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はじめに 
 
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災ならびに東京電力福島第一原子力

発電所の事故は、我が国社会に甚大な被害を及ぼしました。今年３月で丸３年を迎え

ましたが、震災復興の課題は依然山積しております。 
さて、現下の我が国経済は着実な回復傾向にありますが、あらゆる国民生活や産業

活動の基盤となる安定したエネルギー需給構造が大変重要となります。一方、現代社

会を支えるエネルギーの需給構造は、複雑かつ緻密で、国際的な拡がりを持っており

ます。 
 
このような状況の下、すべての原子力発電所が運転停止する中、関西電力管内の電

力需給については、供給面での原子力発電の割合が高いこともあり、夏季や冬季の需

要期を中心に電力需給逼迫問題が大きな社会問題となりました。また、コスト面でも

産業用、民生用を問わず、平成２５年度から電力料金も大幅な値上げとなっておりま

す。 
 
このような状況を受け、製造事業者においては、価格競争力維持等の観点から電力

料金等のエネルギーコストを如何に抑制するかが喫緊の課題となっております。 
近畿地域の機械産業を中心とした製造事業者においては、電力需給逼迫対策として、

ピークカット対策や最新設備の導入、運用改善等の省エネ対策、社内推進体制の整備

など、様々な取組が始まっております。今回、このような各製造事業者のハード面、

ソフト面での取組にとどまらず、生産性の向上・競争力強化に資する対策や新たな省

エネ製品・システムの創造の視点で調査・分析し、報告書として取りまとめたもので

す。 
本報告書が製造事業者の今後のエネルギー需要に関する取組の一助となりますと

とともに、行政等の関係機関の施策立案の参考資料となれば幸甚です。 
 
最後に本報告書を取りまとめるに際し、ご指導を賜った「製造事業者の電力需給問

題への取組に関する調査専門部会」主査の小竹暢隆先生、委員各位、アンケート及び

ヒアリング調査にご協力いただいた企業、団体の皆様、更には調査研究委託先である

(株)地域計画建築研究所（アルパック）に厚く御礼申し上げます。 
 
平成２６年３月 
 

一般社団法人 日本機械工業連合会 
会長 岡村 正 

（関西事業活力研究委員会） 
委員長 岡田 博文
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序 章 調査の目的と概要

１．調査の目的

関西電力管内においては、平成 年３月に発生した東京電力福島第１発電所事故に伴う原

子力発電所の再稼働問題と電力需給の逼迫への懸念に加え、昨年５月からの電力料金値上げ実

施によるエネルギーコストの上昇が機械産業をはじめとする立地企業の存続に少なからず影

響を及ぼすことが懸念されている。

こうした中で、近畿地域の機械産業を中心とした製造事業者においては、電力需給逼迫や省

エネ対策として、ピークカット対策、節電対策、自家発電、蓄電池の導入などの設備投資、国

内外の他地域への生産シフトの実施や検討など多様な取組が開始され始めている。

そこで本調査は、近畿地域の製造事業者のハード面、ソフト面での節電・省エネ対策への取

組にとどまらず、生産性の向上・競争力強化に資する対策や新たな省エネ製品・システムの創

造の視点で調査・分析し取りまとめることにより、機械産業を中心とした製造事業者の今後の

節電・省エネ対策への参考に資するよう情報提供を行うとともに、行政機関に政策立案の参考

資料として提供することにより、製造事業者のエネルギー使用の合理化に寄与することを目的

に実施するものである。

調査の概要と目的

２．調査内容

・近畿地域製造業の節電・省エネ対策への取組状況

・中長期的な対応課題

・節電・省エネ対策への先進的な事例

・節電・省エネの推進に向けての課題と対応方向

３．調査方法

・文献調査

・近畿管内製造事業者へのアンケート（ 事業所）

・関係機関、先進事業所へのヒアリング

機械産業を中心とし
た製造事業者への
有益な情報提供

製造事業者のエネルギー使

用合理化への寄与

 

行政への政策要望
資料とすること

近畿地域の製造事業者の
ハード面、ソフト面での取
組を調査・分析

①節電・省エネ対策への取組
状況と効果

②電力需給の逼迫に伴う中
長期的な対応課題

節電・省エネ先進事例

集・調査レポートの作成 

①節電・省エネ対策への先進
的な取組事例の収集・整理

②節電・省エネの推進に向け
ての課題と対応方向
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４．調査の分析視点

電力需給問題に対する近畿地域の製造事業者のハード面、ソフト面での節電・省エネ対策へ

の取組を調査・分析する上では、下図に示す３つの視点を重視した取りまとめを行うこととす

る。

製造業における省エネ・節電対策については、東日本大震災直後の緊急型対応策から、中長

期を見据えた対策にシフトしていると考えられることから、本調査では、特に、「中長期を見

据えた対策としてエネ需給対策を景気とした生産性の向上・競争力強化」につながっている取

組やそれらの取組が「新たな省エネ製品やシステムの創造」につながっている取組に着目し調

査を進める。

製造業における省エネ・節電対策 例 と調査研究の分析視点

東日本大震災
後の電力需給
問題 

緊急型対応策 中長期を見据え

た対策 

エネ需給対策を契機とした生産性の
向上・競争力強化へ 

新たな省エネ製品・システムの創造へ
（思いがけずに商品となる！）

《視点１》 《視点２》 

《視点３》 

緊急対応型 
対策 

(短期的な対応) 

生産設備の省エネ 
化・効率化 

(長期的な対応) 

ソフト対策 

ハード対策 

自家発電
機の導入

空調設定温
度の変更

他工場への
生産移管

夜間操業・
休日シフト

輪番休業制
の導入

太陽光発電
の導入

コージェネシ
ステムの導入

エネルギー回収システム
位置エネルギーの活用）

蓄電池
の導入

エネルギーと
人手の最適化

工程 稼働条
件の改善

照明の
間引き

省エネ推進
体制の整備

デマンドコント
ローラの導入

エネルギー設備の導入 (供給対策) 
 

《視点３》

新たな省エネ製品・シス
テムの創造（思いがけず
に商品となる！）

《視点２》

エネ需給対策を契機とし
た生産性の向上・競争力強
化に資する対策

《視点１》

電力需給問題への緊急型
対応策
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■平成 年度製造事業者の電力需給問題への取組に関する調査専門部会開催概要

※委員名簿は次頁に掲載 
 
 

○第 1 回専門部会 平成 25 年 9 月 18 日 開催  
議事内容  
１．「近畿地域における製造事業者の電力需給問題への取組に関する調査研究」の概要について  
２．調査研究の分析視点について 
３．アンケート調査の概要と設問項目およびヒアリング対象について 
４．その他 
  
○第 2 回専門部会 平成 25 年 12 月 10 日 開催  
議事内容  
１．「節電・省エネ対策に関するアンケート調査結果（速報）」について  
２．関係機関および企業ヒアリング経過報告について  
３．調査結果の取りまとめ方向について  
４. その他  
 
○第 3 回専門部会 平成 26 年 3 月 14 日 開催  
議事内容  
１．ヒアリング調査結果について 
２．調査報告書取りまとめについて 
３．その他 
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製造事業者の電力需給問題への取組に関する調査専門部会 名簿 
 

(敬称略：五十音順) 
 
 
主査 小竹 暢隆 名古屋工業大学大学院工学研究科 教授 
 
 
委員 福 森  充 大阪機工（株）業務管理部 主査 
〃 山本 浩司 オムロン(株) 環境機器販売部 西部販売課長 
〃 越川 高行 川崎重工業(株) 関西支社業務課 課長 
〃 池田 哲哉 (株)栗本鐵工所 鉄管事業部生産本部 生産管理部  

堺管理課 課長 
〃 元 吉  誠 (株)神戸製鋼所 機械事業部門 機械センター長 
〃 野口 尚弘 (株)椿本チエイン ＣＳＲ推進センターグループ 

環境推進担当 参事 
〃 黒川 正博 三井造船(株) 関西支社 事業開発本部 営業推進部 

西日本統括 部長 
〃 服 部  尚 三菱重工業(株) 神戸造船所 近畿総務統括部 

安全環境課 主席チーム統括 
〃 向垣内敦夫   ヤンマー（株）生産本部ものづくり改革部 副部長 
〃 小林 義紀  （一財）省エネルギーセンター 近畿支部 事務局次長 
〃 森畑 通夫  （一社）日本産業機械工業会 関西支部 事務局長 

 
 
事務局 

井岡 秀自 (一社)日本機械工業連合会 常務理事 大阪事務所長 
中村 恭一 (一社)日本機械工業連合会 大阪事務所 課長 

 
調査委託先 

畑中 直樹 (株)地域計画建築研究所（アルパック）大阪事務所  
取締役 大阪事務所副所長 計画部長 

中川貴美子   (株)地域計画建築研究所（アルパック）大阪事務所 主査 
長澤 弘樹 (株)地域計画建築研究所（アルパック）大阪事務所 主任 
釜 下  仁 (株)地域計画建築研究所（アルパック）大阪事務所  技術参与 
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第 章 アンケート調査にみる節電・省エネ対策への取組実態 

 
関西電力管内２府５県に立地する製造業 事業所を対象に、節電・省エネ対策への取組実

態に関する郵送アンケート調査を実施した。

アンケート調査の概要

 
 
 
 
 
 

アンケート調査結果の要約

実施した節電・省エネ対策

〇「照明・空調の運用改善」「省エネ機器等の導入」「使用電力量のモニタリンング」が上位 項目で

効果もあり

・ 割近くの事業所が節電・省エネ対策に取り組んでおり、うち「照明・空調の運用改善（間

引き、消灯・停止等）」は 割以上の事業所が実施し、次いで 割が「照明・空調に係る省

エネ機器等の導入」および「使用電力量のモニタリンング」に取り組んでいる。

・また、「社内での節電・省エネ推進体制の整備」を ％の事業所で行っている。

・多くの取組は、従業員規模の多い企業ほど実施割合が高くなっているが、「年間を通じた勤

務時間、勤務スタイルの改善」は小規模な事業所の方が実施割合が高い。

・効果の高かった取組は、「照明・空調に係る省エネ機器等の導入」（ ）、「使用電力量の

モニタリンング」 ％ 、「照明・空調の運用改善（間引き、消灯・停止等）」 。

取組の時期

〇 年代からの取組が多く、時間シフトによるピークカット対策は東日本大震災後

・「夜間・早朝操業等の勤務時間シフトによる昼の電力消費量のピーク対策」「休日・休暇の

活用」などの実施に加えて、「照明・空調の運用改善」、「照明・空調に係る省エネ機器等の

導入」、「使用電力量のモニタリンング」など、東日本大震災後から実施した事業所がみら

れるものの、節電・省エネ対策への取組の多くは、 年代から取り組んでいる。

・ピークカット対策としては、時間シフトに関わる対応策が講じられており、加えて「使用

電力量のモニタリンング」や「自家発電機の導入・活用」が挙げられている。

・一方、総量削減とともに生産性向上に資する省エネ対策としては、「照明・空調に係る省エ

ネ機器等の導入」（ ％）に加え「省電力型生産設備への切り替え」（ ％）や「太陽

光発電などの再生エネルギーの導入」（ ％）が挙げられている。

・「照明・空調に係る省エネ機器等の導入」は、 年代から取組が進んでいるが、東日本

大震災以降も導入が伸びている。

１．送付総数 ：3,000 事業所 
２．有効回答数：436 事業所 
３．調査対象 ：近畿地域各府県の工業団体等に所属する製造事業所 
４．回収率 ： 14.6％ 
５．調査期間 ：2013 年 11 月５日～11 月 18 日 

１． 節電・省エネ対策への取組状況
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設備投資額

〇事業所によって発生した費用には大きな開き

・設備投資額は、 万円から２億以上まで、事業所によって発生した費用に大きな開きがあ

る。

・投資を伴ったものは、「照明・空調に係る省エネ機器等の導入」（ ）、「使用電力量のモ

ニタリンング」（ ））、「太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入」（ ％）など。

・また、設備投資に当たり、 ％の事業所が補助金や減税制度を活用している。

推進組織の設置

〇 割が推進組織を設置

・節電・省エネの推進に当たっては、 割の事業所で推進組織を設置。その多くは、以前から

あった組織を活用している。

節電要請による経営への影響

〇負の影響よりも、節電・省エネ対策への意欲的な意向が高い

・節電要請による経営への影響については、約 割の事業所で「生産、営業活動への影響」

や「余計な人件費や燃料費によるコストアップ」を挙げているものの、 割以上の事業所が

「社員の省エネ意識が向上した」ことや「今後の節電や省エネ推進への基盤ができた」

（ ％）と節電・省エネ対策への意欲的な意向が見られる。

〇今後取り組みたい節電・省エネ対策は、「省エネ機器」「省エネ型生産設備」「再生可能エネルギ

ー」

・今後取り組みたい節電・省エネ対策は、「照明・空調に係る省エネ機器等の導入」（ ）、

「省エネ型生産設備への切り替え」（ ））、「太陽光発電などの再生可能エネルギーの導

入」（ ％）が上位 項目。

〇今後の導入設備の高性能化が設備投資を促進する

・中長期的な省エネ対策に資する設備投資を行うための条件としては、「設置費用負担の軽減」

（ ）に加え「正確な導入効果」 をあげる事業所が多く、今後の導入設備の高

性能化が設備投資を促進するものと思われる。

〇大手企業では、「エネルギーの見える化」を中小企業では「ソフト対策（社員の知恵）」を重視

・エネルギーの削減や生産性の向上に資する取組意向としては、「社員の知恵と工夫をベース

とした活動」と「空調システム、換気システムの改善による固定エネルギーの徹底削減」

をともに ％の事業所が支持。

・なお、「社員の知恵と工夫をベースとした活動」は中小企業での意向が高く、「エネルギー

の見える化」を大手企業の支持が高い。

２．中長期を見据えた今後の節電・省エネへの取組状況
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〇大手企業が取り組んでいるが、今後の取組意向では中小企業

