度が受けられる。

　なお、この物流総合効率化法の認定に基づいて

同社が開発する物流センターは「岩倉物流センタ

ー」（愛知県岩倉市）に続いて2施設目となる。

リサイクル・ごみ処理

日田市、清掃センター更新で18年度

に循環社会地域計画策定に着手

　日田市（大分県日田市田島2-6-1、Tel.0973-23-

3111）は、老朽化した清掃センターの更新を進め

るため、2018年度予算で関連経費を計上し、循環

社会形成推進地域計画策定に着手する。

　同市清掃センターは竣工から27年を経過して

おり、施設自体の老朽化により補修費も増加が予

測され、施設更新の時期を迎えている。現清掃セ

ンターの処理能力は90t/日、処理方式は流動床

（プラントメーカー・三造環境エンジニアリング）。

　同市は日田市新清掃センター建設候補地選定委

員会を設置し、同市内全域を対象に建設候補地の

選定作業を進めている。建設候補地の選定では敷
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地面積2万m2以上、平坦な敷地を確保でき、大規

模な整備が必要なく、用地購入に多大な経費がか

からない用地を対象に選定している。候補地とし

て現在地、山田原、山田奥谷、萩尾、町野原、上野

の6カ所を建設候補地とする報告書をまとめた。

これを受けて同市が1カ所の建設予定地を決め

る。17年度内にも建設候補地を決め、18年度に

住民の合意形成を目指すとともに、循環社会形成

推進地域推進計画策定に着手する。

　新清掃センターは処理能力60t/日、リサイクル

センター、ストックヤードを整備する。処理方式

や事業手法に関しては地域計画策定後の19年度

に検討する。

川崎市、18年度当初予算に廃棄物処

理施設整備で24億円計上

　川崎市（川崎市川崎区宮本町1、Tel.044-200-

2111）は、2018年度予算において、「持続可能な

循環型のまち」を目指した取り組みの推進を掲げ

ている。具体的には、廃棄物発電ごみ収集車等導

入事業に7162万円を計上し、廃棄物発電を活用

したゼロ・エミッションシステムの促進に向けた

取り組みを実施する。また、廃棄物処理施設等の

整備事業に24億904万円を計上した。

　廃棄物処理施設等の整備では、浮島処理センタ

ーの基幹的施設整備計画の作成、橘処理センター

の建て替えに向けた解体撤去工事および建設工事

の実施、堤根処理センターの建て替えに向けた基

本計画の作成、入江崎クリーンセンターの移転に

向けた基本計画の作成などを進めていく。

明石市、次期ごみ処理施設の整備を計

画、18年度は環境影響調査など実施

　明石市（環境総務課、兵庫県明石市大久保町松

陰1131、Tel.078-918-5029）は、次期ごみ処理施

設の整備を検討しており、2018年度の当初予算

において関連費用6239万7000円を計上してい

る。生活環境影響調査や地質調査など建設に向け

た調査を実施するほか、新技術や契約方式といっ

た費用削減に向けた調査研究、地元同意に向けた

説明会の開催などを予定している。

　現処理施設である「明石クリーンセンター」は、

焼却施設、破砕選別施設、最終処分場などで構成。

そのうち、焼却施設と破砕選別施設は1999年の

竣工で、経年に伴う老朽化が進んでいる。建設地

は現処理施設に隣接する旧大久保清掃工場で、同

清掃工場を解体して施設を整備する。

　現センターの焼却施設は全連続燃焼式を採用し

ており、480t/日（160t/24h×3炉、通常は2炉運

転で320t/日）の能力を有している。発電能力は

蒸気タービンにより3炉運転で最大8000kW（通

常2炉運転で平均5000kW）となっている。

福山市、新ごみ処理施設の整備を計

画、基本計画の策定事業者を選定中

　福山市（環境総務課、広島県福山市東桜町3-5、

Tel.084-928-1071）は、新しいごみ処理施設の整

備を計画している。現在、基本計画の策定業務な

どを委託する事業者のプロポーザルを進めてお

り、4月27日に評価結果の通知を行う予定。

　福山市では現在、燃やせるごみおよび燃やせる

粗大ごみなどの処理を市内の4施設で行っている

が、いずもれ老朽化が進んでおり、更新の必要性

が指摘されている。そこで今回、次期ごみ処理施
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設の整備に向けた基本計画を策定する。今回委託

