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海外プロジェクト受注動向

１．注目される2018年のプロジェクト(2017年末現在の情報に基づき作成)
【エネルギー・化学】

エネルギー・化学プロジェクトは市場が回復も、課題はわが国ＥＰＣの競争力
－ＬＮＧで優位性あるものの、石油・石油化学では課題山積－
2018年のエネルギー・化学プロジェクトは、原油価格の上昇に伴い、市場環境も改善される。し
かし、市場回復がわが国コントラクターの実需につながるかは不透明だ。
高温・高圧領域のプロセスエンジニアリングは、エネルギー・化学プロジェクトのマザーテクノ
ロジーだが、この分野で、わが国コントラクターの競争力は弱体化しており、新興国に勝つことは
難しい。結果的に、わが国コントラクターが受注できるのは、投資額が多額になるため、実績のあ
るコントラクターが選定されやすいＬＮＧ(液化天然ガス)プラントと日本の石油化学メーカーの海
外進出に伴う、一部の石油化学プラントに限定されそうだ。
■高温・高圧領域で勝負できず、狙いはＬＮＧ
今期、日揮は7,500億円の受注予想でスタートした。上期受注高は3,514億円。モザンビークから
コーラルＦＬＮＧプラントを受注した。比較的に好調に推移してきたが、下期に入って失速してい
る。7,500億円の受注高を上げるうえで、必須だったバーレーン・シトラ製油所の改造・近代化プ
ロジェクトは、テクニップＦＭＣ～スペインのテクニカス・レウニダス(ＴＲ)～韓サムスンエンジ
ニアリングのグループに負け、その後のマレーシア国営石油会社(ペトロナス)が計画する、マラッ
カ製油所ディーゼルハイドロトリーターでは、競合する韓国勢が訝るほどの高値オファーをした。
このプロジェクトは韓・現代エンジニアリングが受注したが、既設を建設した日揮は製油所の技術
面での難しさを知っていたことから、それを価格に反映した。日揮の佐藤会長は「受注後に採算確
保で苦しみたくない」と利益重視の姿勢を強調するが、市場回復を享受するには、いっそうの価格
競争力の強化が必要だ。
高温・高圧領域のプロセスエンジニアリングで競争力が確保できない中、わが国のコントラクタ
ーが目指すのは、勢い、極低温技術のＬＮＧプラントが中心になる。投資額が多額になるため、実
績のあるコントラクターが優位性を保てるプラントで、日揮や千代田化工建設はこの分野は数少な
い存在感を示せる領域だ。そのＬＮＧプロジェクトも2018年は動きが出始めている。
現在、ＬＮＧは世界的に供給過剰状態にある。しかし、化石燃料の中でも、ＣＯ２含有量が少な
い、天然ガスの需要は世界的に高まりつつある。現在、供給過剰だが、2022～2023年には需給がバ
ランス、それ以降は供給不足になる見通しだ。ＬＮＧプラントの建設には、４～５年を要するため、
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田、米フルアの２グループに発注しているほか、ＰＥプラントについては、ＴＯＹＯ、三菱重工業
など３社に発注している。いすれも2018年２月には、ＦＥＥＤを終え、価格を提出。ＦＥＥＤによ
る技術ポイントと価格で受注が争われる。
アルジェリアでは、ＳＯＮＡＴＲＡＣＨ～ペトロベトナム・エクスポラレーション～タイＰＴＴ
エクスポラレーションによるグループモン・ビルセバ社が、ビルセバⅡ原油処理プラントの建設を
計画している。同プロジェクトの１期計画は日揮が建設しており、ビルセバⅡについても日揮の受
注が有力視されている。
またロシアでは、イルクーツクオイルが計画するエチレンプラント増設プロジェクトで2018年２
月に入札が実施される。応札するのは、ＴＯＹＯ～トーヨーコリア、独リンデのほか、中国からの
１社が応札するもようだ。

エネルギー･化学分野
【台

湾】

プロジェクト名
進捗状況
(規模・能力・サイト)
高雄イソノニルアルコール 2018/2
プラント
交渉中
(能)18万/y
(所)高雄市

事 業 主 体
総投資額
備
考
［発注者等］
(建設費)
台湾･日本オキソケミカ
投資額 2017/9価格入札｡日揮～台ＣＴＣＩのみ応
ルインダストリーズ(Ｋ 約４億ドル 札｡顧客予算とオファー価格に開き｡商談難
Ｈネオケム､ＣＰＣ､兆豊 (500億円) 航も､2018/2時点で交渉中
國際商業銀行)

【ベトナム】
2017/11
ロンソン石油化学コンプ
レックスエチレンプラント 商談停滞
(パッケージＡ)
(能)140万t/y
(所)バリア･ブン･タウ省

サイアムセメント(ＳＣ
総投資額
Ｇ)､ベトナム国営石油会 54億ドル
社(ペトロベトナム)
(約1,880億
バーツ)