・省エネ活動を通じた新たな製品・システム開発に 11.2％の事業所が取り組んでおり、既に、

省エネ製品やシステムを開発している事業所を含めると約２割の事業所で節電・省エネビ

ジネスに取り組んでいる。また、今後取り組みたいとする事業所は 8.7％である。

・現在は大手企業で取り組んでいるが、今後の取組意向は中小企業が多い。

アンケート調査にみる節電・省エネ対策への取組（詳細結果）

（１）節電・省エネ対策への取組と達成状況

9 割近くの事業所が節電・省エネ対策に取り組んでいる（図 2-1）。 
 

 
その達成状況を東日本大震災前後の 2010 年度と 2012 年度を比較した割合で示したものが

図 2-2 である。 
買電総量の削減割合については、「0%~5%以下」が 26.4％と最も多く、次いで「5%~10%

以下」の 15.7%、「10%~15%以下」の 11.7％となっている。 
電気消費量のピークカット量では、「0%~5%以下」が 21.6%と最も多く、次いで「5%~10%

以下」の 19.2%、「10%~15%以下」の 12.5％となっている。 
また、エネルギー消費量では、「0%~5%以下」が 25.3%と最も多く、次いで「5%~10%以下」

が 13.6%、「10%~15%以下」が 11％となっている。 

取り組まなかった 
（14.2%） 

取り組んだ 
（85.8%） 

図 節電・省エネ対策への取組状況

３．節電・省エネビジネスへの取組状況
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図 節電・省エネの達成状況

東日本大震災前後の 年度と 年度を比較した割合

ア．買電総量

 
イ．電気消費量のピークカット量 

 
ウ．エネルギー消費量
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なお、1990 年度と 2012 年度を比較したエネルギー消費量の削減割合を把握している事業

所は限られているが、「0%~5%以下」が 12.0%と最も多く、次いで「10%~15%以下」の 5.3％
となっている。 

 
図 節電・省エネの達成状況 つづき  

エ．エネルギー消費量 （ 年度と 年度を比較した割合）

 
 

（２）節電・省エネの推進組織の設置と活動内容

節電・省エネの推進にあたり、活動の中核となる組織については、「以前からある組織を活

用」している事業所が 57.9％となっている。一方、「組織は設置していない」とする事業所も

38.1％となっている。 

図 推進組織の設置状況  
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節電・省エネの推進のための活動としては「用途や設備ごとに電力使用時間や待機時間、電

力使用量を確認した活動」（47.7%）や「節電・省エネ対策を検討するための定期的な会合を

開催」（45.1%）を実施している事業所が多く、次いで「節電行動計画の策定」（36.8%）など

となっている（図 2-4）。 
 

図 節電・省エネの推進のための活動内容 （ ）
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＜本社と各事業所の役割について＞

・本社が計画、事業所が指示を受けて行う事業所と事業所で立案、実施、進捗管理を行い本社は全体

計画のチェックというタイプに分かれる。 
 

本社 事業所

中枢的な役割 本社の指示を受けて実施する

特に役割を付けていない 特に役割を付けていない

管理 実践

特定事業者として、全事業所の取りまとめ、計

画の作成、定期報告の実施

各事業所における節電、省エネ活動の実施と本社へ

の活動報告

環境推進委員会による方針にのっとった活動 環境推進委員会による方針にのっとった活動

各事業所のデータの整理、情報発信、フォロー 省エネ案件の実施提案。認下されたら実施

会社推進教育、設備投資 具体的実施の管理

本社、各事業所のデータとりまとめ 各々に省エネ方針を立案し実施する

目標値の設定、全体計画の進捗管理 活動計画の立案、実施、進捗管理、本社への報告

特になし。それぞれの事業所で対応している 特になし。それぞれの事業所で対応している

全社的に取組を通達する 各事業所の取組を発信する

決裁 計画立案

本社のみ

節電、省エネには無関係 独自に計画し実施している

本社工場、北陸工場共に節電と省エネに取り組む

社長以下、全社員一丸での節電への取組 社長以下、全社員一丸での節電への取組

本社内各部署に節電、省エネを推進（総務部）、

各部署は具体的節電を各々で実施
本社以外の事業部では具体的取組ができていない

本社、事業所（工場）は一体なので役割の区分なし

各事業の省エネ活動の取りまとめと、効果のあ

った対策の推進展開

高効率対策の試算と効果（費用）を検討し、設備な

どの計画立案～実施～結果報告まで

届出、データーまとめ、管理指定工場以外への

教育

実動（総エネルギーの９割を２つの管理指定工場で

使用）

本社を含む各拠点から選任された者で組織され

た省エネに取組むチームで、全社の省エネ活動

に取り組む

本社を含む各拠点から選任された者で組織された省

エネに取組むチームで、全社の省エネ活動に取り組

む

情報、データの提供。省エネ、施策の提案、実

施。意識の啓発
設備、施設の運用改善による省エネ
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３ 実施した節電・省エネ対策

①取組内容

図 2-5 は、実施した節電・省エネ対策を示している。 
最も多い取組内容としては、「照明・空調の運用改善（間引き、消灯・停止等）」の 83.5％

であり、次いで「照明・空調に係る省エネ機器等の導入」（59.2％）、「使用電力量のモニタリ

ンング」（56.5％）に取り組んでいる。 

図 実施した節電・省エネ対策 （ ）
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②取組の時期

「夜間・早朝操業等の勤務時間シフトによる昼の電力消費量のピーク対策」「休日・休暇の

活用」などの実施に加えて、「照明・空調の運用改善」、「照明・空調に係る省エネ機器等の導

入」、「使用電力量のモニタリンング」など、東日本大震災後から実施した事業所がみられるも

のの、節電・省エネ対策への取組の多くは、2000 年代から取り組んでいる。 
 

図 開始時期別実施した節電・省エネ対策 （ ） 
～ 年代からの取組が多く、時間シフトによるピークカット対策は東日本大震災後～
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③実施時期

「夜間・早朝操業等の勤務時間シフトによる昼の電力消費量のピーク対策」「休日・休暇の

活用」は、一時的な実施であったが、それ以外の取組については継続的に取り組まれている。 

図 継続の有無別節電・省エネ対策の実施時期 （ ） 
～時間シフトによるピークカット対策は一時的な実施であり、それ以外は継続的に実施～
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④目 的

ピークカット対策を目的とするものとしては、「使用電力量のモニタリンング」「夜間・早朝

操業等の勤務時間シフトによる昼の電力消費量のピーク対策」「休日・休暇の活用」「自家発電

機の導入・活用」があげられ、それ以外の取組については、総量削減を目的とするものが多く

なっている。 
なお、労働環境の改善や生産性の改善を目的にするものとしては「照明・空調の運用改善」

「照明・空調の運用改善」「工程・稼働条件の改善」に多くみられている。 

図 実施した省エネ対策別の節電・省エネ対策の目的 （ ） 
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⑤効 果

実施した節電・省エネ対策の効果が高かった取組としては、「照明・空調に係る省エネ機器

等の導入」「照明・空調の運用改善」「使用電力量のモニタリング」などが挙げられている。 

図 実施した省エネ対策別の効果の度合 （ ） 
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なお、効果の高かった節電・省エネ対策の取組内容は、下表のとおりである。 
 

表 効果の高かった節電・省エネ対策（その１）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

１．自家発電機の導入・活用

・軽油を使った自家発電機で昼間電力のピークカットをした。 
・自家発電機の導入及び活用。ピークカット及びブラックアウト対

策。 
・ピークカット自家用発電機の墳務動力設備とのリング、連動制御。 
・夏期空調によるピークをカットするために発電機を運転。 
・発電機２台を使用し、夏、冬時期の空調設備の電力を補う。 
・自家発レンタルにより、夏期の最大電力を低減（ピークカット）。 
・自家発電導入による買電総量の削減 
・発電機活用によるピークカット。 
・発電所の効率アップのためＧＴＣＣ導入。 
・ガスエンジンと貫流ボイラー６台による台数制御を導入、給水予

熱、廃熱ボイラー設置によりエネルギー効率 75.1％のコージェネ
システムを運用。 

・エンジンコンプレッサーをレンタルし、電気の代わりに軽油で生
産を行った。 

・ピーク時自家発電機５台を稼動させ 1,000ｋWｈを発電した。 
・ガスエンジンコンプレッサーの活用は、電力削減につながるが、

コストアップとなってしまった。 
・3,600ｋW の自家発電設備を有しており、夏場及び大物設備稼動

に応じ運転。 
２．蓄電池の導入・活用 － 

３．キャパシタの導入・活用 ・各サブ変電設備（建屋）へ自動力率調整コンデンサ導入。 

４．コジェネレーションの導入

・ガスコージェネレーション（30,000ｋＷ×２台）を設置した。ガ
スコージェネレーションで発生する蒸気で、事業所に必要な蒸気
が全て得られるので、それまでのボイラーを廃棄できた。 

・コジェネレーション導入によるデマンド低減と排熱利用の効
果。 

・エネルギーの効率運用で削減できた。 
・電力使用量削減を目的として 815ｋW、ＣＧＳを導入した。 
・コジェネレーションによる発電。ピークカットには効果があった

がエネルギー効率はマイナス。 
・電力削減にはなったが、設備（ガスエンジン）のメンテコストが

高く、トータルにして金額削減は大きな効果にはならなかった。 
・事業所内の電力の２／３を発電。発電により発生した廃熱を回収

して空調用として利用。 

５．使用電力量のモニタリング

・使用電力量をモニタリングし、その値を参考にしてデマンドコン
トローラの上限を設定した。 

・デマンド監視を行い、ピークを抑制に効果があった。 
・デマンド監視により目標を超えそうな時は、冷蔵庫停止。 
・デマンド装置を導入して、かなりのピークカットにつながった。 
・意識したことで、デマンド値を下げることができた。 
・デマンド管理によるピークカット。基本料金に効果があった。 
・可視化による削減効果大。 
・モニタリングより５％ダウン。 
・デマンド規制、アラーム発信。 
・ピーク監視におけるデマンド制御で、空調電力削減。 
・夏季のピーク時の電力使用量を下げることによって、年間の基本

料金を下げる。 
・デマンド監視、モニタリング結果のフィールドバック。 
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表 効果の高かった節電・省エネ対策（その２）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

５．使用電力量のモニタリング

・ピークの設定とピーク時のエアコン停止。 
・年間の電力使用量など、また１日の使用量を把握することで無駄

なエネルギーを削減できた。 
・デマンド監視装置の導入と運用、エアコンを一定時間停止。 
・デマンド管視システムによる電力使用量の見える化。 
・デマンド監視装置を導入し、目標値を超えそうになるとエアコン

などを停止させた。 
・電気消費量のピークカットが可能となった。 
・消費電力の大きな設備のスケジュール管理徹底によるピーク調整 
・設定したデマンドに対し、ピーク時のアクションプランを作成し

たことで効果が出た。 
・デマンドコントローラーを導入し、エアコン制御をしてピークカ

ットに努めた。 
・ピークカットの 20％削減。 
・エネルギーモニターを設置し、電力使用量の推移を確認すること

で故障の発見、改善項目の選定と前後の比較による効果の確認が
図れた。 

・ＤＭ警報装置を付け使用電力量が監視でき、ＤＭ制御もできるよ
うになった。 

・改善するためには、まず現状を知ることから。リアルタイムで見
える化することは大きなことと思う。 

・職場単位で電力量がモニタリングできるように活動ツールとして
活用。 

・生産設備、空調、照明、エアー圧等、全社で約 650 台の簡易モニ
ターを設置し、設備ごとに細かな管理を実施した。 

６．断熱性の向上（屋根遮熱塗装、
グリーンカーテン等）

・ビル全体を遮熱塗装をして遮熱したら冷房代が大幅に低下した。 
・屋根上に遮光シートを貼る。５％程度の効果があり、省エネにつ

ながった。 
・加熱炉、もどし炉、炉壁断熱対策。 
・屋根の白色塗装。 
・工場屋根への遮熱塗料塗布。 
・屋根裏の温度が２０℃低くなり、労働環境が良くなった。 
・機械の断熱化により、消費電力が２５％以上削減。 
・断熱材使用の室温管理。 
・窓への遮熱フィルムの敷工。 
・加熱設備のロスを小さくすることで、使用する電力を削減。 

７．夜間・早朝操業等の勤務時間
シフトによる昼の電力消費
量のピーク対策

・設備の稼働、ピークをずらした。 
・ピークシフト①金属製造を午前中に限定。②レジン製造は①との

重復をさける。 
・大型設備使用部署の夜勤へのシフト。 
・一部の生産を夜間へシフトした。 
・消費電力の大きい設備の稼動を夜間へシフト。 
・夏冬季に一部設備を夜間運転することにより、最大電力を 3,400
ｋW から 2,600ｋW にすることができました。 

・カーペット、ＦＰＴ部品工程を昼勤から夜勤稼動へシフト化。 
・生産工程の一部を６～10 時を 16～に変更。 
・２交替勤務シフトを、昼ピーク過ぎから夜間の生産へシフト（ピ