する業務内容は、基本計画策定業務、PFI導入可

能性調査業務、環境影響評価書作成業務。履行期

間は2020年3月末までとなっている。

　市内にある拠点のうち、燃やせるごみを処理す

る主力拠点の新西部清掃工場（赤坂町赤坂、処理

能力150t/日）は、1980年稼働と40年近く運用

していることから老朽化が進んでいる。また、新

市クリーンセンター（新市町下安井、同30t/日）

と深品クリーンセンター（神辺町上御領、同80t/

日）も94年稼働の施設で20年以上運用している。

福島環境再生、18年度浪江町の仮置場

復旧工事を公告、返地に伴う回復工事

　環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所

（経理課除染契約係、福島市栄町11-25、Tel.024-

573-7386）は、「2018年度浪江町仮置場復旧等工

事」の一般競争入札を公告した。入札は簡易な施

工計画などの技術提案を受け付け、価格以外の要

素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総

合評価落札方式（簡易型）を採用する。

　除染事業により生じた土壌や廃棄物を保管して

いる仮置場から、除去土壌を中間貯蔵施設や減容

化施設に搬出することにより、仮置場を借地した

地権者と借地契約を解除（返地）する必要が生じ

ている。このため、同工事では返地を行うにあた

り、借地を従前に近い状態に回復するのに必要な

調査、測量、設計および工事を行う。

　対象となる仮置場は計4カ所で、1つは福島県

双葉郡浪江町大字棚塩字北棚248ほかの「北棚1」。

2つ目は同114ほかの「北棚2」。3つ目は浪江町

大字高瀬八反原6-1ほかの「高瀬」。そして4つ目

が浪江町大字幾世橋字落合1-1ほかの「幾世橋」で

ある。

　北湖1と同2の合計面積は3万4328m2、高瀬

は2万7105m2、幾世橋が7万6812m2で、総計

13万8245m2になる。各仮置場において、仮置場

撤去工、除染工、原状回復工を実施する。

水・し尿処理

会津若松広域組合、新し尿処理施設は

89億円で日立造船JVが落札

　福島県の会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津

坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、

会津美里町の1市7町2村で構成する会津若松地

方広域市町村圏整備組合（環境センター、会津若

松市神指町大字南四合字深川西292-2、Tel.0242-

27-9004）は、総合評価方式制限付き一般競争入

札で公告していた「有機性廃棄物リサイクル推進

施設（し尿処理施設）整備・運営事業」の落札者と

して日立造船㈱東北支社を代表企業とする日立造

船JVに決定した。構成企業は㈱共立土建、㈱目

黒工業商会、八ッ橋設備㈱。落札額は88億9247

万4840円（税込み）。予定価格は104億7405万

7080円（同）で、内訳は、設計・建設費62億4969

万円（同）、運転管理費42億2436万7080円（同）

を設定していた。

　同整備組合では、既存の一般廃棄物処理施設（し

尿処理施設、ごみ焼却処理施設、ごみ破砕処理施

設・リサイクルセンター）の老朽化が進んでいる

ことから、これら3施設の整備事業を進めていた。

今回まず、し尿処理施設の整備を進める。整備に

ついては、現在の敷地に新し尿処理施設を建設し、

竣工後、既存施設を解体・撤去して、その跡地に

ごみ焼却処理施設を建て替えるスクラップ＆ビル
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ド方式により推進する。

