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はじめに 

ハイケム株式会社（https://highchem.co.jp/）は 2009 年から、宇部興産株式会社と共同で、合成ガス（CO/H2）を用いたエチレン

グリコール製造技術のライセンス事業を展開し、北京（現地法人：北京興高化学技術有限公司）と南通（現地法人：高化学（江蘇）化工新

材料有限責任公司）に技術営業と触媒製造の子会社を設立しました。2015 年、東京にハイケムテクノロジー株式会社（HCT）を設立し、こ

れまでハイケム株式会社の企画開発部が行っていたライセンス事業を同社が継承しました。 

HCTでは、合成ガス（CO/H2）を用いたエチレングリコール製造技術を中心とした C1ケミカルの技術ライセンス事業を展開していま

す。技術ライセンス供与に限らずお客様のニーズに適した提案を作成し、それらの技術支援から触媒生産・回収、製品販売、物流サービス、

スタートアップトレーニング、コンサルタント、資金調達・運用まで一括して行う C1ケミカルのトータルソリューションカンパニーを目指していま

す。 

C1化学の分野では今、エネルギーの効率化、原料の多元化から新技術や新材料の開発まで大きな市場と沢山のビジネスチャン

スが期待されております。HCTはこの C1化学のパイオニアを目指して、中国 C1化学の現状を皆さまと共有させていただき、これからのビジ

ネスチャンスを一緒に探していきたいと考えております。 

 

HCT社長 柴 剣宇 

 

業界ニュース 2018年 5月 

＜各種公開資料をもとにハイケムテクノロジー（株）作成＞ 

 

1. 浙江桐昆集団、上海宝鋼気体は共同で 110億人民元を投資し、石炭を原料に年間 120万トンの EG製造プロジェ

クトを発注した。第 1期 60万トン 2020年、第 2期 60万トン 2023年完成予定。 

2. 石炭の価格が上昇しつつある中で、2018年 5月に中国国家発展改革委員会は、安全確保を前提に、重点石炭産

地及び石炭企業の増産を進めると発表した。晋陕蒙地区の生産量を日産 30万トン以上、年間で 1億トン以上を増

産する計画。同地区の 1月から 4月までの石炭生産量が 11億トンに達し、前年同期より 3.8％増。 

3. 河南省山門峡市政府、義馬市政府、河南科源産業投資基金、河南省煤気（集団）有限責任公司、中国科学院大

連化学物理研究所は、共同で 40万トン（20万トン二系列）の石炭からエタノールを製造するプロジェクトを推進する

共同事業化契約を締結した。 

4. 潞安集団はメタロセン PAO（ⅿPAO）プロジェクト（年間 3000 トン）を着工してから、順調に推進、2018年内に稼働す

る見込み。石炭からのαオレフィン製造技術とαオレフィン分離精製技術を活用し、中国科学院上海高研院と共同

開発した触媒技術を採用して、高品質で低粘度のⅿPAO製品を生産する中国初のプラントになる予定。 

5. Air Products 社は、Shell 社とその傘下の石炭ガス化技術及びそのライセンス業務を買収することで合意したと発表

した。その業務を撤退すると伴い、Shell社は岳陽石化との合資会社の 50％株権を Sinopec社へ譲渡することを決定

した。 
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特別調査―CO からエチレングリコール製造技術の産業化 

表 1中国 CO法 EGプラント建設実績（2018年 6月 10日までの情報による） 

 

稼働中  建設中 

 