ークカットの抑制）。 
・大型設備の夜間稼動 
・部品製造部の半分づつ、昼間勤務と夜間勤務に分け、昼間電力を

ピークカットした。 
・夏季のピーク電力（空調関係）と重ならないよう 470ｋW の設備

を夜間稼動に移行した。 
・開始後 30 分～１時間のみ電力量が高い設備について、互いの開
始時間の輻輳を避けた調整を実施。 

・電気炉を夜間に動かすことで、ピークカットを行なった。 
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表 効果の高かった節電・省エネ対策（その３）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

８．休日・休暇の活用、土日の活
用、夏季休暇の大型化・分散
化

・電力消費の多い熱処理を土曜日に実施（夏場）。 
・早期出勤による作業時間の変更取組（主として夏期）。 
・休日を土曜日から月曜日にシフト。 
・夏期の休日振り替え、電力会社ピークカットに貢献。 
・７月～８月の間、休日を変更（土、日操業）し、平日の電力を低

減した。 
・出勤日の分散により、ピーク電力の減少に成功した。 
・夏季の操業日を土日にシフトして平日のピーク対策を実施。 
・お盆一斉休業日の新設。 
・一定期間、土曜日を出勤日として、月曜日を休日に振りかえた。 

９．事業活動の近畿圏内への集中
化

－ 
．事業活動の近畿圏外シフト

（国内、国外）
－ 

．生産時期のシフト、設備の定
期検査・修理時期のシフト

・生産工程の見直し、生産時間のシフトなどによりピーク電力量を

削減。 
・夏期の節電対策として、特定エリアの空調停止や設備停止を実施

した。 

．照明・空調の運用改善
（間引き、消灯・停止等）

・空調の温度設定、昼間の点灯削減。 
・デマンド管理により、空調などの一次停止。 
・蛍光灯の間引き、冷房温度の設定。 
・水銀灯は電力消費が大きいので、不必要な時は徹底して消灯した。 
・照明間引 
・蛍光灯の取りはずし。 
・空調の停止。 
・照明器具の間引。昼間消灯。 
・デマンド管理、照明をＬＥＤに交換。 
・事務所内、通路などの照明間引き、空調機器の温度設定及び使用

期間の取決め。 
・タスクアンビエント方式の導入。 
・冬季のエアコン使用をやめて、石油ストーブの使用を実施。 
・エアコン温度、夏 26℃冬 20℃、照明エアコン共に昼休み消灯。 
・事務所レイアウト変更（縮小）により空調削減。 
・室内の螢光灯をＬＥＤに変更。また間引きを行い空調機器を昼休

み、勤務時間帯の８時間 28℃に設定変更。 
・蛍光灯、水銀灯の間引き、照明灯の停止、自動販売機の台数削減 
・昨年よりもエアコンの使用条件を 30℃から 32℃に変更。室外機

にカバーをかぶせた。外灯をセンサー式にかえた。 
・昼休み時間の消灯は、１か月分の電力代金を節約することになっ

た。 
・実稼動設備の 37％を占める空調設備（200ｋW）をデマンド制御

で抑制。 
・間引き、消灯、電気スタンドの採用、特殊照明装置の開発採用。 
・従業員一人一人が意識を持つ「もったいない」「無駄」強制をさせ

ず、自然体で実行、継続につながっている。 
・室温管理を徹底し、機器稼動のルールを守らせた。 
・エアコンは年間通じて 50％以下に減少した。 
・環境パトロールでチェック。 
・重油焚き暖房機の運転管理強化。 
・昼休みの１時間、事務所照明消灯ルール化。 
・共用エリア（通路、トイレなど）の照明を 50％以上、事務所は照

明を 10％以上間引いた。 
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表 効果の高かった節電・省エネ対策（その４）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

．照明・空調以外の機器（エレ
ベーター、 機器等）の運
用改善

・コンプレッサーの間引き。 
・ビル管理会社に空調などモニタリングを行ってもらい、適時温度

調節を行ってもらうよう依頼し実行中。 
・パソコンモニターの不使用時の電源オフ。電熱給湯器使用時期の

短縮など。 

．照明・空調に係る省エネ機器
等の導入（ 、高効率空調
等）

・ＬＥＤ導入（約 80％の照明を交換）。 
・工場内照明を高効率タイプの水銀灯に更新し、電気料金を下げた。

使用電力量が下がったため、契約電力を下げることができた。 
・照明設備をＬＥＤに変更した。 
・水銀灯→ＬＥＤ化、エアコン更新。 
・水銀灯から高効率照明の導入。 
・ガス吸収式を電気チラーに変更、照明ＬＥＤ化により約半減。 
・高効率空調（ＧＨＰ）への更新。 
・水銀灯→ＬＥＤ照明へ更新。 
・ＬＥＤ導入により省エネが実現した。 
・工場照明をＬＥＤまたは、ＬＥＣに転換し、１００ｋW のカット

となった。 
・省エネ照明の切替 
・照明設備のＬＥＤ化、蛍光灯の間引き、高効率空調器などへの更

新。 
・照明…水銀灯、ＬＥＤに変更。空調…高効率空調へ変更。 
・省エネタイプの蛍光灯、老朽化空調機を順次更新、継続中。 
・事務所の空調を高効率の空冷ヒートポンプエアコンに更新。工場

の天井照明の一部（82 灯）を水銀灯 400ｗからＬＥＤ90ｗに更新。 
・業務用エコキュートの導入。 
・高天井照明を一般形ＨＩＤ灯からメタハラ灯に交換した。 
・空調、コンプレッサーの最新省エネタイプへの更新。 
・空調設備のインバータ化、コンプレッサーのインバータ化及び台

数制御 
・トリプルスキン、空調排気からの全熱回収、外光利用他 
・エアコン（17 年前のもの）を最新機に更新、電力量 40％減らせ
た。 

・照明を順次ＬＥＤに置き換え中、全体の 60％完了。 
・１月６時間以上使用する全照明をＬＥＤ灯に替えた。照明電力の

大幅な低減。 
・水冷クーラーをＧＨＰに変更。 
・油入変圧器（日中３Ｗ、７５０ＫＵＡ）３基を、アモルファス変

圧器に更新。３基の変圧器は工場のベースとなる変圧器の為、効
果はあった。 

・恒温恒湿室で電気ヒーター方式からヒートポンプ方式。 
・ＣＯＰの高い空調機器への更新やＬＥＤ照明の導入を計画的に実

施。 
・インバータ９台追加設置。電力デマンド約 10％カット。 
・老朽化設備を省力化設備に変更。 
・焼入冷却水用ポンプのインバータ制御。 
・工場水銀灯及び事務所螢光灯のＬＥＤ化。エアコン更新。 
・集廃機用ブロワー２基が直列に配置され、高圧モーターでタンパ

ー制御されていたものを、高圧インバータを導入して、電力使用
量約 30％低減。 

・工場天井に大型排気ファン、太陽光パネルを設置→工場内温度低
下。 

・油圧成形機から電動成形機への設備更新 
・旧型コンプレッサーを省エネ型新機種コンプレッサーに取替え。 
・チラー設備、照明器具の省エネタイプに更新。 
・高効率コンプレッサーへの更新。 
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表 効果の高かった節電・省エネ対策（その５）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

．省電力型生産設備への切り替
え

・エアーコンプレッサー（15ｋW）からインバータ制御機（11ｋW）

への更新。 
・高効率ブロアーへ変更。 
・２か所の生産設備を１か所に統合（新工場建設：冷温同時取出ヒ

ートポンプ、氷蓄熱システムの導入） 
・2012 年以降、冷凍機関係はインバータ制御を導入。 
・高効率省電力タイプのコンプレッサーを導入した。 
・冷凍機やボイラーの更新。 
・エアーコンプレッサーとエアコン用冷温水発生機を省エネタイプ

に変更。 
・油圧マシンから電動サーボマシンへ切替。 
・省エネモーターへ更新。 
・インバーター導入と台数制御によるコンプレッサー稼動の適正化。 
・半導体式高周波溶接機に更新したことにより、電力３０％の削減

をした。 
・寿命を迎えた生産設備の更新時に高効率化に対応。 

．太陽光発電などの再生可能エ
ネルギーの導入

・太陽光パネルの屋上設置により、３階倉庫室温が 30％改善された

（マイナス 17℃）。 
・太陽光発電システムの導入。 
・30ｋW のソーラーパネルを設置。 
・売電収入も得られるようになった。 
・工場屋根にソーラーパネル設置 
・太陽光発電システムの設置、導入（100kＷ） 
・工場天井に大型排気ファン、太陽光パネルを設置→工場内温度低

下。 
・ＮＰＯ法人北河内エコエナジー産学官連携による環境関係事業 

．エネルギー回収システムの導
入

・廃熱ボイラーの設置。 
・廃温風から熱交により給気側に熱を回収した。 
・キュポラ排風熱交換器による、送風予熱→コークス削減。 
・蒸気ドレンの循環再利用システム導入。 
・隣接している焼却炉の廃熱利用。 
・全熱交換器の導入。 
・ボイラーの廃熱回収の実施。 
・製品洗浄用低圧蒸気ドレンを回収し、ボイラ給水予熱に転用した 

．工程・稼働条件の改善

・生産性向上による機械設備の使用台数減。 
・工程条件変更による運転時間短縮、生産性向上。 
・空調用チラー、送風機の夜間運転をタイマー化に依る制限 
・生産工程の集約、最適化 
・負荷に応じて運転条件をこまかく調整する。 
・クーリングタワー水のポンプ運転台数減。 
・圧縮空気用コンプレッサーをインバータ化、及び台数制御を行な

った。 
・ボイラー、吸収式冷凍機の運用改善。 
・省エネ型の加工システム開発。 
・稼働条件の変更を行い、エネルギー使用の分散を図る。 
・ＪＩＴ活動（各機器の稼動開始時間の設定）。 
・成形用エアー圧の低減。 
・各部門長によるＴＱＭ生産改善活動による焼入治具や工方の改善。 

．年間を通じた勤務時間、勤務
スタイルの改善

・休日をふやしたことで、年間電力消費量を減らした。 
・残業時間を１分単位にすると、毎日の残業時間が減った。 
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表 効果の高かった節電・省エネ対策（その６）

効果の高かった節電・省エネ対策
の取組内容

具体的な内容

．社内での節電・省エネ推進体
制の整備

・月１回リーダーによる活動報告会。 
・ISO14001 を取得したことがきっかけで、社員全員が節電、省エ

ネを意識するようになった。 
・省エネプロジェクトチームを結成。各部署からの参加で省エネの

意識が高まった。 
・ISO14001 への取組から、エネルギー効率を見直す活動が出来た。 
・年度計画にて省エネルギー目標値を設定し、毎月の環境会議にて

環境管理責任者が達成状況を確認。 
・各部所単位で節電対策を考え、オリジナルポスターによる啓蒙。 
・電力使用実績の速報配信（毎日）、ビラの配布、委員会での啓発活

動など。 
．電力対策としての生産活動量

の削減
－ 

その他

・バクフィルターの更新 
・大型ポンプ、ファンのインバータ化。 
・圧縮機の停止及び洩れの防止。 
・電力会社の節電メニューを利用した。自家発出力の増加による買

電量の減少。 
・ピークカット対策のために電気使用設備を停止し、ガス使用設備

を優先稼動させる。 
・外気温の利用によるテラーの停止。 
・コンプレッサーを使用している窒素発生装置を停止し、液体窒素

を購入した。 
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（４）節電・省エネ対策への設備投資

①設備投資を伴った節電・省エネ対策

節電・省エネ対策の取組上、設備投資を伴った取組としては「照明・空調に係る省エネ機器

等の導入」が 28.5%と最も多く、次いで「使用電力量のモニタリング」の 13.3%などとなって

いる。 
 

図 設備投資を伴った節電・省エネ対策

 
※不明は未回答も含む（以下同様） 
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②設備投資額

節電・省エネ対策への設備投資額は、「10~100 万円未満」が 9.6%、「100 ~300 万円未満」

が 8.8%となっているが、10 万円から２億以上まで、事業所によって発生した費用に大きな開

きがある。 
 

図 設備投資を伴った節電・省エネ対策

 
 

③補助金や減税制度の活用

節電・省エネ対策への設備投資に当たり、補助金や減税制度を活用した事業所は 17.3%であ

り、一方、活用しなかった事業所は 42.1%となっている。 
 

図 補助金や減税制度の活用

 

 
 
 

活用した ％

活用しなかった ％

不明 ％
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＜補助金を活用しない理由＞

・条件があわない（時期、規模、対象）と情報収集が出来ていない、手間であるという理由が挙げら

れている。 
・一方、設備更新の中で対応可能であったや自社製品の活用などの理由も挙げられている。 
 

活用しない理由

金額も小さく、使える制度がなかった。

補助事業がなかった。

手続きが繁雑。

条件に合致せず。

該当補助金なし、損金計上。

情報集めができていない。

設備投資計画へ反映の上、実施。

消耗品費として計上した。

審査が複雑及び必ず補助されるか不明。

活用できるタイミングでなかった。

知らなかった。

間に合わせたが、該当しなかった。

本社の支援があった。

自社の製品サンプルを使用したため。

準工業地帯であること。一部上場企業であることから除外。

制度の活用は必要ないと思った。

大きな金額でないから。

社内の投資採算性に合致したため。

対象の金額に満たなかった。

一時的な運用、常用自家発の導入はランニングコストが見合わない。

照明老朽化による更新目的であったので、省エネを目的としなかったから。

関西電力からピークカットの補助金が出た。

通常の設備改造費であったため。

採算性（２年以内）で要件が満たされず大口投資が組めなかった（少額投資の積みかさね）。

年度末で急ぎのため。

数年に渡り計画的に実施したため。
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（５）節電要請による経営への影響