2017/11/末に再三延長されてきた見積期限
も､動きなし｡ペトロベトナムの前会長が不
祥事で死刑判決を受けるなど混乱｡先行き
不 透 明 ｡ 2017/3 タ イ Ｓ Ｃ Ｇ が 離 脱 し た カ
タールペトロリウムの株25％の引取を発
表｡2016/4現在､資本構成の変更をベトナム
政府に申請中｡ＥＰＣは2017/7以降に､韓Ｓ
Ｋ建設～米Shawが受注有力

2017/11
ロンソン石油化学コンプ
レックスＰＯプラント(パッ 商談停滞
ケージＢ:ＨＤＰＥプラン
ト)
(所)バリア･ブン･タウ省

サイアムセメント(ＳＣ
総投資額
Ｇ)､ベトナム国営石油会 54億ドル
社(ペトロベトナム)
(約1,880億
バーツ)

2018/1ＨＤＰＥプラントの修正見積提出を
求める可能性が浮上｡2017/11/末まで再三
延長されてきた見積期限も､動きなし｡ペト
ロベトナムの前会長が不祥事で死刑判決を
受けるなど混乱｡受注内定していた韓サム
スンエンジニアリングが商談から離脱｡代
わって､現地ＴＴＣＬ～三井造船が内定｡
2017/3タイＳＣＧが離脱したカタールペト
ロリウム(ＱＰ)の株25％の引き取りを発
表｡2016/4現在､資本構成の変更をベトナム
政府に申請中

2017/11
ロンソン石油化学コンプ
レックスＰＯプラント(パッ 商談停滞
ケージＣ:ＰＰプラント)
(所)バリア･ブン･タウ省

サイアムセメント(ＳＣ
総投資額
Ｇ)､ベトナム国営石油会 54億ドル
社(ペトロベトナム)
(約1,880億
バーツ)

2017/11/末まで再三延長されてきた見積期
限も､動きなし｡ペトロベトナムの前会長が
不祥事で死刑判決を受けるなど混乱｡受注
内定していた韓サムスンエンジニアリング
が商談から離脱｡代わって､現地ＴＴＣＬ～
三井造船が内定｡2017/3タイＳＣＧが離脱
したカタールペトロリウム(ＱＰ)の株25％
の引き取りを発表｡2016/4現在､資本構成の
変更をベトナム政府に申請中
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コーパス･クリスティ･ガス
コンプレックス建設(ヨセミ
テ/ＰＥ)
(所)テキサス州

米エクソンモービル､サ
2017/9
ＴＯＹＯ､ ウジアラビア基礎産業公
三菱重工な 社(ＳＡＢＩＣ)
どがＦＥＥ
Ｄ受注

－

2017/9ＴＯＹＯ､三菱重工業など３社にＦ
ＥＥＤ発注

投資額 2017/8頃 にＦ ＥＥ Ｄコ ント ラク ター が決
米エクソンモービル､サ
コーパス･クリスティ･ガス 2017/8
コンプレックス建設(ヨセミ ＦＥＥＤ選 ウジアラビア基礎産業公 数十億ドル まっているもよう
規模
定済みか 社(ＳＡＢＩＣ)
テ/ＭＥＧ)
(所)テキサス州

【ブラジル】
リブロＦＰＳＯ
ブラジル国営石油会社
2017/12
(能)原油18万b/d､ガス1,200 三井海洋開 (ペトロブラス)
発が受注
/d､原油貯蔵量140万b
(所)リオ･デジャネイロ沖

－

2017/12三井海洋開発がＦＰＳＯ受注

ブージオス５ＦＰＳＯ
(能)原油15万b/d他
(所)リオ･デジャネイロ沖

2017/12
評価中

ブラジル国営石油会社
(ペトロブラス)

－

2017/12入札実施｡三井海洋開発､蘭ＳＢＭ､
ノルウェーＢＷオフショアが応札中

リブロⅡＦＰＳＯ
(能)原油18万b/d他
(所)リオ･デジャネイロ沖

2017/11
計画浮上

ブラジル国営石油会社
(ペトロブラス)