～2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

通遼金煤   内モンゴル通遼 石炭 22(2009年) 10

伊琳化工（丹茂化工投資）  内モンゴルオルドス 余るガス（伊泰） 20

新卿永金 河南新卿 石炭 20

濮陽永金 河南濮陽 石炭 20(2012年）

安陽永金 河南安陽 石炭 20(2012年）

永城永金 河南永城 石炭 20

洛陽永金 河南洛陽 石炭 20

龍宇化工 河南永城 余るガス 20

天業1期 新疆石河子 オフガス 5

天業2期 新疆石河子 石炭 20

天業100万吨1期 新疆石河子 石炭 60

陽煤寿陽 山西寿陽 石炭 20

利華益 山東東営 余るガス 15

康奈尔1期 内モンゴル通遼 石炭 30

黔西煤化 貴州毕節 石炭 30

中塩紅四方 安徽合肥 石炭 30

新疆天盈1期 新疆阿拉尔 天然ガス 15

湖北三寧 湖北枝江 石炭 60

山西沃能 山西曲沃 オフガス 30

山西松藍1期 山西朔州 石炭 30

蔺鑫焦化1期（永鑫集团） 山西临汾 オフガス 40

陕煤渭化 陕西彬州 石炭 30

美锦華盛化工1期(美锦能源) 山西吕梁 オフガス 30

新航能源  内モンゴルオルドス 石炭 30 40

安徽淮化 安徽淮南 石炭 10

陽煤平定 山西平定 石炭 20

延長石油 陕西延安 余るガス 10

襄鉱宏通 山西襄垣 石炭 20

神華榆林 陕西榆林 余るガス 40

神華包头  内モンゴル包头 余るガス 60

明拓  内モンゴル包头 オフガス 15

建元煤化 内モンゴルオルドス オフガス 24

易高煤化 内モンゴルオルドス メタノール改造 24

勝沃能源 新疆克拉玛依 石炭 40

烏海洪遠新能源科技 新疆烏海 オフガス 30

オフガス 5（2012年）

石炭 50

華彬正开 （戊正投資） 陕西咸陽 メタノール改造 30

金岩工業 山西孝义 オフガス 100

陽煤深州 河北深州 石炭 22

鶴壁宝馬 河南鶴壁 石炭 5

荣信化工　（兖州煤業） 内モンゴル 石炭 40

湖北化肥 中石化 湖北枝江 石炭 20

昊華辛集 西南化工研究院 河北辛集 オフガス 6

久泰新材料 DAVY 内モンゴル呼和浩特 石炭 100

广西華誼 華誼 广西钦州 石炭 20

輝謄能源1期           天津大学  内モンゴル包头 石炭 30

久泰能源 （兖州煤業） 自社 内モンゴルオルドス 石炭 50

金誠泰 未定 内モンゴル 石炭 30

神霧赤峰（安捷新能源） 未定 内モンゴル赤峰 石炭 70

陕煤榆林化学 未定 陕西榆林 石炭 180

浙江桐昆1期 未定 安徽庐江 石炭(上海宝鋼) 60

67 5 25 60 62 46 298 465 460 310

67 72 97 157 219 265 563 1028 1488 1798

EG生産能力（万トン/年）

生産能力合計（万トン/年）

累計生産能力合計（万トン/年）

会社名

華鲁恒昇

プロセス

丹化科技

浦景

戊正

立地 原料

五環

ハイケムと

宇部興産

山東德州

増産中

建設中；遅れそう

建設中；資金問

題で遅れそう

建設中；遅れそう。

増産建設中；新触媒の使

用及び設備の最適化によ

り2018年6月頃に40万トン

/年まで増産できる；2019

年末に70万トン/年にな

る。

5月10日1期12万トン/年稼

働開始；2期12万トン1/年

が2018年12月稼働予定。

建設中；中科遠東と合作して新し

いEG技術を作り、共同ライセンス

を行い始めた。

稼働停止

建設中、遅れそう。

6月6日契約済

5月31日稼働開始

6月8日契約済

稼働停止

5月14日着工式
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図 1中国 CO法 EG生産能力推移（万トン/年） 

 

図 2中国 CO法 EGプラントの地域分布 

 

＜表 1と図 1、図 2の出典：各種公開資料をもとにハイケムテクノロジー（株）作成＞ 

 

次回予告―知りたい情報を届ける 

1． 最も知りたいテーマを一つお選びください。（      ） 

① 各原料から MEG製造コストの比較 

② MTO/MTP技術の産業化 

③ エチレン/プロピレン製造コストの比較 

④ CTL/FT技術の産業化 

⑤ 世界石炭化工規模一の陕西煤化集団榆林園区 

⑥ その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2． 今回「中国 C1化学がわかる」No.1は役に立ちましたか。（      ） 

① とても役に立ちました。②すごし役に立ちました。③あまり役に立ちませんでした。 

3． ご意見やコメントがあれば、聞かせてください。 

 

ご一読ありがとうございました！引き続き宜しくお願い申し上げます。 
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