節電要請による経営への影響については、約 1 割の事業所で「生産、営業活動への影響」や

「余計な人件費や燃料費によるコストアップ」をあげている一方、40.3％の事業所では、「節

電したが、特に影響はなかった」としている。 
加えて、「社員の省エネ意識が向上した」（52.4％）ことや「今後の節電や省エネ推進への基

盤ができた」（19.7％）と節電・省エネ対策への意欲的な意向が見られる。 
 

図 節電要請による経営への影響

～負の影響よりも、節電・省エネ対策への意欲的な意向が高い～
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（６）節電およびエネルギー消費量（総量）削減の見通し

節電およびエネルギー消費量（総量）削減の見通しについては、半数以上の事業所で「節電

はするが、どの程度かはわからない」としている。 
なお、節電については「2012 年度の買電量から、さらに 5%未満の節電ができる」が 13.3%、

エネルギー消費量については「2012 年度の総量から、さらに 5%未満の節電ができる」が 13.5%
となっている。 

 
図 節電およびエネルギー消費量（総量）削減の見通し

 
ア．節電（買電について）

 
イ．エネルギー消費量（総量について）
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（７）「省エネ診断」や「節電診断」の無料サービスの認知度

中小企業等の省エネ・節電の推進をサポートするための「省エネ診断」や「節電診断」の無

料サービスを受けたことのある事業所は、16.2％となっている。一方、「支援サービスを知っ

ているが受けていない」が 17.6％、「支援サービスを知らなかった」が 43.5%となっている。 
 

図 「省エネ診断」や「節電診断」の無料サービスの認知度
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（８）中長期を見据えた今後の節電・省エネへの取組状況

①今後取組たい節電・省エネ対策

現在は取り組んでいないものの今後取り組みたい節電・省エネ対策としては、「照明・空調

に係る省エネ機器等の導入（ＬＥＤ、高効率空調等）」が 19.7%と最も多く、次いで「省電力

型生産設備への切り替え」と「太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入」をともに 16.0％
の事業所があげている。 

図 今後取り組みたい節電・省エネ対策 （ ）
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②設備投資を行うための条件

省エネ設備機器や再生可能エネルギー源の導入などの中長期的な省エネ対策のための設備

投資を行うための条件としては、「設置費用負担の軽減（価格低下など）」が 67.7%と最も多く、

次いで「正確な導入効果の予測」の 61.1%、「資金の確保」の 47.4%などとなっている。 
 

図 設備投資を行うための条件
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③今後取り組んでみたい省エネ対策事例 
エネルギーの削減や生産性の向上に関する取組事例のうち、今後取り組んでみたいものとし

ては、「空調システム、換気システムの改善による固定エネルギーの徹底削減」と「社員の知

恵と工夫をベースとした改善活動の継続実施」がともに 34.3%と最も多くなっている。 
次いで、「加工設備、加工プロセスの改善、最新の高効率設備への更新による電力削減」

（26.8％）、「屋上への断熱塗装をはじめ空調効率改善への地道な取組」（25.2％）を挙げてい

る。 

図 今後取り組んでみたい省エネ対策事例
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なお、「社員の知恵と工夫をベースとした活動」は中小企業での意向が高く、「エネルギーの

見える化」を大手企業の支持が高い。 
 

表 従業員規模別 今後取り組んでみたい省エネ対策事例

 名
以下
（

～
名

（

～
名

（

～
名

（

名
以上
（

不明
（

合計

各種センサと独自の電力環境「診える
化」システムを用い、リアルタイムに監視
し診断

6% 10% 10% 23% 31% 0% 17% 

エネルギーバランスマップを詳細かつ
正確に把握するなどのエネルギーの見
える化

6% 10% 12% 24% 31% 0% 18% 

エネルギー （ジャストインタイム）活
動による工程・稼働条件の改善

6% 3% 6% 10% 17% 0% 9% 
加工設備、加工プロセスの改善、最新
の高効率設備への更新により電力を削
減

6% 32% 24% 30% 33% 0% 27% 

ライン工場のコンパクト化による省エネ 6% 7% 4% 10% 15% 13% 8% 

空調システム、換気システムの改善によ
る固定エネルギーの徹底削減

13% 30% 31% 35% 49% 38% 35% 
屋上への断熱塗装をはじめ空調効率
改善への地道な取組

19% 20% 24% 23% 36% 13% 26% 
ＥＳＣＯ事業によるコージェネレーショ
ン・システムの改造・導入

0% 0% 1% 3% 3% 0% 2% 
水が持つ位置エネルギーを電気エネル
ギーに変えて回収する「エネルギー回
収システム」等の導入

0% 3% 2% 8% 6% 0% 4% 

地中熱採熱システムの導入 0% 2% 2% 0% 5% 0% 2% 
廃水処理設備における熱回収型ヒート
ポンプ導入による省エネ

0% 2% 1% 2% 4% 0% 2% 
省エネ組織づくりと新技術開発で活性
化した省エネ活動

0% 2% 4% 8% 7% 0% 5% 
社員の知恵と工夫をベースとした改善
活動の継続実施

13% 37% 41% 34% 32% 0% 35% 
エネルギー消費量の目標管理と確実な
フォローアップを実施

0% 13% 13% 16% 34% 13% 18% 

不 明 69% 20% 21% 12% 9% 50% 18% 
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（９）電力需給対策を契機とした節電・省エネビジネスの創造

省エネ活動を通じた新たな製品・システム開発については、「取り組んでいる」が 11.2％、

また「既に省エネ製品やシステムを開発している」が 7.3％となっており、約２割の事業所が

取り組んでいる。 
加えて、「現在は取り組んでいないが、今後取り組みたい」とする事業所が 8.7％となって

いる。 
なお、現在は大手企業で取り組んでいるが、今後の取組意向は中小企業が多い。 

 
 

図 省エネ活動を通じた新たな製品・システム開発への取組

 
表 従業員規模 省エネ活動を通じた新たな製品・システム開発への取組 

取り組んでいる

既に、省エネ製

品やシステムを

開発している

現在は取り組ん

でいないが、今

後取り組みたい

取り組む予定は

ない
不 明

名以下（

～ 名（

～ 名（

～ 名（

名以上（

不 明（

合計
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新たな省エネ製品・システムの内容については、表 2-4 に示すとおりである。 
 

表 省エネ製品・システム開発の取組内容

省エネ製品 省エネ製品・システム開発の取組内容

パワーコンディッショナー
・メガソーラーにも使用可能な中容量パワーコンディッショナーを手掛け
ている。

太陽光照明システム
・ 年１月より太陽光照明システム「スカイライトチューブ」の研究、

開発、製造、販売開始。

断熱システム（断熱塗料）

・工場設備機器の使用エネルギーの削減で、効率アップと断熱システム（断
熱塗料）を進めている。

・工場設備（炉、特に高温）で使用電力の削減（節電）とガス使用量の削
減で各事業所にＰＲ中。省エネ効果のデーターを集めている。５～ ％
削減になったと実績が出ている。これから更に拡大してゆきたい。

誘導発熱による過熱蒸気発
生装置

・当社の技術を応用し、誘導発熱による過熱蒸気発生装置を開発。 ℃
の過熱蒸気の発生が可能で、高周波インバータを使用しない変圧器方式
で、低コストを実現。新しい分野への販売を期待している。

大容量太陽光発電 ・太陽光発電を大容量化した新製品を計画。

耐熱、遮熱、保温
・夏の遮熱対策用の製品を１０年程前から製品化。震災以後、節電用シー
トも製造。

熱硬化樹脂の硬化方法の改
良

・熱硬化樹脂の硬化方法の改良。電熱ヒーターから加熱蒸気の使用へ。
・熱硬化樹脂をコーティングされた鋳造用ＲＣＳの造形時、電熱ヒータを
装着した金型で造形していたが、加熱蒸気を使用して省エネと環境負荷
を低減した。

太陽光発電に必要な直流用
ブレーカ

・太陽光発電の普及により、直流用ブレーカの需要が増加したため直流用
ブレーカの開発に踏み切った。３～４年前に着手した。

電気自動車
・ごみ収集車に、リチウムイオン電池を塔載し、収集時の動力を電気にす
ることで、燃料使用量を低減させる。

省エネ製品
・当社の製品は自動車の省エネ性を高めるために開発したもので、常にさ
らに省エネ製品にするための開発及び製造ラインづくりに取り組んでい
る。

表面処理を介した省エネ
性・機能性の向上

・幣社は表面処理の加工業である。金属部材の上にセラミックコーティン
グをすることにより耐摩耗性やすべり性を向上させることができ省エネ
に繋がる。通電部品へ施工して酸化防止し抵抗値の上昇を低減する事例
もある。

太陽光発電システム
・ 年より、太陽光発電システムの開発、製造。再生可能エネルギー
製品として、 削減に貢献。発電効率の向上を進めている。

下水熱利用システム ・下水管の更生に際し、捨てる水の熱回収を行ない発電するシステム。

見える化システム

・ 年から省エネ支援機器として簡易電力計を開発し、データ集収、
無線技術を活かし、ＰＣにて見える化システムを開発してきた。

・次にデマンド管理でピークを予測し、設備と制御する商品を開発してい
く。使用電力のピークを予測し、設定された目標値以上になった場合、
設備の電源を制御する。現在発売中。

スマートシティへのシステ
ム開発

・国内、スペイン、カナダなどでスマートシティへのシステム開発に取組
んでいる。

・平成 年頃から着手。電気自動車のバッテリーを蓄電に用い、発電電
力の平準化を行うとともに、電力消費のパターンを蓄績し合理的な電力
配分に努めるもの。

待機電力“０”の商品開発。 ・待機電力“０”の商品開発。

プラントの監視制御システ
ム

・プラントの監視制御システムのエンジニアリングと製造を手がけてお
り、プラントメーカに協力する形でプラントを効率よく運転するシステ
ムを構築。
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（ ）行政等への意見・要望

電力需給対策への取組を進める上で、表 2-3 に示す行政等への意見や要望事項が挙げられて

いる。

表 行政等への意見・要望事項（その１）

項 目 意見・要望事項

設備投資への助成 ・老朽化した設備（照明、空調機）を最新のものに更新すれば、それがそのま
ま省電力に繋ながるので、最新設備への更新への助成が必要と考える。

・中小企業では省エネ化への投資資金がないため、設備の低価格化や補助金を
充実させてほしい。

・設備投資に対する助成。
・省エネ設備投資への助成金。
・太陽光発電システム導入に対する補助金。エアコン室外機、コンプレッサー

に使用するミスト発生装置導入に対する補助。
・省エネ設備機器ならびに再生可能エネルギー源の導入などに対する中小企業

への更なる国や県のサポートをお願いする。
・補助、助成金を整備してほしい。機器の価格が高額なため、中小企業には手

が出ない。
・中小企業といわず、全企業への補助事業、税制優遇策を。
・公的な補助や助成などを行って頂きたい。
・補助金制度の継続をお願いいたします。
・太陽光など機器メーカーに対する補助金を増やすかなどして、機器の価格を

下げさすか、直接買う人に補助金を出すかしなければ、太陽光など自然エネ
ルギーを使った発電は広がっていかない。

・設備導入する時に必要な資金の確保として、補助金などの支援を。
・なるべく高率な助成制度の実施。
・公的補助を永続的に行ってほしい。
・公的な補助として、「補助金」を活用できるようにしてほしい。
・省エネ設備投資に対する補助金の交付
・省エネ設備機器の導入などには、莫大なお金が必要。しかしながら中小零細

企業においては、納税額は些少であり、減税ではあまり効果がなく、実態に
即した対応を。

・省エネ装置の導入や節電など、中小企業の体力では実施が困難になりやすい
項目に対し、何らかの優遇措置がほしい。

・省エネ対策の効果は期待できるが、設備費がかかり費用対効果が４～８年程
度かかる。行政の方で補助金を出して頂ければ対応しやすい。

補助事業の拡大化 ・行政による「システムの一時貸与制度」など、モニタリング期間を設けるこ
とで、投資負担感を削減する。低料金での貸与期間経過後、買取りは自由。

・東京都でＬＥＤ照明への助成金がありますが、無電極ランプも対象にして、
全国的に行ってほしい。

・補助メニューの見直し等。
・省エネルギー投資に対する補助金率の拡大と、対象範囲の拡大。
・発電設備の新、増設の補助金増。
・補助金の対象範囲拡大、補助率アップ。
・省エネ設備投資の補助金を拡充。

節電活動への奨励 ・節電を行った割合により前年度対比で奨励金を出してほしい。助成金や税制
優遇が必要。

・ＬＥＤなど省エネ対策として有効な機器の価格の低減を図る。または補助金
などで取組を推進する。

省エネ活動へのサポ

ート

・省エネ節電のサポートのＰＲと使いやすさ。資金、補助金への支援。
・太陽光など処分費用の試算。
・電力、エネルギー使用量のモニタリング自体に相当エネルギーを必要として

いる。簡易な計測方法を知りたい。
・中小企業への補助と省エネ化への無料コンサルティングをセットで。
・初期投資が増加しても、中長期的にコスト減になるような具体的製品の紹介

をしてほしい。
・省エネ事例、助成制度の紹介
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表 行政等への意見・要望事項（その２）