－

2017/11計画浮上

サハリン２プロジェクト･Ｌ 2018/1
ＮＧプラント(第３系列)増 計画中
設
(能)液化(推定)960万t/y→
1,400万t/y規模
(所)サハリン州

サハリン･エナジー

－

2018/初にＩＴＢ発行予定｡ＦＥＥＤは千代
田が実施｡千代田､日揮の争い

アークティックＬＮＧプラ 2017/12
計画中
ント
(能)液化1,800万t/y
(所)北極圏

ノバテック

－

2017/12早期実現の可能性｡海底に設備土台
を沈める重力式基礎構造物(ＧＢＳ)型液化
施設の導入を計画

ヤマルⅡＬＮＧプロジェク 2017/12
ト
計画中
(所)北極圏

ノバテック

－

2017/12早期実現の可能性

－

2018/2入札予定｡ＴＯＹＯ～トーヨーコリ
ア､独リンデのほか､中国から１社が応札予
定

【ロシア】

イルクーツクオイル
イルクーツクエチレンプラ 2017/12
ＴＯＹＯグ
ント(エタンクラッカー)
ループなど
(所)イルクーツ州
が応札へ

【電

力】

国際世論が逆風も、新興国で石炭火力発電に根強い需要
－ガス・トゥ・パワー計画が浮上、今後の行方に注目－
日本企業が海外で取り組む大型電力案件は、石炭火力発電所が圧倒的に多い。脱石炭の国際世論
は強まるものの、根強い需要が続く。新興国は再生可能エネルギーに関心を示すものの、安価で調
達が容易な石炭を当面のベースロード(主幹)電源として考えている。石炭産出国では雇用などの問
題があり、石炭の有効利用が課題となる。原子力発電所新設計画を中止した国では、その代替とし
て石炭火力発電を推進する動きもある。化石燃料の中でもＣＯ２含有量が最も多い石炭の利用には、
国際社会の逆風は強まるものの、ＯＥＣＤ(経済協力開発機構)ガイドラインは、超々臨界石炭火力
発電について認めている。ＥＣＡ(輸出信用機関)のファイナンスを引き出しながら、石炭火力発電
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計画は前進する。
日本企業が関与する石炭火力発電所案件として、2017年にインドネシアでタンジュンジャティＢ
発電所５･６号機(1,000MW×２系列)と、セントラル･ジャワ(1,000MW×２系列)が着工した。日本企
業が事業出資とＥＰＣ(設計・調達・建設)の両面で関与し、日本の政府系機関が支援している。バ
ングラデシュでは円借款案件のマタバリ超々臨界圧石炭火力発電所･港湾建設事業(1,200MW：600MW
×２系列)が着工している。2018年度は「ベトナム３兄弟」と呼ばれる日本のＩＰＰ(独立系発電事
業者)３案件で進展が見込まれる。いずれも超々臨界圧技術を採用した石炭火力発電プラントを新
設・運営する計画だ。ギソン第２は丸紅、ヴァンホン第１は住友商事、ブンアン第２は三菱商事が
出資する。欧州では産炭国のポーランド向けに三菱日立パワーシステムズ(ＭＨＰＳ)が石炭ガス化
複合発電(ＩＧＣＣ)の新設を提案している。現在、ＩＧＣＣプラントは実証運転を終え、福島県の
勿来(なこそ)と広野で商業プラントを建設中だ。ＩＧＣＣの普及には運転実績の積み重ねが求めら
れるが、ＣＯ２の排出を抑制できるため、今後注目される。
海外の石炭火力発電事業に対し、日本政府は支援を継続する基本姿勢を崩していないが、支援の
枠組みは、あくまでもＯＥＣＤガイドラインが基準になる。このためハイテクで高コストな超々臨
界圧石炭火力発電設備を新興国に売り込むが、非ＯＥＣＤ加盟国の中国が低コスト・低効率で環境
に悪い石炭火力発電プラントを建設する恐れがある。
化石燃料の発電所向けの環境対策としてＣＣＳ(二酸化炭素回収貯留)技術の開発が行われている
が、気運に乏しい。ＣＣＵＳ(二酸化炭素回収・貯留・利用)技術の開発や、経済的なインセンティ
ブ(動機付け)のある社会的なシステム構築が普及に向けて必要になる。
こうした中で注目されるのが、ガス火力だ。ＬＮＧを輸入するための受入基地から発電プラント
まで一気通貫で整備する「ガス・トゥー・パワー」計画が世界各地で立てられている。2017年はイ
ンドネシアでジャワ１プロジェクトが実現に向け動き出した。1,760MWのガス複合火力発電所と、
浮体式ＬＮＧ(液化天然ガス)貯蔵・再ガス化設備(ＦＳＲＵ)の建設・運営を行う計画で、丸紅、双
日、インドネシア国営石油会社(プルタミナ)が出資・運営する。液化天然ガス(ＬＮＧ)市場の拡大
が背景にあり、今後はベトナム、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマーなどで計画が進む可能
性がある。ＬＮＧの高い調達力を持つ日本の電力会社や商社の動きが注目される。
地熱発電は日本が得意とする分野だ。世界プラント市場における占有率が高く、環境負荷が低い
ため、日本政府が支援に前向きだが、収益性の低さが障壁だ。試掘に対して(独)石油天然ガス・金
属鉱物資源機構(ＪＯＧＭＥＣ)など公的機関の支援を期待する声があるが、制度上で困難になって
いる。
太陽光、風力など再生可能エネルギーによる発電は大型化の傾向にある。中東、欧州、北アフリ
カ、中南米などで日本企業が取り組む案件が散見される。発電コストが２セント／kWhにまで下落
したが、この低水準が世界的に基準になるとは考えにくい。ただし自然エネルギーを利用した発電
設備が急速に拡大することにより、送電網の拡充も不可欠になる。蓄電を含めた系統制御のビジネ
スが拡大する可能性がある。新興国の都市部では過密が進んでおり、地下変電所や共同溝などの需
要も高い。日本の技術が生かされる分野と言える。超電導ケーブルの送電への利用も、実用化に向

