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第 110 回技術部会 講演会 開催 

 

令和４年７月６日（水）第 110回技術部会が、大阪産業技術研究所 森之宮センター（大阪

市中央区）大講堂において５７名が参加して開催されました。 

 

≪西本武司技術部会長(㈱東邦)の開会挨拶≫ 

 当技術部会は、石鹸洗剤に関する技術的な知識を得る場としてだけでなく、業界に関わ

ることや人材形成であったり、組合員、賛助会員における情報や人的交流の場として幅

広く活用していただけたらと思っている。新型コロナウイルスや原材料価格の高騰など、

早急に企業として対応しなければならないことも生じているが、本日は少し先のことに

も目を向けて、企業として対応していかなければならない SDGｓや原料について、２人の

講師の方に講演していただく。 

国内ではまだまだこれからといったところだが、欧米ではすでに SDGｓに対応していると

ころでなければ、その企業の商品を買わない、といった消費行動も起きているという。

また、原料についても機能性だけでなく、環境と人にやさしい原料を選ぶ傾向も強くな

ってきている。そういう海外のトレンドを踏まえ、今後どうしていくべきかを考える材

料として、本日の講演を参考にしていただければ幸いである。 

 

講演① テーマ「サスティナブルな社会に貢献する植物由来の洗浄剤原料」 

講 師 クラリアントジャパン株式会社  

機能化学品ビジネスユニットコンシューマーケアグループ 

ホームケアチーム  チームリーダー  堀内 武士 氏 

（講演要旨） 

・クラリアントのサスティナブル目標 

  気候変動への対応 

    温室効果ガス排出の削減目標（2030 年まで） 

     CO2 排出 40％削減  温室効果ガス排出 

     CO2 排出 14％削減  購入原料やサービスからの温室効果ガス排出 



    排出削減の為の計画 

     エネルギーの効率化－低炭素燃料の使用率向上 

               デジタル化による製造工程最適化の実施 

     エネルギー源の移行－石炭→天然ガス クリーンエネルギーへの移行 

     低炭素化原料－再生原料などへ移行 

 ・クラリアントのサスティナブル製品 

   １．100％植物由来のノニオン及び PEG（VITA製品） 

     クラリアントが推進する化石炭素からクリーンな炭素への転換 

      界面活性剤及び PEGの新シリーズ VITAは、100％植物由来のバイオグリーン 

カーボンで化石資源由来の製品と同一の構造、性能であるが、唯一異なるの 

はグリーンカーボンの量のみで、VITA製品はカーボンフットプリントの低減 

を実現した。 

   ２．80％植物由来のソイルリリース剤（TexCare SRN 260 SG terra） 

      TexCare SRN 260 SG terra の３つの効果 ①ソイルリリース効果 ②再汚染

防止効果 ③洗浄力強化（ブースト効果）について各々模式図で詳しく説明 

   ３．米ぬか由来のエステルカチオン（Praepagen TQRV） 

      Praepagen TQRV は、常温で製造可能でシンプルな製造工程でかつエネルギー

と製造時間の削減に寄与している。 

性能評価として、安定性試験・柔軟性試験を行い、革新性、高い環境性能、

柔軟性能、常温製造可能等 高い評価を得ている。 

 

講演② テーマ「防腐剤を取りまくグローバルトレンド 

～代替原料とその他周辺製品のご紹介～」 

    講 師 株式会社ＡＤＥＫＡ 研究開発本部 

        機能化学品開発研究所 界面化学品研究室 

       主任研究員            松倉 範佳 氏 

（講演要旨） 

◎ 防腐剤を取りまくグローバルトレンド…防腐剤代替原料 ADEKA ｸﾞﾘｺｰﾙ製品の紹介 

   ・化粧品業界を巡る動き(1) 

     化粧品用防腐剤・助剤のトレンドは、近年世界的にはパラベンフリー化が顕著に 

見られる。今後の動きとしてﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙﾌﾘｰ 防腐剤フリー化の流れとなっている。 

   ・製品開発の取り組み～ADEKA のｸﾞﾘｺｰﾙ製品～ 

     Step1 防腐剤フリーへの取り組み 

      ｸﾞﾘｺｰﾙ ｱﾃﾞｶﾉｰﾙ OG、ｱﾃﾞｶﾉｰﾙ GE-RF…幅広い抗菌スペクトル、低臭気化 

     Step2 高機能化への取り組み 

      次世代のｸﾞﾘｺｰﾙ ｱﾃﾞｶﾉｰﾙ CHG…低刺激性・高水溶性、乳化安定性、多機能性 

     Step3 自然由来化・環境問題への取り組み 

      ｱﾃﾞｶﾉｰﾙ NHG 、開発品 NHG eco、CGE eco…自然由来指数 100％ 

   ・化粧品業界を巡る動き(2) 