項 目 意見・要望事項

補助金等の情報の充

実化

・募集期間の極めて短い補助金などがあり、それらの情報がわかるように。
・行政が取組んでいる具体的な事項がわからない。取組内容のアピールをもっ

と行なう必要があるのでは。中小企業では取組レベルの限界が大きく、費用
面などの人的資源が不足しており限界がある。

・地域の商工会議所などを通じて、補助金などの案内を出してほしい。
・補助金制度とその案内の充実
・節電、ＣＯ２削減などに関する京都市の説明会やセミナーは全くない。行政

への要望と言う前に、電力価格の値上げや原発停止に伴う電力料金へのはね
返りなども問い合わせたが、全く回答なし。これでは、要望以前の状態なの
では…。

・行政単位で関係する情報の提供をしてほしい。

手続きの簡素化 ・省エネ関連の助成融資の拡充。申請書類の簡素化。コンサルティング会社が
入らないと、申請が通らないものがあるように聞いている。

・補助金、減税等を幅広く簡単な審査で実施してほしい（投資回収が困難なこ
とが多い）。

・電力需給対策のための設備投資に対する公的な補助、助成の手続きの簡素化。
・自家発電設備の新設などを行なうにあたっての、届出書作成の簡素化。
・ＣＯ２排出量に関し、環境省、地方自治体（県、市）から同様の定期報告を

求められているが、一元化により報告側の負担軽減を。
・補助金申請の簡素化。内容把握への人的アクション→書類を減らすためと、

内容審査の簡素化のため。

安定したエネルギー

政策

・供給と価格の面で安定したエネルギー政策。省エネルギーに対するインセン
ティブ（電気料金の値上げも省エネの動機ではあるが、縮少、抑制型の対応
となりがちで、長期的にはデメリットが多い）。国際的な取組との調和（日
本だけがエネルギー消費に対して過度に抑制的になり、競争力の低下を招い
ていないか）。

・長期的には、国内で採掘して自然に生み出すことのできるエネルギーの比率
を高め、安価で安定した電力の供給をお願いしたい。エネルギー行政（政策）
をきっちり行う。原発を動かすなら廃棄物の処理も含めて明示すること。

・ガス電気料金の高騰と受注の先行き不透明のため、方針すら見極められない
状況である。ガス電気料金の変動を押さえる対策を望む。

・原発再稼動調査の結果を早くほしい。シェールガスの導入時期を１年でも２
年でも早く実現してほしい。

・電力料金が安くなる政策。
・量、価格共に安定したエネルギー（電力）の供給がされるように、電力会社

への指導、支援を続けていただきたい。
・電力使用量を減らすためにガス使用量が増加しています。他国に比べてガス

単価が非常に高い。価格の自由化を推進してもらいたい。韓国のように国が
仕入れて、企業に安価で提供するような仕組みを検討してもらいたい。

電力料金等の軽減化 ・電気料金の値下げ。
・送電設備の改善依頼時の費用負担削減。
・原発が動かないため、電気代値上げは企業の業績にとって非常に厳しいもの

がある。原発“０”化へ進める動きは仕方ないが、その方向性が決まるまで
は原発を稼動させ、電気代は前の価格におさえてほしい。

・熱処理、鋳造、鍛造業は非常に多くの電力を使用する業種であり、電力の安
定供給と電気代の低減が必要です。中長期の電力需給を考えてエネルギー効
率の高い設備への更新を計っておりますが、投資金額の割に効果が少ないの
が実状です。一般に素形材産業は利益率が低いため、現在の電気代の高騰は
経営の屋体骨を揺るがし、電力需給対策への取組を防げる最大の要因となっ
ており、素形材産業に対して何かしらの電気代に対する特例措置が必要。

・電気料金のコストアップにより省エネ効果が少ない。電気、ガス料金のコス
トダウンを。

・電気代の値上げが想像以上にダメージがある。行政に言ってもしようがない
が、何とかしてほしい。
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表 行政等への意見・要望事項（その３）

項 目 意見・要望事項

エネルギー施策への

要望・意見

・権利取得がほとんどで、実態を伴わないＦＩＴについては電力料金押上げ要
因のひとつとなっており、早急に見直しを行ってほしい。

・発電のための燃料を化石エネルギーに頼らざるをえない日本では、少なくと
も産業界は相当な努力をしており、さらなる余地はないと考える。外国との
競争では不利である。この点に行政がなすべきことがあるのではないか。多
少の不便はあってもよいので、国民全体に省エネルギーのための努力を強要
すべき。

・電力の安定供給に関する今後の方針の明確化（原発推進の可否、発送電分離
の有無など）。他のエネルギー源もコストが高騰しており、電力依存度低減
の対策の検討の徂上になかなか上げられない。省エネには限度があり、昨今
の需給対策で要求されるレベルは明らかにその限度を超えている。

・最終処分など現状で手におえていないので、原発依存にしない方向で進めて
ほしい。代替エネルギー開発など英知を結集してスピードアップさせて進め
ていただきたいと思います。電力会社が地域一社の独占から競争させる必要
があるでしょうね。値上げで収益確保できるなら企業は苦労しません。負担
を負っている企業が大変なのを認識していただきたい。

・原発における核廃棄物の処理技術において、革新的な開発を目指してほしい。
プルサーマルは、発電所の運営上著しく安全性が低いと思われるので、中断
もしくは中止してほしい。

・地球温暖化を抑制するには、化石燃料の代替源は原子力。日本が再先端の自
負のカラを破り、世界レベルの上を行く各諸策を世界に提案し、認めてもら
えた発電所作りをしてほしい。

・温暖化対策としてのＣＯ２排出量削減を目的とするのか、電力需給対策とし
ての電力平準化を優先するのか明確にしてほしい。

・節電要請があるならば、早めに出して欲しい。電力会社がやるのか、行政が
やるのか（国、自治体）、団体（経団連や関西広域連合）がやるのか、一本
化して欲しい。

・省エネは必要だと思いますが、経済活動の変動と切りわけて適切な評価が必
要

省エネ・創エネビジネ

スの振興

・太陽の光を利用した照明システムを開発している。昼間の電気照明はまず全
て消したい。新しい製品と賭ける情熱を評価していただきたい。補助金の対
象にしていただきたい。

・再生可能エネルギーが戦略的な割合になるまで、助成を続けてほしい。
・石炭を焚いてもＣＯ２を外に出さない工夫に取組んでほしい。
・新エネルギー導入に対する補助金の拡大。

規制緩和・規制強化 ・規制緩和による電力自由化の更なる推進。
・海外の工場で製造され輸入する場合、国内レベル程度の省エネを実施してい

ない商品の増税をお願いしたい（適切な競争とするために）。
・工場などの敷地、緑地への太陽光発電システム設置の許可。基準緩和して頂

ければ、再生可能エネルギーの活用が推進できる。

その他 ・企業にとっての省エネは、無駄な経費を省くのと同義語である。どことも無
駄な投資をして損を出したくない。省エネ対策もこれを切り離しては考えら
れない。ｋ ではなく円で換算することが大事。

・原発の休止、廃棄による値上げ分は、資産売却で対処してほしい。
・関西電力、東京電力はもっと経費を切りつめるべきだ。
・東西で周波数が未だに違うため電力の融通がきかないのでは。これを改善す
る取組を願いたい。
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◇回答者の属性

①業 種

「その他の製造業」15.3%、「金属製品」13.0%、「電気機械器具」11.7%の順。 
 

図 業 種 （ ）

 

②資本金  
「5 億以上」が 24.9%と最も多く、次いで「2~5 千万未満」の 23.1%など。 

図 資本金 （ ）

 



 
 

40 
 

③従業員数

「12~100 名」が 38.4%と最も多く、次いで「301 名以上」の 22.0%、「101～300 名」の 20.4％
の順。 

図 従業員数 （ ）

 

④電力使用

「小口（高圧．５００kw 未満の需要家）」が 44.2%、大口（高圧．５００kw 以上の需要

家）が 35.9%。 
図 従業員数 （ ）

 
⑤エネルギー使用量

「1,500kl/年未満」が 43.5%、「3,000kl/年以上」も 19.7%。 

図 従業員数 （ ）
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⑥事業所の変動費に対する電気料金・エネルギー総経費の割合

事業所の変動費に対する電気料金の割合は「1~5%未満」が14.0%と最も多く、次いで「5~10%
未満」の 9.2%など。 

図 事業所の変動費に対する電気料金の割合（ ）

 
また、事業所の変動費に対するエネルギー総経費の割合は、「1~5%未満」の 8.9%、「5~10%

未満」の 7.6%など。 

図 事業所の変動費に対するエネルギー総経費の割合（ ）
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第 章 ヒアリング調査による節電・省エネ対策への取組事例

第１章のアンケート回答企業等を対象に、効果的であった節電・省エネの取組内容とその要因

や課題等についての深堀調査のためのヒアリング調査を実施した。

また、企業ヒアリングに加え、産業支援機関等の関係機関への訪問ヒアリングを実施し、省エ

ネ・節電に関わる支援活動等を把握した。

節電・省エネに関する企業ヒアリング調査

表 の企業を対象にヒアリング調査を実施した。

表 ヒアリング対象企業と取組事例

企業名 取組事例

① 三菱重工業㈱高砂製作所
（業務用機械器具 兵庫県高砂市）

・先進的ＥＭＳ導入による省エネと空気環境の両立による改善

② ユニチカ㈱宇治事業所
（化学 京都府宇治市）

・熱需要に合わせたコージェネの導入により大幅な省エネ・省
を実現

③ 旭化成㈱守山支社
（化学 滋賀県守山市）

・エネルギー効率の高い設備への更新・運転条件の改善による
省エネ化の推進

④ ㈱栗本鐵工所堺工場
（鉄鋼 大阪府堺市）

・長期使用型生産設備の更新時における省エネ型設備の導入と
スキルアップ

・周辺立地企業間での輪番休業によるピークカット対策
⑤ ㈱ジェイテクト奈良工場
（輸送用機器 奈良県橿原市）

・生産ラインの集約化と工程改善による生産性向上と省エネ化

⑥ ㈱ノーリツ 本社工場
（金属製品 兵庫県明石市）

・「エコ・ファースト企業」として自らの環境保全に関する取
組を約束

⑦ ㈱ハイレックスコーポレーション柏
原工場

（輸送用機器 兵庫県丹波市）

・「連携よし」の社是による省エネと「カラクリ改善」等生産
改善の相乗効果

⑧ トーカロ㈱神戸工場
（金属製品 兵庫県神戸市）

・設備の内製による省エネと設備費の軽減と営業と生産管理の
一体化による提案型営業

⑨ ㈱ネツレン・ヒラカタ
（金属製品 大阪府枚方市）

・ＴＱＭ生産改善活動と設備の内製による省エネ化・設備費の
節減

⑩ 光洋熱処理㈱
（金属製品 大阪府八尾市

・軽薄短小化への生産性向上と細かな無駄の気付きによる省エ
ネ化を推進

⑪ 中沼アートスクリーン㈱
（スクリーン製版・印刷

京都府宇治市）

・「ムダをなくす、きれいなモノづくり」の推進による生産性
向上と省エネ化

⑫ 堅田電機㈱
電子部品 滋賀県大津市

・経年による空調設備の更新と社員の省エネ意識による使用電
力の削減

⑬ トクデン㈱マキノ工場
（電機機械器具 滋賀県高島市）

・計画的な動力の運用改善、高効率機器への移行、生産設備の
独自開発による省エネ化の推進

⑭ 甲西陸運㈱
（輸送・保管・製造 滋賀県湖南市）

・地域社会と連携した省エネ・創エネ事業の展開

⑮ パナソニック デバイスＳＵＮＸ竜野
株 （電機機械器具／兵庫県竜野市）

・「工場まるごとショールーム」として多彩な省エネ活動を継
続実施

⑯ パナソニックエレトロニックデバイ
ス㈱

・エコポンプの導入によりランニングコストも約 削減

⑰ 尼崎鉄工団地（兵庫県尼崎市）
・工業団地内の企業連携によるデマンド平準化等エネルギー需

給マネジメント

⑱ 協和工業㈱（機械／愛知県大府市）
・工程そのものをなくす画期的な発送にもとづく工程のイノベ

ーション

⑲ ㈱中央物産（機械／岐阜県中津川市） ・ターゲットを明確にした蓄電システムの開発
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１．節電・省エネに関する企業ヒアリングの要点