　新し尿処理施設の建設場所は、会津若松市神指

町大字南四合字才ノ神地内。事業運営はDBO方

式を採用する。事業期間は2036年3月31日まで

で、このうち設計・建設期間が18年5月から21

年3月まで。運転管理期間が同年4月から36年3

月31日までとなっている。

　施設規模は、処理能力が211kL/日。このうち、

し尿は80kL/日で、浄化槽汚泥（農業集落排水処

理汚泥を含む）は131kL/日。処理方式は水処理

で、膜分離高負荷脱窒素処理方式もしくは浄化槽

汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式を採用。資

源化については、助燃剤化方式を導入する。その

他、付帯施設として、構内道路、雨水排水、洗車場

も整備する。

福井県池田町、水処理センター機械設

備長寿命化工事は荏原商事が落札

　福井県池田町（福井県今立郡池田町稲荷35-4、

Tel.0778-44-6000）は、通常型指名競争入札で公

告していた「池田水処理センター.機械設備長寿命

化工事」において、荏原商事㈱福井支店を落札者

に選定した。落札額は3620万円だった。

　池田町は、福井県南東部に位置し、総面積は

194km2で約92%を山林が占める。町は、過疎、

特豪、山村振興に指定されているが、若者定住促

進事業、地域づくり集団整備などの活性化対策を

講じて、豊かで潤いのある町づくりを進めている。

また、近年は観光事業にも注力しており年間入込

客も20万人に達し、下水道の早急な整備が望ま

れている。

　下水道計画（池田水処理センター）の全体概要

は、区域99万m2、人口3000人、汚水量（日平均）

1180m3/日、処理能力（日最大）1640m3/日、流

入水質BOD200mg/Lで、処理方式はオキシデー

ションディッチ法を採用している。

日本下水道事業団、岩国市一文字ポン

プ場電気設備工事その5を公告

　日本下水道事業団（東京都文京区湯島2-31-27、

Tel.03-6361-7800）西日本本部は、岩国市一文字

ポンプ場電気設備工事その5について公告した。

4月3日に開札を行う。履行期限は2019年2月

28日まで。

　工事場所は、山口県岩国市立石町地内にある一

文字ポンプ場で、電気設備工事は改築となる。対

象工事は受変電設備、運転操作設備、計装設備、

監視制御、その他付属設備一式。

　同施設の方式は雨水ポンプ場・汚水ポンプ場で、

全体計画下水量は22.548m3/秒。

海外工場

ツガミ、中国の生産子会社が新会社を

設立し新工場建設、20年初生産開始

　㈱ツガミ（東京都中央区日本橋富沢町12-20、

Tel.03-3808-1711）の連結子会社である中国生産

会社の津上精密机床（浙江）有限公司（浙江省平湖

経済技術開発区）は、新会社を設立して新工場を

建設する。投資総額は約2億元（約33億6000万

円）で、2019年末の竣工、20年初の生産開始を予

定している。

　今回の新会社設立は、製品用鋳物の供給の確保、

完成機の生産能力の増強、地元市場の開拓を目的
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としている。新会社の名称は「安徽津上精密机床

有限公司」で、所在地は安徽省馬鞍山市博望区高

新区。資本金は5000万元で、津上精密机床（浙江）

有限公司が100%出資する。

　新工場の投資額は、土地および建屋の建設に約

1億1000万元、設備投入に約8500万元、運転資

金などに約500万元の計約2億元。生産規模は鋳

物生産が1万8000t/年、完成機組立が1200台/年。

3 ～ 5月に開発区との契約締結、新会社設立を行

い、6～ 8月に工場建設を開始する。工期は約18

カ月で、19年末に新工場が竣工し、20年初の生

産開始を予定している。

宇部マテリアルズ、タイに塩基性硫酸

マグネシウム製造工場建設、19年9月

生産開始

　宇部マテリアルズ㈱（山口県宇部市相生町8-1、

Tel.0836-31-0156）は、タイ・ラヨーン県にあ

る、UBE.Chemicals（Asia）Public.Company.