     欧州、米国を中心に天然由来化粧品が増加 

      天然オーガニック化粧品の表示方法が ISO 規格化、社会や環境問題への責任、

欧州大手グローバルメーカーの取り組み等について説明 

 

◎ ゲル化剤 ｱﾃﾞｶﾉｰﾙ GT シリーズの紹介 

GT シリーズの製品組成、ゲル化のメカニズム、耐塩性、スプレー性について、及び



カテゴリー別の採用実績について説明 

 

◎ 衣料洗浄剤のトレンドと ADEKA 原料の紹介 

衣料用洗浄剤の 2021 年成長トレンド、液体濃縮洗剤の課題、衣料用洗浄剤の課題等

について、及びｱﾃﾞｶﾉｰﾙ B・BO シリーズの泡立・泡切れデータについて説明 

 

 

第４２回情報交流会 講演会 開催 

 

令和４年９月１６日（金）第４２回情報交流会が、大阪府教育会館たかつガーデン「オリ

ーブ」（大阪市天王寺区）において３１名が参加して開催されました。 

 

講演① テーマ「準備は出来ていますか？インボイス制度」 

     講 師 東成税務署 法人課税 第１部門    統括官   栢森 真治 氏 

（講演要旨） 

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保

存方式（いわゆるインボイス制度）が施行されることとなっており、制度の周知説明と

いうことで国税庁の適格請求書等保存方式の概要～インボイス制度の理解のために～の

資料に添って説明がありました。 

 ・消費税の基本的な仕組 

   税率は、標準税率 10％ 軽減税率 8％の複数税率 

   消費税額の計算方法について、仕入税額控除の要件……適格請求書の保存 

 

・適格請求書等保存方式（インボイス制度） 

 １．適格請求書等保存方式の概要 

    令和５年１０月１日 開始 

    適格請求書等保存方式とは……及び適格請求書とは……について 

 ２．適格請求書の記載事項・記載の留意点について 

   「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理 

 ３．売手の留意点 

    適格請求書発行事業者の義務等について 

 ４．買手の留意点 

    仕入税額控除の要件及び保存が必要となる請求書等の 

範囲について 

 ５．税額計算の方法等 

    税額計算の方法について 

 ６．適格請求書発行事業者の登録申請手続 

    登録申請手続及び登録申請スケジュールについて 

上記の内容について要点を絞って説明があった。 

 

 

講演② テーマ「トッパンの挑戦」まだ TOPPANを印刷会社だと思っていませんか？ 

    講 師 凸版印刷株式会社 DX デザイン事業部 事業推進センター 

NAVINECT 本部          部長     松本   博  氏 



（講演要旨） 

 我が国の製造業は、「人材不足の深刻化」とデジタル技術の進展等の大きな環境変化に直

面している。人手不足が進む中で、生産性の高い製造現場を構築するには、「デジタルツ

ールの利活用」が鍵を握ると考えられる。製造現場への IoT 導入により、工場業務の作

業効率がアップした導入事例などを紹介し、スモールスタートの IoT 導入の進め方につ

いて説明がありました。 

 ・凸版印刷㈱の会社概要 

  創業は、 明治 33 年（1900 年） 

  事業領域 情報コミュニケーション（ｾｷｭｱ、ｺﾝﾃﾝﾂ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、BPO） 

       生活・産業（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、建装材、高機能･ｴﾈﾙｷﾞｰ関連） 

       エレクトロニクス（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ関連、半導体関連） 

     ３事業のシナジーで顧客の課題解決をトータルに支援 

トッパンのあゆみ 120 年を超えて培われた[技術・ノウハウ]で新たな価値創造に挑戦 

         証券の精密製版→精密電子部品→エレ工場の IoT 化→全工場の

IoT 化・充填包装ラインの提供・BPO とシステム設計 

 

・トッパンの製造デジタル化のあゆみ 

 １．エレクトロニクス系（2000 年以前～） 

    顧客とのデジタル対応 

 ２．生活・産業（2010 年～） 

    ヒトと IT の融合化を重視したデジタル化を充填包装機を含め実施 

 ３．情報・セキュア系（2015 年～） 

    金融情報・個人情報を扱うセキュリティ性が重視される分野でデジタル化を推 

    進 品質の高い日本企業はのブランド力はある、反面 10 年後同じスタイルで生

き残れるのか？……できなければファブレス化で生き残る？変化の追従は DX

が重要である 

 

・トッパンの DX 取り組み 

   従来以上の速さでデジタル技術の導入 DX に取り組まなければ企業の存続にかかわ

ることになるかもしれない。「大手だから、ブランド力があるから」など胡坐を描い

ていられる状況ではない。 

   我が国製造業は、人材不足の深刻化、デジタル技術の進展に伴う第四次産業革命と

２つの大きな環境変化に直面してる。 

 

 ・デジタル化を進める事で生産性向上や品質向上につながった事例紹介 

   製造現場の在庫管理       IoT 導入のながれ クラウドの例 

    〃   ペーパーレス化     〃       NAVINECT クラウドの例 

                    〃       データ活用の例 

 