（１）節電・省エネに関するポイント

① 工程・稼働条件の改善による生産性向上と省エネ推進

㈱ジェイテクト奈良工場では、稼働率 97％を目標に、生産能力の余ったラインを集約化によ

り設備台数を削減し、１つのラインの稼働率を向上させて、無駄なエネルギーを使用しないこと

としている。さらに、加工工程において以前は、10 数種類の寸法の違う部品を選択して組み合

わせ加工していたものを、10 数年前から選択の必要のない１対１で加工する「ねらい加工」へ

と工程改善することにより、測定機器も減少し製造ラインも短くなり、生産性向上と省エネ化に

資している。 
㈱ノーリツ 本社工場では、トヨタ生産方式に匹敵するＮＲＰＳ生産方式「ノーリツニュープ

ロダクトシステム」を構築し、ものづくりの改善を昭和６０年から行っており、効率が良く省エ

ネ性に優れた製品づくりに取り組んでいる。また、生産量増える中、年間調整を行い（休日出勤

削減）、年間稼働日を減らしている。加えて、溶接を止めて１枚の板を活用したり、新しい材料

に変更したり、グループ企業間で重複する生産機能を見直し、ラインの再編成や工場の集約化と

新ラインへの省エネ化などを行い、エネルギー使用の削減とともに生産性を上げるような取組を

進めている。また、資材購買面では、サプライチェーンマネジメントの見直しにより、部品調達

の形態を変えることによる省エネ性を追求している。 
また、特徴的な取組としては、㈱ハイレックスコーポレーション柏原工場では、電力をつか

わない「カラクリ改善（生産プロセスにおける搬送等のエネルギーフリー化）」があげられる。 

② 生産設備の内製の中での省エネと設備費の節減相乗効果

ヒアリング企業においては、生産設備のエネルギーのムダの発見と対策など自社で内製化し、

省エネ化と生産性の向上に資している企業が多い。 
電気をエネルギーとした高周波焼入・焼戻加工を行う㈱ネツレン・ヒラカタでは、自社での

設備開発や改造による生産装置や全自社製作の治具・コイルにより、顧客ニーズに応えている。

例えば、焼入冷却水用ポンプのインバータ制御化においても、自社内でインバーダを導入し、冷

却水量を絞りポンプの電力消費量を削減している。 
トーカロ㈱神戸工場では、熱処理炉での消費電力を本質的に減らす取組を進めていている。

TD 処理加工プロセスの炉は 24 時間稼働であり外への放熱を減らすことを、CDC-ZAC コーテ

ィングの炉は構造的に隙間があるものを発見しフレキシブルに断熱材を積めて炉の放熱防止を

行うといった、炉外への熱の放出を大幅に減らすことで、電力の消費効率を高めている。 
また、トクデン㈱マキノ工場では、植物油を使用するＭＱＬ方式を採用した深孔加工機の開

発や金属同士の溶接に摩擦圧接機、誘導発熱による過熱蒸気発生装置を独自開発し、環境に配慮

した生産と省エネ化に資している。 

・組み合わせ加工していたものを、１対１で加工する「ねらい加工」へと工程改善（㈱ジェ

イテクト奈良工場） 
・生産ラインの集約化と稼動率向上（㈱ジェイテクト奈良工場） 
・NRPS 生産方式の構築、年間稼働日の調整および重複する生産機能の見直し（（㈱ノーリツ 

本社工場） 
・電力をつかわない「カラクリ改善」（㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場） 
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③ 労働環境の改善、顧客ニーズへの対応、営業効果などの付加的な要素が重要

社屋の老朽化や老朽設備の更新時に省エネ性の高い建築物への建て替えやエネルギー効率の

高い設備への更新が行われている。 
この設備投資に対する導入効果予測に当たっては、エネルギーや CO2 の削減効果のみならず、

「労働環境の改善」などの効果を強調することで設備投資へのコンセンサスを得ているケースが

見られる。 
三菱重工業㈱高砂製作所における空調・換気システムの改善による固定エネルギーの削減化

に当たっては、「労働環境の改善」に資することを強調し、トーカロ㈱神戸工場の放熱防止等の

省エネ対策においても、遮熱は安全衛生対策としても必要であることを重視している。 
また、新たな省エネ型設備の導入に当たっては、営業部門と連携し新規顧客の確保予測を導

入効果に示すことで、経営者へのコンセンサスを得ている企業も見られる。 
さらに、電力量の値上げに伴う取引先への価格交渉時に、節電・省エネ対策の成果を示すこ

とで、取引先を納得させている企業も見られ、顧客ニーズへの対応・営業効果といった視点も節

電・省エネ型の設備導入の要因となっている。 
一方では、効果のほども実際に導入しなければ見えてこないことが多いことから、モデル工

場を設定し、節電・省エネ効果のみならず生産性向上への効果を実証しながら、節電・省エネ設

備やシステムを導入していこうとする企業も見られた。 

 

・焼入冷却水用ポンプのインバータ制御（㈱ネツレン・ヒラカタ） 
・炉の放熱ロスを診断・改善（トーカロ㈱神戸工場） 
・焼き入れクーラーの温度コントロールによるエネルギー削減（光洋熱処理㈱） 
・工場のエア漏れ対策、鍛造炉の排熱利用（リネジェバーナ）などの設備の改善（三菱重工

業㈱高砂製作所） 
・当社の技術を応用し、誘導発熱による過熱蒸気発生装置を開発（トクデン㈱マキノ工場） 
 

① 労働環境の改善効果

②顧客ニーズへの対応・営業効果

老朽設備の更新
に伴う省エネ化 ・「労働環境の改善」に資することを強調 

（三菱重工業㈱高砂製作所） 
・遮熱は、安全衛生対策としても重要 

（トーカロ㈱神戸工場） 

・製造品目の更新による新たな設備の導入 
（㈱ジェイテクト奈良工場） 

・営業部と連携し設備投資に伴う新規顧客の獲得予
測を提示（中沼アートスクリーン㈱） 

・省エネ成果が顧客への価格値上げ交渉に寄与 
（㈱ネツレン・ヒラカタ） 

 

・広島の工場をモニタリングシステムのモデル工場にして実証 
（三菱重工業㈱高砂製作所） 

・設備投資に対する効果はわかりにくいことが多く、仮定で算定しチャレンジする 
ことも必要（トーカロ㈱神戸工場） 

③モデル事業として検証
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④ 経営トップ等のリーダーシップと生産管理部門の位置づけ

節電・省エネ活動に積極的な事業所は、経営トップや執行役員の理解とリーダーシップが発

揮されていることや各部門間の連携が良好である。 
(株)ノーリツでは、環境省認定の「エコ・ファースト企業」認証を取得し、「エコ・ファース

トの約束」は、各部門の課題に落とし込まれ、活動の結果がフィードバックされる仕組みになっ

ている。また、部門をまたがる個々の重要な課題に対しては、環境推進室が中心となって、グル

ープ会社も入り、環境会議やワーキンググループを設けて サイクルを回しており、実行に

あたっては生産統括部との密な連携により、計画的な節電・省エネ活動を推進している。

(株ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場では、「連携よし」を社是としており、組織の壁をつくらない。

経営者層は現場を大切にし、節電・省エネに関わる設備導入や活動は、執行役員のエネルギー統

括管理責任者のリーダーシップのもとに、進められている。

一方、三菱重工業 株 高砂製作所やトーカロ 株 神戸工場にみられるように、エネルギー管

理総括責任者や工場長の情熱とリーダーシップ発揮されて推進されているような例や、中沼アー

トスクリーン(株)にみられるように、生産産技術部と営業部が連携して、省エネ型設備投資への

効果予測に当たっている。 
 

⑤ 中堅・中小企業を中心としたＱＣ活動、５Ｓ活動等のボトムアップ活動および人材育成

これまで多くの中堅・中小企業では、ＱＣ活動、５Ｓ活動等のボトムアップによるカイゼン

活動が行われており、ヒアリング企業においてもこうした活動が節電・省エネ活動の推進力とな

っている。また、それ以上に、従業員の人材育成を兼ねて、従業員からの提案制度を設けている

例もある。 

・年２回の発表会と社長賞による賞賛（㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場） 
・ＴＱＭ活動計画を立て、生産性向上、作業時間の低減、省電力・省エネルギー活動の展開と全

従業員の創意工夫提案と改善の実行（1 人当たり月間 1 件の提案を目標）（㈱ネツレン・ヒラ

カタ） 
・社内改善提案制度による改善活動と賞賛（トクデン㈱マキノ工場） 
・「創意工夫制度」や「環境月間」を定め、従業員からの環境改善提案を募集し「エコチャンピ

オン」として賞賛（㈱ジェイテクト奈良工場） 
・生産設備、生産工程の省エネ化を人材育成の機会とする（トーカロ㈱神戸工場） 
 
 

・エネルギー管理総括責任者の情熱とリーダーシップ（三菱重工業㈱高砂製作所） 
・環境省認定の「エコ・ファースト企業」として自らの環境保全に関する取組を約束、環境推進

室と生産統括部の連携によるグループ会社も巻き込んだ推進（㈱ノーリツ 本社工場） 
・生産技術部と営業部と連携し設備投資に伴う新規顧客の獲得予測を提示 
（中沼アートスクリーン㈱） 
・連携よしを社是に組織の壁をつくらない/執行役員のエネルギー統括管理責任者のリーダーシ

ップ（㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場） 
・工場長が営業と生産管理を一体化し、表面処理を介しての省エネ等に関する提案型営業を展開

（トーカロ㈱神戸工場） 
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⑥ 省エネ・創エネビジネスへの展開

生産設備の独自開発による省エネ化の中で、一部企業ではその外販が行われている企業も見

られた。また、太陽光パネル生産参入企業では、自社製パネルをテストとして工場への太陽光発

電システムの設置、導入するとともに、新エネルギー関連商品（太陽光・太陽熱関連）の施工に

必要な実技・知識を習得するための研修施設「新エネルギー商品研修センター」を建設している。 
 

省エネ・創エネビジネスへの展開

事 項 概 要

〇生産設備の独自開発によ

る省エネ化と外販

・植物油を使用するＭＱＬ方式を採用した深孔加工機の開発や金属

同士の溶接に摩擦圧接機を独自開発。誘導発熱による過熱蒸気発

生装置は外販化を図っている。（トクデン㈱マキノ工場）

〇待機電力“ゼロ”商品の開

発

・待機電力“ゼロ”商品の開発は、当社が電源基板の開発研究を行

っていることから、顧客との共同で家庭用エアコンへの製品開発

を行っている。（堅田電機㈱）

〇太陽光発電システムの設

置、導入

・自社製パネルによる太陽光発電システムを各工場に設置、導入。

施工に必要な実技・知識を習得するための研修施設を建設。（（㈱

ノーリツ 本社工場）

・ 年 月には「甲陸クリーンエネルギーセンター」を竣工し、

太陽光発電事業（メガソーラー）やバイオディーゼル（ＢＤＦ）

精製事業によりエネルギーの地産地消を目指した事業を展開。

・また、蓄エネ事業として、風力発電＋太陽光発電＋蓄電池を電源

とした 街灯設備を地域の防災、災害時の非常用に提案してい

る。（甲西陸運グループ）

〇表面処理を介しての省エネ

等に関する提案型営業を

展開

・工場長が営業と生産管理両方を担当していることを活かして客先

製品の長寿命化・省エネ化を図れる皮膜提案

（トーカロ㈱神戸工場）

〇等身大の装置開発および

外販

・等身大の装置開発を他社と連携して行い、工程改善を行うととも

に、開発した装置を外販している。（㈱協和工業）

〇実証・検証によるターゲット

を絞った製品開発

・自社でテスト実施を行い、効果に関するデータ把握を行い、製品

開発を進めている（㈱中央物産）
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（２）節電・省エネ推進上の課題と行政等への要望事項

節電・省エネ推進上の課題としては、近年の燃料価格の高騰が大きな課題となっていること

があげられ、行政への要望事項としては、補助金等の情報提供の充実化と補助事業など行政支援

の充実に関わる事項があげられた。 
節電・省エネ推進上の課題と行政等への要望事項

事 項 概 要

〇燃料価格の高

騰

・ディーゼル発電機のガスエンジンへの変更も、燃料価格の動向によりス

トップしており、燃料価格の高騰が大きな問題である。（ユニチカ㈱宇治

事業所）

・投資は費用対効果を重視するが、省エネ投資は会社のインフラである。

ガス代が下がれば、コジェネ化を進めたい。（（㈱ノーリツ 本社工場）

・電力使用量を減らすためにガス使用量が増加しているが、他国に比べて

ガス使用量が高い。韓国のように国が仕入れて企業に安価に提供するよ

うな仕組みを検討して頂きたい。（光洋熱処理㈱）

〇補助金等の情

報提供の充実

化

・昨年補助金の話を頂いたが、省エネ推進などに関わる補助金情報のアナ

ウンスが知られていなく、補助金等の活用制度をもっと公表していただ

きたい。（中沼アートスクリーン㈱）

○補助事業など

行政支援の充

実

・省電力設備の導入に当たって、そのコンセプトは理解できるが、投資と

導入効果（投資回収性））が理解されにくい。行政による指導ならびに一

層の補助金の充実（申請要領の簡素化も含め）が必要。

・行政が を再生可能エネルギーとして位置づけるなら、補助金が最低

円 なければ商業的に成り立つ事業に育たない。（甲西陸運グルー

プ）
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関係機関ヒアリング調査

関係機関（産業支援機関、金融機関、エネルギー会社）における節電・省エネに関わる支援事

業や活動について把握するためのヒリング調査を実施した。

１．関係機関ヒアリングの要約

産業支援機関における節電・省エネ化の普及啓発や省エネ・創エネビジネスの創出支援、金融

機関におけるＢＣＭ・環境格付け融資、エネルギー会社においては高効率機器・システムの導入

支援を実施している。

 
①節電・省エネ化の普及啓発 
・セミナー・フォーラム、研究会の開催（大阪商工会議所、滋賀経済産業協会） 
・啓発冊子の発刊、無料省エネ診断（滋賀経済産業協会） 

②高効率機器・システムの導入支援
・エネルギー診断から設備導入、メンテナンスまで省エネファクトリー化へ支援（大阪ガス）
・「エコウェーブ」、「 （エナジーバンク）」のファイナンス支援（大阪ガス）

③省エネ・創エネビジネスの創出支援
・びわ湖環境ビジネスメッセ（滋賀経済産業協会）
・ フォーラム（大阪商工会議所）

④金融支援
・ＢＣＭ格付融資、環境格付融資（日本政策投資銀行）

関係機関の節電・省エネ化支援等の取組

関係機関 取組等の概要

大阪商工会議所 〇電力需給問題に関わる会員企業調査と政府・関係機関への要望活動等の実施
①節電実績や経営への影響、今後電力不足が続いた場合の対応策 などにつ
いてアンケート調査を実施