11

６．総合重機・エンジニアリング専業・鉄鋼系の2016年度受注実績

総合重機５社、2016年度総受注高は前年度比10.2％減の７兆9,296億円
－発電・鉄道・廃棄物処理・海洋設備など／受注残高12兆2,566億円－
総合重機５社(ＩＨＩ、川崎重工業、日立造船、三井造船、三菱重工業：五十音順)の2016年度受
注高は、前年度比10.2％減の７兆9,296億円だった。全５社の2016年度受注高が2015年度(前年度)
実績よりも減少した。５社の総受注残高は2016年度末(2017年３月)時点で前年同期比2.9％減の12
兆2,566億円となった。
総合重機５社が2016年度に受注した主な海外プラント・インフラ関連案件として、発電関連や交
通関連、エネルギー・化学関連、環境関連、金属関連の各分野でプラント・設備とその機器・シス
テムなどがあった。その受注内容も設備・機器類の販売・供給、ＥＰ(設計・調達)・ＥＰＣ(設計
・調達・建設)・ＥＰＣＣ(設計・調達・建設・試運転)を含めたフルターンキー(一括請負契約)、
近代化工事、システムの提供・更新、Ｏ＆Ｍ(運転・維持)など幅広い。その地域もアジアや中近東、
米州、欧州、ロシア・ＮＩＳ(旧ソ連新独立国家)などに及んだ。なお、以下取り上げる各社の2016
年度海外受注案件は2016年度(2016年４月～2017年３月)発表分で、グループ会社受注分や共同受注
分を含む(表も含む)。
総合重機５社の2017年度総受注高目標(予想)は、前年度(2016年度)比4.9～13.0％増の８兆3,200
億～８兆5,200億円となる。三菱重工を除く４社が前年度(同)比で受注高の増加を見込む。
■総合重機５社の受注高と受注残高推移(連結ベース／金額単位：億円／五十音順)
受注高
社名

2015年度
通期実績

2016年度
通期実績

前年度比
(2016年度/
2015年度比較)

2017年度
通期予想

前年度比
(2017年度/
2016年度比較)

ＩＨＩ

16,053

13,898

86.6%

15,000

107.9%

川崎重工業

16,936

13,487

79.6%

16,200

120.1%

日立造船

4,354

3,989

91.6%

4,000

100.3%

三井造船

6,096

5,166

84.7%

8,000～10,000

154.9～193.6%

三菱重工業

44,855

42,756

95.3%

40,000

93.6%

５社合計

88,294

79,296

89.8%

83,200～85,200

104.9～113.0%

受注残高
社名

2015年度
(2016/3)末

2016年度
(2017/3)末

前年同期比
(2016年度末/
2015年度末比較)

ＩＨＩ

17,416

16,253

川崎重工業

19,260

17,618

91.5%

日立造船

5,950

5,952

100.03%

三井造船

14,623

12,458

85.2%

三菱重工業

68,951

70,285

101.9%

126,200

122,566

97.1%

５社合計

93.3%

(注１)各社の発表に基づき作成
(注２)各年度の数値は千万円以下を四捨五入／各年度比較は小数点第２位以下を四捨五入(一部を除く)
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分野別海外プロジェクトの現況
(2017年末時点)

１．エネルギー・化学分野
【中

国】

プロジェクト名
事 業 主 体
進捗状況
(規模・能力・サイト)
［発注者等］
ＰＰＥモノマー･ポリマー 2017/8合 旭化成､中国藍星集団
と変性ＰＰＥ樹脂の製造 弁２社設 (中国化工集団(ケム
チャイナ)傘下)
立
プラントの建設
(能)ＰＰＥモノマー･ポリ
マー３万t/y､変性ＰＰＥ
樹脂２万t/y

総投資額
備
考
(建設費)
－
2018/3頃に投資判断｡2017/8合弁会社２社(製
造「藍星旭化成(南通)工程塑料制造」､販売
「藍星旭化成(南通)工程塑料銷售」)を設立｡
2017/2旭化成と藍星集団がＰＰＥモノマー･ポ
リマーと変性ＰＰＥ樹脂事業の合弁契約を締
結｡2018/3頃に投資判断

樹脂コンパウンド新工場 2017/8計
画発表
の建設
(能)樹脂コンパウンド2.8
万t/y
(所)江蘇省常熟市

投資額 旭化成100％出資子会社の旭化成(中国)投資の
30億円超 100％出資で「旭化成塑料(常熟)」を設立｡新
材料産業園区内に新工場を建設｡2020/初の稼
働開始予定