Limitedの拠点内での塩基性硫酸マグネシウム

「モスハイジ」製造工場建設を決定した。4月の着

工、2019年8月の完工、同年9月の生産開始を予

定している。

　モスハイジは、自動車の軽量化に寄与する樹脂

添加剤。地球温暖化対策やCO2排出量削減を背

景とした世界的な自動車軽量化ニーズの高まりを

背景にモスハイジの需要を拡大しており、12年、

15年と2度の増強工事を経て現在の生産能力は

3000t/年となっている。

　モスハイジは現在、山口県宇部市の工場で一極

生産しているが、今後も見込まれる需要増や海外

顧客である樹脂コンパウンドメーカーなどの現地

調達ニーズに対応するため、アジアにおける自動

車産業の中心であるタイに工場を建設する。新工

場の設備能力は1500t/年で、4月の着工、19年8

月の完工を予定。生産開始となる19年9月に宇

部マテリアルズはグローバルで4500t/年の能力

を持つことになる。

世紀東急工業、ミャンマーに道路用資

材の製造販売子会社設立

　世紀東急工業㈱（東京都港区芝公園2-9-3、

Tel.03-3434-3251）は、ミャンマーに道路用資材

の製造販売の子会社を設立する。会社設立は5月、

稼働は2019年度中を予定している。

　同社では、同社グループの事業領域拡大を図る

べく、さらなる経済発展が期待されるミャンマー

に現地事務所を開設し、道路建設にかかる技術指

導・支援などを行ってきたが、同国におけるイン

フラ整備事業をはじめとする今後の需要動向を見

据え、今回、同国内に道路舗装用資材の製造販売

を主な事業内容とする子会社を設立することにし

た。

　新会社は、ティラワ経済特別区工業団地内に5

月設立予定。資本金は1000万米ドル（約11億円）

で、世紀東急工業が100%出資する。稼働は19年

度中を予定している。

日清製粉、タイ子会社が製粉工場を取

得、生産能力2.3倍に増強

　日清製粉㈱（東京都千代田区神田錦町1-25、

Tel.03-5282-6666）のタイ子会社である日清STC

製粉は、同じくタイのパシフィック製粉から、製

粉工場を5億2500万バーツ（約18億円）で取得

した。この取得により、日清STC製粉の生産能力

は2.3倍に増強される。
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　日清製粉は1991年に日清STC製粉を設立して