②省エネ・省 セミナー、環境問題研究会の実施
③大手企業と中堅・中小企業等による“環境・エネルギー分野”の技術開発と製
品化・事業化を支援する「 フォーラム」（技術ニーズ説明会）を
開催

滋賀経済産業協会 〇県内企業への節電・省エネへの普及啓発からびわ湖環境ビジネスメッセを通じ
た省エネ・創エネ支援事業を実施
①エネルギーの研究と配電自由化の研究などの環境委員会活動
②びわ湖環境ビジネスメッセの主催
③中小企業を対象とした省エネ・ 削減への支援事業

年 月にＳＳＢＩ（しが持続可能ビジネスイニシアティブ）を発足し、「知って得
する省エネ活用術」の発刊、フォーラム・シンポジュウムによる県内企業への節
電・省エネへの普及啓発や省エネ研究会の開催、無料個別相談・診断事業を
実施

日本政策投資銀行 〇「 格付」融資等を通じた事業継続対策支援
・ 年よりスタートした「 格付」融資は、「 格付」の専門手法を導入

した世界で初めての融資制度で、 年 月末現在の累計で、 件、約
億円の 格付け融資を実施（うち、関西本社企業 件、 億円）。

・また 年度よりスタートした関西本社企業への環境格付実績は、 年 月
末現在、累計 億円、 件となっている。

・資金使途としては、純粋な環境対策投資のみならず、増強投資・更新投資の一部
で設備の高性能化（省エネ化）を図るという資金使途も多い。

大阪ガス 株 〇製品・サービスを通じた節電・省エネ化の推進
・エネルギー診断から天然ガスコージェネレーションシステムをはじめとした高効率

機器・システムの導入、メンテナンスまで省エネファクトリー化へ支援を実施
・ハード面の支援のみならず、ソフト面からの省エネ・ 削減に貢献するため「エ

コウェーブ」や国内初の 削減ファンド「 （エナジーバンク）」事業
を展開



 
 

49 
 

第３章 節電・省エネの推進に向けて－持続的な事業展開との好循環に向けて－

 
本調査研究の結果、機械産業を中心とした製造事業者は、東日本大震災を契機とした電力需給

の逼迫に緊急的な対応をしつつも、事業の競争力強化に向けた本質的な取組として継続的かつ多

面的に節電・省エネ対策を進めていることが明らかとなった。それは、節電・省エネ対策のみを

進めているわけではなく、「生産性向上」や「技術力向上」、「人材育成」、「交渉力」などの企業

力の向上がベースとしてあり、節電・省エネ対策を進めている事業所は、結果として元気な企業

が多いという傾向も見受けられた。 
こうした持続的な事業展開との好循環につなげた節電・省エネ対策を進めるためには、特に以

下にあげる事項が今後の参考となると考えられる。 
 
１．節電・省エネ対策を進める上でどのような多面的工夫をしているか？

 
①すべての始まりは「見える化」

節電・省エネ対策を進める上でまず第一に重要なのは「見える化」である。 
これは、対策を進める上で必要不可欠であるとともに、対策効果の検証、社内コンセンサス、

人材の育成等節電・省エネ対策のすべての始まりとなる。 
また、取組の進む事業所は、「見える化」した情報と現場の状況を照らし合しながら、使い方

を工夫している。 
 
②工程・稼働条件の改善、工程イノベーション等生産性向上と併せた節電・省エネ推進

部分的・断片的節電・省エネ対策にとどまらず、生産能力の余ったラインの集約化や組み合わ

せ加工から「ねらい加工」への工程改善、生産プロセス中のエネルギーフリー化など、生産性向

上と併せた節電・省エネ対策が重要である。 
 
③営業効果や労働環境の改善などの複合的効果と併せた節電・省エネ推進

節電・省エネ対策を進めるにあたって、エネルギーコスト面における効果だけではなく、営業

部門と連携した新規顧客の確保予測や労働環境の改善などの複合的効果を活用し、社内コンセン

サスを得ている。 
 
④モデル工場の設定と対策の先行導入による効果の検証と水平展開

設備投資を伴う新たな節電・省エネ対策の導入にあたっては、モデル工場を設定し、節電・省

エネ効果のみならず生産性向上への効果を検証しながら、これらの他工場への水平展開を図る手

法が有効である。 
 
⑤工業団地等エリア一体が連携した取組

事業所単独の取組にとどまらず、工業団地等エリア一体で企業が連携してエネルギー需給のマ

ネジメントに取り組むことにより、エネルギーコストの低減に成功しているケースがある。 
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２．節電・省エネ対策をどう事業展開に活かしているか？

うまく事業展開に生かしている事業者は、以下に示すポイントの連鎖が起こっており、その結

果生み出される効果のひとつとして、節電・省エネ対策が進んでいると言える。 
 
① 節電・省エネ対策を製品のコスト計算に反映し、交渉材料に活用

エネルギーコストが社会全体として上昇するなか、節電・省エネ対策の努力効果を製品のコス

ト計算におけるエネルギーコスト上昇分が適正に反映した裏付け資料とすることによって、取引

先との価格交渉に活かしている企業がある。 
 
②生産設備の内製による設備費の節減・人材育成等の複合効果を生み出す

生産設備のエネルギーのムダの発見と対策など自社での内製化により、省エネとともに設備費

の節減、生産性の向上、さらには技術者等人材育成（気づく人材、チャレンジする人材）に至る

複合的効果を生み出している企業がある。 
 
③自社工場への導入による製品 や節電・省エネ対策の新たな商品化の展開

製品の自社工場への導入による製品 PR や自社工場での省エネ化の取組成果や事例をパッケ

ージ化して外販するエネルギー・節電支援事業の展開など、自社での省エネ成果に基づき製品の

PR や新たな商品化の展開を進める企業がある。 
 
 

取組の連鎖と創出される複合的な効果

事業展開に活かす 
・パッケージ化、外販 
・成果による製品 PR 
・交渉材料に 

工程・稼働条件の

改善による生産性

向上

生産設備の内製化

人材育成

（気づく人材、チャ

レンジする人材）

節電・省エネ

労働環境の改善

顧客ニーズへの対応

営業効果
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３．節電・省エネ対策を持続的な事業展開と好循環させる上での経営の役割は？

取組の連鎖と複合的効果を生み出す組織のポイントを示す。

①経営トップのリーダーシップ

節電・省エネ対策を事業の競争力強化に向けた本質的な取組として継続的かつ多面的に進め、

持続的な事業展開と好循環させている企業に共通して見られるのは、技術、人材、新たなチャレ

ンジ等について経営理念レベルでの経営トップのリーダーシップである。 
 
②組織マネジメント－生産管理部門の位置づけ－

多くの企業で節電・省エネ対策の推進にあたっているのは生産管理部門であるが、節電・省エ

ネ対策が設備費の節減、生産性の向上、さらには技術者等人材育成複合効果を生み出している企

業はこれらの部門が組織上重要な位置づけをされている。 
 
③組織マネジメント－部門間連携－

さらに、節電・省エネ対策を新たな商品展開に結び付けるなど事業の競争力強化に結び付けて

いる企業は、商品開発・生産管理・営業等各部門間の連携が良好である。 
 

取組の連鎖と複合的効果を生み出す組織

現場力

生産管理部門

の位置づけ

各部門間の

連携が良好

経営トップ等の

リーダーシップ・社風

事業展開に活かす 
・パッケージ化、外販 
・成果による製品 PR 
・交渉材料に 
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４．節電・省エネ対策推進に向けどのような課題があるか？

①節電・省エネ対策効果の総合的評価方法の確立

節電・省エネ対策の効果は、エネルギー面での定量的効果のみならず、労働環境の改善、生産

効率改善、技術向上、人材育成等多面的な効果があるが、これらは業種レベル、さらには個々の

企業毎に諸条件が異なるため汎用性のある手法も確立されておらず、総合的評価が難しいのが現

状である。今後、総合的評価方法の確立が望まれる。 
 
②事業者間、サプライチェーンでの連携した取組支援

震災時にも相互に依存するリスク低減やリスク管理といった、事業の持続可能な対応策が社会

全体としてクローズアップしているが、節電・省エネ対策を協議・共有するプラットフォームの

形成などサプライチェーン全体での事業継承力強化への仕組みづくりは一部にとどまっている。 
また、これら事業者間連携による取組を支援する技術や制度も今後求められる。 

 
③活用できる各種公的支援制度の運用（タイミングのミスマッチ、手続きの煩雑さ等）

節電・省エネ対策に関する補助制度等の公的支援制度へのニーズはあるもの、申請期間とのタ

イミングのミスマッチや、手続きの煩雑さ等により、これらの活用は十分ではない。  
このため、これら支援制度の申請期間の見直しや手続きの簡素化とともに、地域の産業団体等

による情報の提供や手続き事務の技術的支援等も求められる。 
とりわけ中小企業においては、省エネ機器や最新設備への更新に必要な投資資金が乏しいこと

から、設備投資助成の充実が求められる。 
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節電・省エネ活動に関する事例①

三菱重工業㈱高砂製作所

先進的ＥＭＳ導入による省エネと空気環境の両立による改善

三菱重工業㈱高砂製作所の概要

・所在地：兵庫県高砂市 
・従業員数：4,354 人 
・主要製品：エネルギープラント 
・電力を支えるガスタービン、火

力・原子力プラント用蒸気ター

ビン、水車、ポンプなど大型回

転機械の専門工場。 

《要 点》 
〇エネルギーモニタリングによる「ムダの顕在化と対策の実施」
計画的な節電・省エネ推進

・空調設備全ての監視・適応制御が可能なシステムの改善、換

気設備改修と運転機能の強化による熱だまりの夜間排気と中

間期の外気取り入れなどを実施。

・その結果、単位床面積当たりのエネルギー消費量は 年度

で 年度比 （ 年）削減を達成。

・工場調査を契機に、事務所ビルの省エネと空気環境の両立を

図るため、環境・施設課が中心となり実施した。

〇設備の省エネ対策

・工場のエア漏れ対策、鍛造炉の排熱利用（リネジェバーナ）

などの設備の改善などに取り組む。

○「専門チーム」を構成・派遣

・社内の専門チームを、拠点事業所に派遣し、管理標準、ﾁｪｯｸ

ﾘｽﾄの充実、設備改善策など、プレ調査を行い、管理手法の統

一化と省エネ活動推進を行った。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇事業所の推進組織による環境管理

・社方針などの、審議を行う「環境委員会」、具体的施策などの、協議を行う「省エネ連絡会」、技

術的課題解決の、横通しなどを行う「省エネ分科会」を原則年２回開催している。 
○「専門チーム」を構成・派遣

・社内の専門チームを、拠点事業所に派遣し、管理標準、ﾁｪｯｸﾘｽﾄの充実、設備改善策など、プレ調

査を行い、管理手法の統一化と省エネ活動推進を行った。 

▲三菱重工業㈱高砂製作所 

《取組の背景・経緯》 
・2004 年に工場調査を受け、当時の総括票から、空調・照明など固定エネルギーの使用量が 36％を

占め、この削減が省エネ、節電に必要且つ有効であることが判明。 
・一方、同所の事務所ビルの 4 号館では、熱源機運転監視用のパソコンが故障し、修理を行ったが

システムが正常に機能しなくなり一部手動で運転する事になった。このころから「暑い」「寒い」

とクレームを訴えるものが増加し、ビル管理法で規定されている空気環境基準値の遵守に課題が

あった。ここれらを総合的に解決するには、熱だまりを解消し、状況に応じ、空気調和設備を適

切に運転できるシステムが必要でありそして、経済性を考慮し、他の事務所ビル・工場にも適用

拡大ができる。汎用性の高い基幹システムとなるものを、構築することを目標とした。 

参考資料１ ヒアリング結果
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節電・省エネ活動に関する事例①

 
 
 

 

《取組内容と成果》 
〇エネルギーモニタリングによる「ムダの顕在化と対策の実施」

・バランスの良い設備運転により、省エネと空気環境の両立、つまり全体最適化になるシステムの

実現の為、省エネ法「事業者の判断

基準」を遵守し、中央監視パソコン

と空気調和設備方式を変更した。

・空調設備全てに「スケジュール

制御」「発停制御」「エアハンドリン

グユニットにインバータを設置」

「加湿器を増設」室内に「温湿度セ

ンサ」を設置し、設備の増強を行い、

運転監視・適応制御を実現した。

・機器の運転パターン増やすと共に、必要な風量調整を行い、ナイトパージ制御（外気冷房・夜

間外気導入による空調負荷の軽減）」を実現した。また、他の事務所ビルでは「照明の調光制御」

などの改善を実施し、その結果、単位床面積当たりのエネルギー消費量は 年度で 年度

比 （ 年）削減を達成。

〇担当者の情熱とリーダーシップ、職場環境改善との連携

・ビル管理法及び省エネ法の両立と法令遵守により全体最適を実現のため、環境・施設課が中心と

なって活動している。

〇生産設備の省エネ対策

・設備の省エネ対策としては、工場のエア漏れ対策、鍛造炉の排熱利用（リネジェバーナ）などの

設備の改善などに取り組んでいる。なお、夏場の節電対策としては、試験設備等のピークシフト

の実施している。

○省エネ対策に関わる投資は、事業所毎に判断

・老朽更新にプラスして省エネ設備を導入・改善が多い。全社的には、ボイラーなどの燃料を重油・

灯油などに比べて燃焼時の 排出が少ない や都市ガスへの燃料転換とともに「モニタリン

グシステム」を重視。その効果の検証を広島製作所にモニタリングシステムを導入しモデル工場

にして実証をしている。

《課題と今後の展望》 
○本事例の全社展開

・固定部分の削減として事務所ビルの改善に取り組み、大きな成果を得た。この改善手法は決して

特別なものではなく、同様の空調設備を持つすべての場所に適用が可能であり、全社的な展開が

期待されている。

○生産部門への展開

・プラントの試験運転関連など生産部門でのより一層の取組を展開できればと考えている。
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節電・省エネ活動に関する事例②