旭化成

2017/11計 東麗高新聚化(佛山)有
画発表
限公司(東レグループ
100％出資)

総投資額 中国の紙オムツ需要拡大を受けて､主要素材の
50億～90 ＰＰスパンポンドの生産設備を新設｡2017/11
東レが計画発表｡2019年度中の生産開始予定
億円

大山工場のナフサクラッ
キングセンター(ＮＣＣ:
ナフサ分解装置)の増設
(能)エチレン104万t/y→
127万t/y
(所)忠清南道

2017/3計
画推進中

韓ＬＧ化学

投資額
2,870億
ウォン
(約287億
円)

リチウムイオン二次電池
(ＬｉＢ)用バッテリーセ
パレータフィルム(ＢＳ
Ｆ)生産設備の増強

2017/10
増強計画
発表

ＴＢＳＫ(東レの韓子会 投資額 2020年頃までのＢＳＦ生産能力増強計画(投資
社)､ＴＢＣＫ(東レの韓 約350億円 額:1,200億円規模)の一環｡2017/10計画発表｡
Ｂ Ｓ Ｆ 生産 設備 増設 に約 200 億 円､ ＢＳ Ｆ用
子会社)
コーティング設備増設に約150億円を配分｡Ｂ
ＳＦ増設設備が2019年度前半､コーティング増
設設備が2018年度前半に稼働開始予定

ＰＰスパンポンドプラン
トの新設
(能)ＰＰスパンポンド２
万t/y
(所)広東省佛山市

【韓

【台

国】
米ＫＢＲがエチレン製造プラント向け分解炉
の技術供与とベーシックエンジニアリングデ
ザインを受注｡2019年までの完了予定｡ＮＣＣ
の増設による売上高の拡大は4,000億ウォン以
上と予想

湾】

2015/5計
ＬＮＧ受入基地の建設
画中
(能)受入能力300万t/y
(2024年時点)→600万t/y
(2030年時点)
(所)同国北西部(桃園県や
台北地区が候補地)

台湾中油(ＣＰＣ)

－

イソノニルアルコール(Ｉ 2018/2交
渉中
ＮＡ)製造設備の建設
(能)ＩＮＡ18万t/y
(所)高雄市

投資額 2018/2交渉中｡2017/12 応札金額と顧客側の予
曄揚(日本･台湾オキソ
約４億ド 算に大きな開きがあり商談難航｡2017/9入札実
ケミカルインダスト
施｡日揮～ＣＴＣＩが応札｡アクセンスが触媒
ル
リーズ(ＴＪＯＣ):ＫＨ
ネオケム､台湾中油(Ｃ (500億円) と技術を供与｡日揮～台Futai Engineering が
ＦＥＥＤを遂行｡2019/4Qの稼働開始予定
ＰＣ)､国際協力銀行(Ｊ
ＢＩＣ)､兆豊國際商業
銀行(ＭＩＣＢ)が出資)

197

2014/8台湾政府から第３ＬＮＧ受け入れ基地
の建設･運営で選定｡2024年に第１期稼働開始､
2030年までに第２期(拡張)稼働開始を想定

２．東南アジア

東南アジア地域は、各国ごとに政治・社会体制と経済・産業状況も差異が大きい。全体的に経済
が急成長する国々も多く、社会・経済水準も年々ボトムアップしており、2015年12月のＡＳＥＡＮ
(東南アジア諸国連合)共同体の発足により、東南アジア地域が統合の方向性と緩やかな連帯に向か
いつつある。
東南アジア地域は、日本企業の海外ビジネスの重要地域と言っても過言ではないだろう。プラン
ト・インフラビジネスも活況で、石油・ガスや石油化学、電力、輸送、廃棄物、水、都市開発など
の多分野で多数のプロジェクトが遂行中あるいは計画・検討中だ。ＥＰＣ(設計・調達・建設)、機
器供給、事業投資などで、日本企業にとっても商機が見込まれる。ただ、中国や韓国、台湾、欧米
の企業などとの受注競争も厳しい。現地制度の整備やファイナンスなどの課題も散見される。日本
は官民連携や技術などの“総力戦”で挑みたい。
■ベトナム～プロジェクト多数／進捗遅延・停滞がネック
近年急速に経済成長が続くベトナム。製油所や石油化学プラント、製鉄所・製鋼所の新増設、社
会インフラの整備が多く、商機もあるが、遅延しているプロジェクトも多い。