タイに進出した後、日清製粉の強みである開発力・

技術力、安定した品質の小麦粉供給力などを生か

して積極的な事業拡大を進めてきた。

タイならびに周辺ASEAN諸国では、昨今の

堅調な経済成長を背景に、食生活が多様化し、主

食である米に加え、パン、菓子、麺など小麦粉を

使用した食品の喫食機会も増加している。日清

STC製粉はこうした動きを受けて、2013年1月

に生産能力を2割増強したが、さらに拡大する小

麦粉需要に対応するためには、生産能力増強を含

む次なる成長戦略が必要となっていた。

　そのような中、日清製粉はパシフィック製粉が

同社の工場資産を売却するという情報を入手し、

同社と交渉を進めてきた。今回の取得対象となっ

た工場は、350t/日の生産能力（原料小麦ベース）

を有し、今後、さらに拡大が期待されるタイ小麦

粉市場の需要増加に対応できることに加え、タイ

最大の貿易港であるレムチャバン港からほど近く

に立地していることから、日清STC製粉の成長戦

略に資する案件と判断し、今回同工場を取得した。

この工場取得により、日清STC製粉の生産能力は

630t/日（原料小麦ベース）となり、これまでと比

較して2.3倍に増強される。

NTTコミュニケーションズ、フラン

クフルトでデータセンター供給能力

1.5倍に拡大

　NTTコミュニケーションズ㈱（東京都千代田区

内幸町1-1-6、Tel.03-3500-8111）は、欧州のグル

ープ会社のe-shelterを通じて「ドイツ.フランク

フルト4データセンター」（FRA4）を建設し、デ

ータセンター供給能力を拡大する。同データセン

ターは、フランクフルト郊外のハッタースハイム

において、2018年度第4四半期にサーバールー

ム面積約4800m2から提供を開始し、今後需要に

応じて、最大約2万4000m2（9500ラック相当）、

総電力供給容量60MWまで拡張していく予定で

ある。

フランクフルトは、ドイツの金融、商業の中心

地であることに加えて、クラウド事業者をはじめ

とするITサービス事業者や、製造業の企業が進

出している。同社は、現在欧州では6カ国（ドイツ、

イギリス、スイス、オーストリア、フランス、スペ

イン）でデータセンターサービスを展開している。

中でも、ドイツのフランクフルトにおいては、欧

州最大となる4拠点のデータセンターを展開して

おり、今回、さらなる需要に応えるために、新た

にFRA4を提供する。これにより、フランクフル

トにおけるデータセンター供給能力を約1.5倍に

拡大する。

　同データセンターは、災害リスクが少なく、利

便性が高いフランクフルト国際空港に近いエリア

に建設される。地上3階建てのデータセンター専

用ビルで、1ラック単位だけでなく、ルーム単位

で顧客専用にカスタマイズして利用できる。

　同データセンターは、同社の「Nexcenter」が独

自に定める300項目以上のグローバル統一設備・

運用基準に準拠し、業界最高水準の高信頼かつ高

効率な設備を採用することにより、高い可用性と

省エネ性能を両立させるとともに、将来の環境変

化や顧客の拡張需要へ柔軟に対応する。データセ

ンター内の電力設備、空調・セキュリティ用電源、

通信設備は、すべて冗長化することにより、24時

間365日にわたり、極めて高い信頼性を求める顧

客の要求に応える安全な環境を安定的に提供す

る。

　また、18年度第4四半期に提供予定のデータセ

ンタービルと同一仕様のモジュール化したビルが

合計5棟建設可能な敷地を確保しており、これに
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より、顧客はビジネス拡大に合わせた柔軟なサー