 ・製造 IoT による本質的な効果を目指す NAVINECT エッジ 

   生産監視……生産情報のジャストインタイム  

   製造管理……設備連動型 MES による自動化 

   作業者管理…ヒトの最適配置・技術伝承 

   品質管理……連携によるデータインテグリティ向上 

   導入効果及び各パッケージの特徴について詳しく説明があって、講演を終えられた。 



日工組 「自社ブランド育成研修会」    

 

日本石鹸洗剤工業組合（日工組）では、自社ブランド育成研修会～新製品の創出と従来品

のリブランド／他社にはない製品を生み出す～を研修テーマとして本年も開催いたしま

す。この研修は、2014 年より継続して企画開催しており、出席方法も新型コロナ感染拡大

防止対策に配慮して、本年度も東京証券会館の会場での直接聴講と、オンライン形式での

聴講とのどちらかを選択していただく方式で開催いたします。開催期日についても２回各

２日間の研修開催として、受講者が選択可能としております。 

今年度の研修内容のポイントは、「いかにして他社にない製品を生み出すのか 従来品、新

製品それぞれに対する取り組み方を身をもって体験できる」を目指しての講義・演習内容

としています。 

 

≪研修内容≫  合計８時間（第１日目：４時間 第２日目：４時間） 

第１日目 従来品のリブランド 

 ・自社の強みと同じビジネスモデルを持つ異業種他社を考える 

 ・リブランドするゴール （売上目標／ブランドイメージ／顧客像を設定する） 

第２日目 新製品の創出 

 ・新規事業／新製品のネタを考える 

 ・新製品を生み出すプロジェクトを遂行するために必要な要件をチェックする 

講師  美崎 栄一郎 氏 

株式会社ａ16 代表取締役社長  商品開発コンサルタント／ビジネス書作家 

≪開催期日≫ 

 第１回 １日目 2022年 10月 6日(木) ２日目 2022年 10 月 20日(木) 

 第２回 １日目 2022年 11月 8日(火) ２日目 2022年 11月 22日(火) 

※ 上記 いずれかの回にご出席いただけます。 

≪研修形式≫ 

 Ａ 会場での直接聴講………東京証券会館 http://www.ts-kaikan.co.jp/ 

 Ｂ オンライン形式での聴講………Zoom 利用 

 

 

大阪府中小企業団体中央会 会長表彰 

 

大阪府中小企業団体中央会では、多年組合の発展に尽力された組合経営功労者に対して、

会長表彰を行っています。 

本年度の中央会長表彰の被表彰候補者として１名 推薦させていただいたところ表彰選考

委員会において表彰の決定をいただき、９月１５日（木）開催の中小企業団体大阪大会に

おいて表彰がおこなわれました。 

 

 中央会長表彰受彰者 

     組合経営功労者      奥 山 吉 昭 様 

                   （理事／株式会社ニイタカ 代表取締役社長） 



組合行事予定 

 

(近畿石鹸洗剤工業協同組合) 

理事会 10月 14日 神戸ポートピアホテル 

理事会 12月 9日 ホテルアウィーナ大阪 

合同年末懇親会  12月 9日   〃 

自社ブランド育成研修会    第 1回 10月 6日 東京証券会館／オンライン受講 

                〃 10月 20日            〃 

               第 2回 11月 4日          〃 

                〃 11月 22日          〃 

日用品化粧品業界年詞交歓会（未定） 2023年 1月 5日 大阪新阪急ホテル 

 

第 73回通常総会 2023年 5月 17日 シェラトン都ホテル大阪 

 

(日本石鹸洗剤工業組合) 

理事会 11月 16日 有馬グランドホテル 

自社ブランド育成研修会    第 1回 10月 6日 東京証券会館／オンライン受講 

                〃 10月 20日            〃 

               第 2回 11月 4日          〃 

                〃 11月 22日          〃 

新春懇親会 2023年 1月 26日 東京証券会館 

 

 

近畿石鹸ゴルフ会 開催   第 147 回ゴルフコンペ 

 

第 147 回近畿石鹸ゴルフ会（会長 小川淳）が、令和４年９月２９日(木)ザ・サイプレスゴ

ルフクラブ（兵庫県丹波市氷上町）に組合員並びに賛助会員１５名が参加して開催されま

した。競技は、ダブルペリア方式で行われ、上位の成績は次の通りです。 

 

   GROSS NET 

優 勝 石原樹夫 氏 ㈱アクト石原 １０８ ７４．４ 

準優勝 川島重範 氏 喜多組商事㈱   ９８ ７７．６ 

３ 位 西本武司 氏 ㈱東邦 １１０ ７７．６ 

４ 位 梅澤 寛  氏 セッツ㈱   １１３ ７８．２ 

５ 位 西川茂樹 氏 ㈱コスモビューティー     ９４ ７８．４ 

 

  