316

第３ 章

地域 別・ 国別海 外プ ロジ ェク トの 現況

がついている。この関連で、銅精錬(スメルター)プラントの建設なども必要になる。フリーポート
・インドネシアが計画する銅精錬プラントの建設では、千代田がＥＰ(設計・調達)を受注しており、
早期に残りのＣ(建設)の受注も狙う。また、アンマン・ミネラル・ヌサトゥンガラ(ＡＭＮＴ)が計
画する銅精錬プラントの建設では、千代田や日揮、加ＳＮＣラバリンがＦＥＥＤ入札に応札し、そ
の後のＥＰＣの受注も狙っている。
■ミャンマー～鉄道案件で日本企業が応札
ミャンマーは経済成長に伴い電力需要が伸びる一方、供給能力と電化率が十分ではない。外国の
技術・資金などの助力を得ながら電力インフラを整える。ＴＴＣＬが主導する超々臨界圧石炭火力
発電所の建設・運営事業(ＩＰＰ)などのプロジェクトが計画されている。
輸送分野では、日本の支援による大型プロジェクトがある。ヤンゴン・マンダレー幹線鉄道の近
代化・フェーズ１(総事業費：643億円弱)、では、丸紅～新潟トランシスが車両を受注したほか、
鉄建建設、東急建設、フジタが土木工事にそれぞれ応札中だ。ヤンゴン環状線の近代化(同：363億
円弱)も2018年１月に入札が締め切られ、丸紅～新潟トランシスが車両で、住友商事～日本信号、
三菱商事～日立製作所がそれぞれ信号システムで参加している。
■東南アジアの注目プロジェクト
【ベトナム】
プロジェクト名
(規模・能力・サイト)
ソンミＬＮＧ輸入基地(ＬＮ
Ｇ受入基地)建設
(能)受入能力360万t/y(当
初)→600万t/y(2025年まで)
→1,000万t/y(最終的)
(所)ビントゥアン省

事 業 主 体
［発注者等］
2017/11米 ペトロベトナムガス(Ｐ
ＡＥＳがＰ ＶＧａｓ:ベトナム国営
ＶＧａｓと 石油会社(ペトロベトナ
開発覚書 ム)子会社)

ロンソン石油化学コンプ
レックスプロジェクト(石油
化学コンプレックス建設)
(能)オレフィン160万t/y(エ
チレン100万～140万t/yを含
む)
(所)バリア･ブン･タウ省

2018/1ポリ
エチレンプ
ラントのみ
再見積りか

ロンソンペトロケミカル 総投資額 2018/1ポリエチレンプラント(ＬＤＰＥ､Ｈ
ズ(ＬＳＰ:サイアムセメ 54億ドル ＤＰＥ)のみ再見積りの動き｡2017/11韓サ
ントグループ(ＳＣＧ)､ (約1,880億 ム ス ン エ ン ジ ニ ア リ ン グ が 撤 退 を 決 定 ｡
ベトナム国営石油会社
バーツ) 2017/9ペトロベトナム元会長への死刑判決
(ペトロベトナム)が出
→計画進捗に懸念｡2017/9事業主体とコン
資)
トラクターが協議中｡見積もり有効期間を
2017/9までから２～３カ月間の再延長へ｡
2017/7各 パッ ケー ジの ＥＰ Ｃコ ント ラク
ターが内定､エチレンプラントは韓ＳＫ建
設(Shawグループ法)､ＨＤＰＥとＰＰの両
プラントはサムスンエンジ､ＬＤＰＥプラ
ントはタイのＴＴＣＬ～三井造船｡生産開
始予定は2022/前

ズンクワット製油所拡張
(能)原油処理能力14.8万b/d
→19.2万b/d､ガソリン生産
能力258.8万t/y→297.8万
t/y､ＰＰ生産能力15万t/y→
16.8万t/y他
(所)クアンガイ省ズンク
ワット

2017/12ベ
トナム政府
がＢＳＲの
ＩＰＯを承
認

ビンソン･リファイニン
投資額 2017/12ベトナム政府がＢＳＲのＩＰＯ(新
グ･アンド･ペトロケミカ 18億～20億 規株式公開)を承認､2018/1にＩＰＯ実施で
ル(ＢＳＲ:ベトナム国営 ドル規模 最大49％を外資企業に開放｡ＩＰＯ完了後
石油会社(ペトロベトナ
の 2018/4 頃 に Ｅ Ｐ Ｃ 発 注 か ｡ 2015/8 エ ー
ム)傘下企業)
メック･フォスターウィーラー(ＡＭＦＷ)
がＦＥＥＤを受注｡2015/1クアンガイ省人
民政府から土地拡張の承認段階､ベトナム
政府からも承認｡2021年の完工予定

進捗状況

321

総投資額
備
考
(建設費)
投資額 ３ 段 階 に 分 け て Ｌ Ｎ Ｇ 輸 入 基 地 を 建 設 ｡
(第１
2017/11米ＡＥＳがＰＶＧａｓと開発覚書
フェーズ) 締結｡参画に向けて検討｡フェーズ１で2020
約13.5億ド 年頃までにＬＮＧ輸入基地を建設｡2025年
ル
までに600万t/y規模､最終的に1,000万t/y
規模まで受け入れ能力を拡張｡ペトロベト
ナムパワー(ＰＶＰ)が計画中のソンミⅡ火
力発電所の建設計画と連動
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海外プラント・建設成約実績