ビスが利用できるとともに、将来にわたって安心

して利用スペースの拡張が可能である。

　同データセンターでは、自社スタッフが24時

間365日、重要インフラの監視やセキュリティプ

ロセスをダブルチェックするなど、リスクマネジ

メントを徹底し、標準化されたオペレーションプ

ロセスにより、顧客のシステムを安全に守る。

また、サーバールームなど重要施設への入室は、

多段階の非接触ICカードによる入室制限を基本

としており、生体認証装置の設置運用など、さら

に高度なセキュリティ対策を講じるカスタマイズ

も可能。建物内外の監視カメラに加え、建物周辺

の防犯センサー、車両進入路への侵入防止ゲート

の設置など、充実した不正侵入防止策で万全のセ

キュリティを確保する。

データセンター建物には、複数の主要通信事業

者の通信回線を異経路で引き込む。各通信事業者

の回線を相互接続するミートミールームやサーバ

ールームへの配管、ネットワークラックへの配線

は、すべて二重化する。顧客の要望に応じて、最

高100Gbpsのインターネット回線や豊富なネッ

トワークを、キャリアニュートラルで利用できる

とともに、世界中の同社のデータセンターやクラ

ウドサービスを組み合わせたシームレスICT環境

を構築できる。

日揮、フィリピン法人が石油化学プラ

ント建設プロジェクトを受注

日揮㈱（横浜市西区みなとみらい2-3-1、

Tel.045-682-1111）のフィリピン法人であるJGC

フィリピンは、イタリアのテクニモントの子会社

であるテクニモント・フィリピンと共同で、JGサ

ミット石油化学から石油化学プラント建設プロジ

ェクトを受注した。

　このプロジェクトは、フィリピンのバタンガス

州でJGサミット石油化学が年産25万tの高密度

ポリエチレン設備を新設するほか、既設のポリプ

ロピレン設備を年産30万tに拡張するもの。また、

同プロジェクトはテクニモント・フィリピンをリ

ーダーとする、テクニモント・フィリピンとJGC

フィリピンで構成されるJVで遂行している。

契約内容は、石油化学プラント建設に係るEPC

（設計、機材調達、建設工事）役務で、契約形態は

ランプサム契約。契約金額は約200億円で、う

ちJGCフィリピンの受注額は約70億円。納期は

2020年中ごろとなっている。

国際協力銀行、日本伸管のタイ法人に

融資、工場増設に充当

　㈱国際協力銀行（東京都千代田区大手町1-4-1、

Tel.03-5218-3100）は、日本伸管㈱（埼玉県新座

市中野1-10-22、Tel.048-477-7331）のタイ法人

との間で、融資金額4200万バーツを限度とする

貸付契約を締結した。工場の増設に充当する。

　日本伸管は、OA機器および自動車部品など、

様々な用途向けのアルミ製品の製造・販売を行う

中小企業。経済成長などを背景にOA機器およ

び自動車産業の需要が拡大しているタイおよび

周辺アジア諸国において、日本伸管はタイ法人

の NIHON.SHINKAN（HAILAND）CO.,.LTD

（NSKT）を通じた事業拡大を企図している。

　今回の融資は、NSKTがタイのアユタヤ県にお

いて実施するアルミ製品の製造・販売事業に必要

な資金を現地通貨建てで融資するもので、NSKT

の工場増設に充てられる。武蔵野銀行との初の協

調融資で、協調融資総額は6000万バーツ相当と

なる。
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中国のBOE、重慶市に有機EL新工場

建設、武漢市には10.5G液晶パネル工

場建設

　中国FPD最大手のBOE（京東方科技集団）は、

重慶市に第6世代（6G＝1500×1850mm）の中

小型フレキシブル有機ELの新工場、湖北省武漢

市に10.5G（2940×3370mm）のTFT液晶パネ

ル新工場をそれぞれ新設すると発表した。総額

925億元を投じる予定で、積極的な能力拡大によ

ってFPD世界トップメーカーを目指す。

　重慶の6Gフレキシブル有機ELラインには

465億元を投資し、月間4.8万枚の生産能力を備

える。スマートフォン用を中心として、車載や折

りたたみ型ノートPC用や車載用の中型およびフ

ォルダブルパネルの量産も視野に入れている。

　同社はすでに四川省の成都市と綿陽市に6Gフ

レキシブル有機EL工場を保有しており、重慶市

の新工場は3拠点目となる。成都と綿陽はいずれ

も2019年に大量生産に移行できる見込みである

ため、重慶新工場の稼働は19年半ば以降が見込

まれる。

　一方、武漢の10.5G新工場には460億元を投資

し、月間12万枚の生産能力を整備する。65イン

チおよび75インチの8K4K、60Hz ／ 120Hzパ

ネルを大量生産する考えで、超高精細液晶パネル

の大型化をさらに進める。稼働開始は20年前半

を見込んでいるようだ。

　同社は17年12月に安徽省合肥市で第1棟目と

なる世界初の10.5G工場を稼働させており、現在

は稼働率を段階的に高めている。武漢の新工場は

10.5Gとして2棟目になる。

　10.5G工場は、19年7月の稼働開始を目指して

CSOT（華星光電）が深圳市で、台湾の鴻海精密

工業＋シャープのグループが広州市（19年半ば稼

働）と米ウィスコンシン州（21年稼働見込み）で

それぞれ建設を進めており、韓国のLGディスプ

レーも坡州市の新工場「P10」に10.5Gガラスを

用いたテレビ用有機ELライン（稼働は20年ごろ）

を整備することを表明している。

中国のジンエナジー、HJT単結晶太

陽光発電モジュール拡大に注力

　中国のジンエナジー（晋能清潔能源科技、山

西省呂梁市文水経済開発区1号、Tel.＋86-358-

3300-916）は、都内で会見し、注力している高効

率へテロ接合（HJT）単結晶太陽光発電（PV）モ

ジュールを発表した。性能・品質と生産量で競合

他社と差別化し、HJT分野で先行する考え。HJT

の年産能力は現在100MWだが、2018年内に

200MW規模に拡大する計画だ。

　HJTは、p型層基板に非結晶シリコン、n型層

基板に結晶シリコンを採用したpn接合構造を持

つ。単結晶シリコンに比べて少数キャリア寿命

が長く開放電圧が高いため、変換効率が高い。単

結晶シリコンの平均変換効率が20%なのに対し、

HJTは22.5%。また、両面で発電するため、芝生

や雪上といった環境で発電量を8 ～ 20%高める

ことができる。生産面では、プロセスが簡単で低

温プロセスに対応するため低コスト化に優位性が

ある。

　同社の高効率HJTは、n型シリコン両面にp型

薄膜層を形成したn型両面発電型セル構造を採用

し、①低い温度係数、②低い出力減衰率、③強い

弱光応答性に対応する。①では、マイナス0.27%

／℃で、一般的なモジュールに比べ発電量ロスが

34%少ない（75℃環境下）。②では、弱光環境下

でn型シリコンの少数キャリア寿命が向上し、p

型薄膜ではこれが低下するため、1年目で1%、以

降で毎年0.4%程度、減衰値を抑えることができ
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る。③は、PIDや光誘起劣化（LD）がないため実