１．2016年度の海外プラント・エンジニアリング成約実績～日機輸
2016年度の日本企業は海外成約がやや回復～41％増の170億ドル
－日機輸が海外プラント・エンジニアリング成約実績を調査－
日本機械輸出組合(日機輸)は､日本企業による2016年度の「海外プラント･エンジニアリング成約
実績調査」を取りまとめた。成約総額は前年度(2015年度)に比べ約41％増の170億3,000万ドルだっ
た。前年度は大幅に減少し、2000年度以降で最低額だったが、今回は増加に転じ、持ち直した形だ。
しかし過去10年間で２番目に低い水準にとどまる。成約件数は３年連続で減少して443件となり、
2002年度以降で最少。
地域別では、最大のシェアを占めるアジアがほ １．調査対象企業・回答企業
調査対象企業

回答企業

回答率

2016年度

140社

113社

80.7%

2015年度

148社

113社

76.4%

2014年度

151社

110社

72.8%

ぼ倍増し、全体の増加に貢献している。分野(機種)
別では、発電プラントが約３倍に増加して１位に
なった｡海外調達率は66.2％となり､前々年度(2014
年度)の69.4％に次ぐ高い比率となった。

２．この調査における用語の定義

この調査はプラント・エンジニアリングの

超大型案件

輸出に関わる日本の主要企業を対象として、

成約額が10億ドル以上の案件

大型案件

成約額が１億ドル以上の案件

毎年度の上期と下期に各１回実施されている｡

海外調達額

第三国調達額＋現地調達額

「日本に居住する者」(企業など)が､「日本に

海外調達比率

海外調達額÷成約額

居住しない者」を相手方として成約(契約発効)

ロシア・ＣＩＳ・ ロシアと、ＣＩＳ(独立国家共同体)の加盟
その他地域
国を中心とする、旧ソ連の12カ国など

したプラント輸出契約またはエ
ンジニアリング契約のうち、日

３．成約実績(全体)の推移

本からの機器輸出または役務

件数

成約額

(件)

(億ドル)

(サービス)提供を伴うものを扱
う。今回は2016年度の実績とし
て、2016年４月１日から2017年
３月31日までに契約発効した案
件のうち、１件当たり100万ド
ル以上の案件を対象とする。対
象は140社、回答は113社で、回
答率は80.7％。

2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

707
555
724
628
638
639
512
483
443

157.9
167.2
233.0
274.9
250.3
222.3
287.2
120.5
170.3

対前年比 本邦輸出額 海外調達額
(％)
(億ドル)
(億ドル)
▲33.1
5.9
39.4
18.0
▲8.9
▲11.2
29.2
▲58.0
41.3

108.9
99.5
129.5
144.7
129.3
93.7
87.9
61.4
57.6

海外調達
比率(％)

49.0
67.7
103.5
130.2
121.1
128.6
199.3
59.1
112.7

(注１)成約額、本邦輸出額、海外調達額の関係は以下のとおり。
成約額＝本邦輸出額＋海外調達額
海外調達額＝第三国調達額＋現地調達額
海外調達比率＝海外調達額合計÷成約額合計
＝(第三国調達額合計＋現地調達額合計)÷成約額合計
(注２)四捨五入の関係で合計が合わない箇所がある。
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31.0
40.5
44.4
47.4
48.4
57.8
69.4
49.0
66.2

第４ 章

海外プ ラン ト・ 建設 成約 実績

５．2016年度の円借款プロジェクト受注状況～ＪＩＣＡ
国際協力機構(ＪＩＣＡ)は「円借款案件応札結果情報」を毎年公表している。円借款が供与され
る案件の調達契約について、本体工事とコンサルタント業務に大別して取りまとめている。対象と
なる案件は、本体工事が契約額10億円以上、コンサルタント業務が同１億円以上。

(１)本体工事
－成約額が１兆円超～インドの鉄道が相次ぎ成約－
本体工事の成約総額は約１兆709億9,700万円で、初めて１兆円を超えた。2015年度(前年度)の約
9,144億2,600万円から約17％増加している。逆に案件数は81件で、2014年度の104件から23件(22％)
減少した。１案件の成約額を平均すると、2015年度は87億9,300万円だったが､今回は約1.5倍の132
億2,200万円となり、案件が大型化している。対象国は2015年度比で５カ国減少して18カ国だった。
対象国が20カ国を割るのは４年ぶり。
１．年次推移【本体工事】
成約総額
(億円)

年次推移【本体工事】

(件数)
110

年度

件数

2016

81

10,709.97

90

2015

104

9,144.26

80

2014

78

4,941.18

70

2013

97

8,829.06

60

2012

71

5,463.64

50

2011

80

5,001.50

40

2010

79

5,819.92

30

2009

79

5,556.42

20

2008

52

3,711.20

10

2007

73

5,672.04

2006

52

2,106.55

2005

50

3,077.88

(成約総額)
12,000

100
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(年度)
件数

成約総額
(億円)