現できる。モジュール変換効率23%、出力400W

（72枚セル）に対応する。

　こうした特徴から、従来のPVモジュールと比

べて発電量を大幅に向上することができる。一般

的な多結晶モジュールと比べて44%、PERC単結

晶モジュールで同14%それぞれ増加するという。

同社の高効率HJT.PVモジュールは、第三者認証

機関テュフ・ラインランド（独ケルン）の新IEC認

証試験に適合している。

　戦略＆マーケティング部ゼネラルマネージャー

のカイ・チャオ氏は「HJTの量産効率は平均23%、

最大24%に達した。依然、多結晶PVモジュール

などとのコスト差はあるが、早いペースで縮小し

ている。現在HJTを生産する企業は多いが、性能・

品質や生産規模では当社が圧倒的に優位だ」と意

気込む。

　同社は石炭、電力、再生可能エネルギー、貿易・

物流などを多岐にわたって展開し、総資産約4兆

円を有する普能グループのPV部門として13年

12月に設立された。中国の「千人計画」に選抜さ

れた専門家や有能なエンジニアなど、世界トップ

クラスの人材が研究開発に携わっている。

生産品目は多結晶PERC、単結晶PERCおよび

HJT。生産拠点は山西省に単・多結晶PERCと

HJTのラインを持つ。完全自動化、リーン生産方

式、インダストリー 4.0対応などで高効率化を図

り、競合他社に先駆けてトップランナー認証を取

得した。

　PVモジュールの年産能力は単・多結晶PERC

が1.2GW、HJTが100MW。18年 に は1.8 ～

2.0GW、200MWに増強していく計画だ。出荷先

はオーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、イ

ンド、日本など。産業用が中心で、数々の大型プ

ロジェクトに提供している。

台湾のイノラックス、18年の設備投

資は550億台湾ドルを計画

　台湾のイノラックス・コーポレーション（群創

光電、新竹科学工業園区）は、2018年の設備投資

額として550億台湾ドルを計画している。これ

には17年11月に鴻海精密工業からの取得を発表

した中国・昆山のLTPS6G工場「L6」の取得費用

300億台湾ドルが含まれているため、新規投資額

は前年比で横ばいになる。

　同社の17年10 ～ 12月期業績は、売上高が前

年同期比11%減／前四半期比0.5%減の791億台

湾ドル、営業利益は同59%減／同48%減の57億

台湾ドルだった。営業利益率は7.2%となり、5四

半期ぶりに1桁台に下がった。

　10 ～ 12月期の出荷面積は高雄8.6G新ライン

の稼働アップで772万m2と前四半期比で11%増

えたが、m2あたりの平均売価（ASP）は前四半期

の373ドルから341ドルに下がった。このうち

中小型パネルは、高雄・路竹のLTPS6G工場の寄

与によって出荷台数が同3%減の7400万台、出荷

面積は同横ばいの68万m2、売上高は同13%増の

191億台湾ドルとなった。

　用途別の売上高構成比は、テレビが45%と前四

半期から1ポイント下がり、モバイル＆民生用は
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28%と1ポイント増えた。モバイルPCは16%、