■地域別／南アジアが２年連続のトップ
南アジアが成約額・案件数とも、東南アジアを抑えてトップになった。南アジアのトップは２年
連続。成約額の約6,620億円は全体の約62％、件数の39件は約48％になる。案件数は2015年度比で
約９％減少したが、成約額が約35％増加している。今回も2015年度と同様に、インドにおける鉄道
案件の積み重ねが大きい。
東南アジアは成約額・案件数とも2015年度比で減少し、ともに２位だった。南アジアと東南アジ
アを合わせると、成約額・案件数とも全体の約８割を占める。
この両エリアに続いて成約額が３位となったのは「中央アジア・コーカサス｣。成約額が1,299億
円で、2015年度比で５倍を超えた。案件数はわずか２件で、いずれもウズベキスタンにおける火力
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資料

資料

プラント用語集

プラント用語集
◆ ア行

用語/略語
アーリーワーク
アールエフシーシー
(ＲＦＣＣ)

英語表記
early work
residue fluid catalytic
cracking (unit)

アールエフピー(ＲＦＰ)
アールオー(ＲＯ)膜
アールディーエフ(ＲＤＦ)
アイシーティー(ＩＣＴ)

request for proposal
reverse osmosis
refuse derived fuel
information and
communication technology

アイジーシーシー
(ＩＧＣＣ)
相対取引

意味／解説
先行作業
残油流動接触分解(装置)｡石油の二次精製の一種で､減圧
蒸留残渣油を触媒に接触させることで分解し､高オクタン
価ガソリンや分解ガスなどを得る
提案依頼(書)
逆浸透膜｡濾過膜の一種で､海水淡水化や廃水処理に利用
廃棄物固形化燃料
情報通信技術(の総称)

integrated gasification
combined cycle
･negotiated transaction
･cross trade transaction
･over the counter
ア イ ダ ブ リ ュ ー ピ ー ピ ー independent water and
(ＩＷＰＰ)
power producer
アイティービー(ＩＴＢ)
アイピーオー(ＩＰＯ)
アイピーピー(ＩＰＰ)
アグリーメント

invitation to bid
initial public offering
independent power
producer
agreement

アプレイザル

appraisal

亜臨界圧(火力発電)

sub-critical

アンシラリー
アンビリカル

ancillary
umbilical

アンローダー

unloader

イーアイエー(ＥＩＡ)

environmental impact
assessment
exploration and
production
exchange of note
energy from waste

イー･アンド･ピー
(Ｅ＆Ｐ)
イーエヌ(Ｅ/Ｎ)
イーエフダブリュー
(ＥｆＷ)
イーオーアイ(ＥＯＩ)
イーオーアール(ＥＯＲ)

イーシーエー(ＥＣＡ)

イーピーシー(ＥＰＣ)

石炭ガス化複合(発電)
あいたい･とりひき｡市場を介さずに売買当事者間で売買
方法､取引価格､取引量を決定して売買する方法(対義語:
委託取引､取引所取引)
独立系造水･発電事業(者)

入札要請
株式公開
独立発電事業(者)｡発電設備を保有し､電力を卸売りする
事業者｡あるいはその事業
合意｡コントラクト(contract)と同様の意味で使用される
こともある
審査｡国際協力機構(ＪＩＣＡ)などによるＯＤＡ案件にお
いて資金拠出の決定前に､その妥当性などを全体的に査定
すること
主蒸気圧力が臨界圧22MPaより低い蒸気条件で発電する火
力発電技術｡ボイラがドラム式で､超臨界圧の前世代技術
(関連語:超臨界圧､超々臨界圧)
電力需給調整
制御用複合ケーブル｡複数の電線や細いパイプを内包し､
複数の設備間をつなぐパイプライン｡原義は「ヘソの緒」
荷揚装置｡船から港へ荷揚げするクレーンの一種(対義語:
ローダー＝荷積み機)
環境影響評価または環境アセスメント
石油･天然ガスの探鉱･開発･生産

書簡交換､交換公文｡国家間の約束を文書により行うもの
廃棄物から電気をつくること｡廃棄物利用エネルギー､ご
み焼却発電(関連語:ＷＴＥ)
expression of interest
関心表明
enhanced oil recovery
自噴能力が低下した油層からの原油回収増進法｡火力発電
所などから回収した二酸化炭素(ＣＯ2)を利用する方法も
その１つ
export credit agency
輸出信用機関｡各国政府が自国の輸出や対外投資促進のた
めに貿易保険､保証､貿易金融などを行うことを目的に設
立した公的機関｡日本では国際協力銀行(ＪＢＩＣ)､日本
貿易保険(ＮＥＸＩ)が該当する
engineering, procurement 設計･調達･建設｡プラント工事を受注した企業などが求め
and construction
られる契約範囲の１つ｡これに試運転(commissioning) が
加わると､ＥＰＣＣとなるほか､建設管理(construction
management)が入るＥＰＣＭなどもある
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