デスクトップPCは11%だった。

　これに伴い17年の通年業績は、売上高が前年

比15%増の3292億台湾ドル、営業利益が同7.3

倍の470億台湾ドルとなった。設備投資実績は

250億台湾ドルだった。

　1 ～ 3月期は、大型は出荷が1桁後半の減少／

ASPが1桁半ばの下落、中小型は出荷が2桁後半

の減少／ ASPが1桁前半の減少を想定している。

スマートフォン（スマホ）用にアスペクト比18対

9パネル、ノートPC用には狭額縁・省エネパネル

の拡販を進める。テレビ用は特に中国で在庫が過

剰気味だが、ラテンアメリカや東南アジア向けは

堅調だという。

　18年の設備投資額は550億台湾ドルを計画す

る。これには17年11月に鴻海精密工業からの取

得を発表した中国・昆山のLTPS6G工場「L6」の

取得費用300億台湾ドルが含まれているため、新

規投資額は前年比で横ばいになる。スマホ用は足

元で在庫が多いものの、L6の取得もあって、18

年のスマホ向け出荷量は17年より増える見通し

だという。

　年初に米ラスベガスで開催された家電見本市

「CES」にmini-LEDバックライトを用いた10.1

インチの車載用液晶パネルを展示したが、18年

中に高級車向けに商品化する。また、年央以降か

ら他の分野への展開を順次アナウンスしていく考

えだ。

工場ルポ

アロン電機、半導体製造装置ユニット

で頭角、半歩先を行く多品種少量生産

に特化

アロン電機㈱（鹿児島県薩摩郡さつま町永野

950、Tel.0996-58-0331）は、大阪万博の次の年

である1971（昭和46）年2月に設立された。金型・

治工具、半導体製造装置用部品・ユニット、自動機・

省力化装置などを武器とするカンパニーであり、

さつま町の誘致で設立されたのだ。

　「この会社は当初、接点の製作からスタートし

た。大手電子部品メーカーの京セラがこのエリア

に進出したことで、電子部品の組立で地歩を築い

た。しかして、やはり当社が非常に伸びていった

のは、1997年から始まった半導体製造装置ユニ

ットの製造に踏み込んだ時からだった」。

　こう語るのは同社で代表取締役社長を務める坂

元剛氏である。坂元氏はさつま町の出身で、県立

大口高校を出て鹿児島大学工学部で機械工学を学

んだ。当初は大阪のダイハツに就職し、生産技術

を学んだ。その後、アロン電機に入社し、1995年

に社長として指揮を執ることになった。

　「現在の年商は約19億円であるが、あまり売り

上げの伸びにはこだわらない。やはり重要なこと

は利益率であり、雇用をきっちりと維持していく

ことだろう。会社の継続性は新しい仕事を生み出

すことであり、新規開発のテーマが出てくれば、

そのことに投入するお金は一切惜しまない」（坂

元氏）。
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　同社の製造するキーパーツのラインアップ①金

型（ロール金型、ハニカム金型、砥石金型）、②半

導体装置部品（RRガイド、アームメイン、フィル

ターヘッドASSY）、③治工具（ゴムテーブル、め

っき冶具、収納トレイ）。

　「半導体関連でいえば東京エレクトロン九州、

アルバック、荏原製作所、ディスコ、京セラなど

名のあるメーカー様とお取引させていただいてい

る。当社の武器は5軸加工ができることと画像認

識に優れることだろう。また、全体の70%は金型・

治工具であるが、今後はやはり半導体製造関連が

伸びていくとみている」（同）。

　自社製品、自前の装置、自前の開発にはかなり

こだわりがある。焼酎の中身を検査する機器やソ

ーラーパネルのお掃除ロボットなど、ユニークな

製品も開発にこぎつけている。

　「とにもかくにも、社員たちに対しては常に半

歩先を行けと言っている。得意とする多品種少量

生産に特化し、価格競争に巻き込まれるなとも言

っている。ニッチで戦うことが我が社のテーマで

あり、一方で小さくともお客様にとってかけがえ

のないN0.1企業になることが大切だとも示唆し

ている」（同）。

　同社の人事組織は実にユニークである。いわば

小グループに分かれて開発を様々に進めるかたち

をとる。「これなら社運を賭けなくてよい」とい

う社長の判断によるものだ。また、常に多能工を

目指す方向で人材を育成している。残業は決し

て60時間以上やらせないという方針も出ている。

従業員が従業員を評価するという「ベストモチベ

ーション賞」というユニークな評価制度も持って

いる。

　「女子労働力の強化は重要だと思っている。言

うところのさつまおごじょは強い女性たちのこと

を指すわけであり、確かにすばらしいところがあ

る。総務系をはじめ、資材調達、さらには特殊な

専門職に女性たちが多く活躍している。ただ残念

なことは、なかなか管理職になりたがらないこと

だ」（同）。

　最近では得意とする技術を横展開し、工具画像

検査装置や異物検査装置などを開発し、販売を開

始している。アロン電機が見据えているものは「小

さな池の中の鯉」であり、存在感を持つ会社とし

て継続していくことだ。そのためには、常に何か

の開発に着手していなければならないわけで、常

に異なるテーマを求めて今日も同社のスタッフは

あちこちを駆け回っている。

（特別編集委員.泉谷渉）

（了）
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