ユニチカ㈱宇治事業所

熱需要に合わせたコージェネの導入により大幅な省エネ・省 を実現

ユニチカ㈱宇治事業所の概要

・所在地： 京都府宇治市 
・従業員数：736 人 
・主要製品：ナイロン製品（フィ

ルム、繊維、樹脂）を主とする

高分子製品 
 
 
 
 

《要 点》 
〇動力設備の更新時期に合わせたガスコージェネレーション

の導入

・ガスコージェネレーション（30,800ｋｗ×２台）を設置。

ガスコージェネレーションで発生する蒸気で、事業所に必

要な蒸気が全て得られ、それまでのボイラーを廃棄。 
・発電電力の約２割を工場に供給し、８割をエネットに販売 

〇待機電力等のムダを極力抑える

・多様な設備があるが、製造ラインの待機電力に関わるムダ

を極力抑える。 

〇設備更新と合わせての省エネへの改善提案

・省エネ目的だけの設備投資は困難であり、設備更新と合わ

せての改善提案となる。 

《取組の背景・経緯》 
・ユニチカ㈱宇治事業所内には、ガスタービンコンバインドサイクル発電６万 6800ｋＷを備える「宇

治エネルギーセンター」が設置されている。工場で使用する熱エネルギーのほぼ全量を供給し、余

剰電力を特定規模電気事業者に販売する、いわゆる電源コージェネとして国内最大規模を誇る。 
・事業所には、このエネルギーセンターを設置する前から、ディーゼル発電機、重油ボイラー、スチ

ームタービンがあり、エネルギーを自給していたが、動力設備の老朽化とメンテナンス費用の増大

および省エネと環境負荷低減が課題となっていた。 
・センター設置を検討するようになったのは、重油ボイラーが更新期を迎えつつあった 2000 年頃で

あり、当時は電力の大口販売が自由化された時期でもあった。この工場は熱需要が多く、余剰電力

を販売する天然ガス電源コージェネなら、省エネ、環境負荷低減に加え、経済性も高められるとの

期待があった。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇省エネルギー委員会による推進

・省エネルギー委員会を設け、各事業所における省エネルギーの目標設定や対策の検討などの情報交

換を実施。事業所での省エネ発表会を行っている。 
〇設備更新と合わせての省エネへの改善提案

・設備改善の提案は、現場でなくてはわからなく、設備管理部門から改善提案をしているが、省エネ

目的だけの設備投資は困難であり、設備更新と合わせての改善提案となる。 

▲ユニチカ㈱宇治事業所 
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節電・省エネ活動に関する事例②

《取組内容と成果》 
〇大阪ガスとの共同事業によりコージェネレーションシステムを設置

・大阪ガスがユニチカ宇治事業所内に新たにコージェネレーションシステムを設置し、ユニチカは

既存プラントと一体的にオペレーションする方式を採用。なお、結果的に発生する余剰電力は、

大阪ガスがエネット（特定規模電気事業者）を通して販売。

〇動力設備の更新時期に合わせた導入

・動力設備の老朽化とメンテナンス費用の増大および省エネと

環境負荷低減化を背景に、ガスコージェネレーション（

ｋｗ×２台）を設置。

・ガスコージェネレーションで発生する蒸気で、事業所に必要

な蒸気が全て得られ、それまでのボイラーを廃棄。

・発電電力の約２割を工場に供給し、８割をエネットに販売

・導入効果は、二酸化炭素排出量の約 ％と硫黄酸化物排出量

の大半を削減し、約 ％の省エネルギーとなった。

〇ガスコージェネの定期検査・修理は、電力消費量の少ない時期に実施

・ガスコージェネの点検には１か月かかるが、４～５月と 月～ 月の電力消費量の少ない時期

に実施している。その月以外は、 ｋ の電力を送り出している。

〇待機電力等のムダを極力抑える

・多様な設備があるが、製造ラインの待機電力に関わるムダを極力抑える。冷水温度を上げること

や圧縮エアーの圧力を下げることなど製造部門の協力の上で実施している。

《課題と今後の展望》 
○太陽光発電設置などの創エネ事業の展開

・広大な敷地を有する工場であり、敷地の有効利用の観点からも、太陽光発電設置の検討をしたが

採算性が合わなく断念している。

・ディーゼル発電機（ ｋｗ× 台）を有しており、そのうちの１台について補助金を活用した

ガスエンジンへの変更を進めている。

〇燃料価格の高騰

・ディーゼル発電機のガスエンジンへの変更も、燃料価格の動向によりストップしており、燃料価

格の高騰が大きな問題である。
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節電・省エネ活動に関する事例③

旭化成㈱守山支社

エネルギー効率の高い設備への更新・運転条件の改善による省エネ化の推進

旭化成㈱守山支社の概要

・所在地：滋賀県守山市 
・従業員数：644 人 
・主要製品：特殊繊維 
・ポリウレタン弾性繊維、スパン

ボンド不織布、プリント基板用

ガラスクロス、リチウムイオン

二次電池用隔膜等の生産と研究

開発 
 
 
 

《要 点》 
〇ガスタービンコージェネレーション発電システム

・2013 年４月には、建設から約 17 年経過したガスタービン

を総合効率が向上したガスタービンコジェネ設備に更新・

導入。 

〇主力設備の更新等  
・加熱機・乾燥機等の熱源変更や加熱方式の変更、圧縮機の

最新効率機種への更新、主要生産機器の省エネ機種の更新、

高効率モータ・トランスへの更新。

〇正常状態見える化活動

・製品品質の向上とロスの低減、環境負荷の継続的低減に加

え、「見える化」をキーワードに、「危険な芽」「異常の兆候」

が自ずとわかるように、「正常状態見える化活動」を展開。 

《取組の背景・経緯》 
・旭化成グループは、1995 年から地域や地球の「環境保全」、地域社会の安全・安心を確保する「保

安防災」、働く者の安全・健康を確保する「労働安全衛生・健康」、顧客の安全に配慮する「製品安

全」などの取組を「レスポンシブル・ケア（ＲＣ）活動」を核とした自主的な取組として展開・推

進している。 
・守山支社では、製品品質の向上とロスの低減、環境負荷の継続的低減に加え、近年では「見える化」

をキーワードに、「危険な芽」「異常の兆候」が自ずとわかるように、「正常状態見える化活動」を

展開し、安全文化の醸成に努めている。 
・1996 年から重油炊きボイラーに代えて都市ガスを燃料とするガスタービンコージェネレーション

発電システムを導入し、ばい煙の削減とエネルギーの効率的な運用により、燃料消費の削減、温室

効果ガスの削減に取り組んでいる。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇 活動組織による推進

・「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表する環境安全活動レスポンシブル・ケア（RC）

活動を推進する組織の管理責任者として支社長が総括管理し指導するとともに、各工場、部場の環

境・安全・衛生の査察を行っている。 
・また、各事業会社では、「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」に基づく事業者行動計画

書を提出し、これを県が公表している。 

▲旭化成㈱守山支社 
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節電・省エネ活動に関する事例③

《取組内容と成果》 
〇ガスタービンコージェネレーション発電システム  
・2013 年４月には、建設から約 17 年経過したガスタービンを総合効率が向上したガスタービンコ

ジェネ設備に更新・導入。 
・東日本大震災により、国内の電力事情は大きく様変わりし、今後もコージェネレーション発電シ

ステムをベースに、自家発電（電力使用量の 60～70％）と関西電力からの売電とのベストミック

スによる電気と蒸気の供給を図っていく。 
 

〇主力設備の更新等  
・加熱機・乾燥機等の熱源変更や加熱方式の変更、圧縮機の最新効率機種への更新、主要生産機器

の省エネ機種の更新、高効率モータ・トランスへの更新など、主力設備にエネルギー効率の高い

設備へ積極的に更新したり、運転条件の改善により効率化を進めてきた。 
・また、小規模であるが「太陽光発電」や室内に高反射板照明器具の導入や太陽光を取り入れるス

カイライトチューブを設置する等して消費電力の削減（導入フロアでは、消費電力が半減）を図

っている。 
 
〇飲料水の供給システム

・地下水膜ろ過飲料水供給設備（災害時応急給水拠点事業《ラ

イフスポット》）を整備し、災害時の応急給水に関する防災協

定を守山市と締結。自社の事業復興計画（BCP）の基盤とし

ての飲料水確保に加え、災害時に近隣住民に無償で応急給水

を行って、CSR（企業の社会的責任）を展開。 
 
〇用水・排水管理

・飲料水供給システム《ライフスポット》の稼働後、2009 年度から飲料水の上水道も含め、当社で

使用するすべての水は地下水から取水している。工業用水は主に冷却・凝縮などの冷却水として

熱交換に使われている。 
・また、排水された水は、琵琶湖へ流れ、農業用水としても利用され、鮎も生息しており、「世界一

淡水魚に出会える工場」を目指して、2011 年度から水の保全に主眼を置いた生物多様性保全活動

を開始している。 
〇従業員の環境負荷低減の意識の徹底化

・ヨシ群落の保護活動から、ヨシを壁材として“活用”した「あ

ずまや（タクシー待合所）」の設置が提案され、従業員ボラン

ティア 40 名あまりが、専門の業者とともにヨシの皮むき・壁

への取り付け等の作業に携わり、支社正門前の敷地内に「あ

ずまや」を完成するなど、従業員の環境ボランティア活動が

積極的である。 

《課題と今後の展望》 
○生産設備のトップランナー化と事業会社間でのエネルギーの融通化

・節電・省エネ化への細かな改良のネタは無くなっており、海外の事業所を含めた将来の投資計画

の下で、老朽化した生産設備のトップランナー化などの生産技術改革や当社の事業会社間でのエ

ネルギーの融通化などが必要となる。
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節電・省エネ活動に関する事例④

株 栗本鐡工所 堺工場

長期使用型生産設備の更新時における省エネ型設備の導入とスキルアップ

・周辺立地企業間での輪番休業によるピークカット対策

株 栗本鐡工所 堺工場の概要

・所在地：大阪府堺市西区 
・従業員数：301 人以上 
・主要製品：ダクタイル鉄管 
・1963 年（昭和 38 年）8 月、キュポ

ラ設備や焼鈍炉等を持つ鉄管製造

工場として操業開始。 
・ダクタイル鉄管などの水パイプライ

ン製品の開発製造を行っている。 
 

《要 点》 
○従来から周辺地域立地企業間での輪番休業を実施

・堺臨海地域の立地企業間では、以前から夏期の節電対策と

して、４日操業２日休業の変則シフトによる輪番休業を実

施しており、東日本大震災後の関西電力からの節電目標値

も、これまでどおりの取組で達成してきている。 
○各種設備更新時に省エネを配慮した設備を導入

・各種設備更新時の省エネ型設備への更新により、電力量の

大幅な低減を行っている。 
○ 事業者からの提案と新技術導入を図ることを目的
にリジェネバーナーを導入

・リジェネバーナーの導入により、４割減の省エネ効果をも

たらすとともに、新技術を導入することにより、生産現場

では、技術を取得し生産効率を高めようと努め、スキル向

上と生産性の向上につながった。 

《取組の背景・経緯》 
・当社は、主にキュポラ設備や焼鈍炉等を持つ鉄管系工場と加工組立部門を持つ機械系工場から成り

立っているが、本工場と加賀屋工場の鉄管系工場で当社全体の 88％の CO2 を排出している。 
・当工場で製造するものは規格品であり、１度規格化された鉄管品は、製造しなくなるまでには 40

年、50 年のオーダーである。在庫生産による安定した生産を続ける工場であり、生産性の向上は常

に行っており、それが省人・省エネ化に繋がっている。 
・節電・省エネ設備の導入は、生産設備の老朽化に伴う更新期であり、その折に、最新の省エネ技術

はどのようなものがあるのかをサーベイし、取り入れている。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
○事業所内の「環境管理委員会」により節電・省エネ活動を推進

・当工場では、 を主軸にして、月に１度当工場内に設置した「環境管理委員会」を開催して

いる。その中で、各部および各課の節電・省エネ活動の目標値の進捗状況をチェックしており、原

油換算で１％減を目標に進めている。各部・各課には、節電・省エネのプランとスケジュールを設

定した行動計画があり、環境安全衛生課を事務局にして、進捗の悪い部課への指導を行い目標達成

に努めている。

○運用改善は「改善提案制度」や各職場から

・節電や省エネのみに関わる活動ではないが、全社員を対象とした改善提案制度が実施されており、

改善成果の発表と賞賛を行っている。

・また、各部課では、設備の管理標準や作業標準を活用した教育・研修を定期的に各職場で実施して

おり、こうした活動の中から節電・省エネに関わる運用改善策などが提案される。

・特に、溶解などのエネルギー消費量が大きな部門では、金額的にも大きな効果を得ることから常に

省エネを考えており、設備改善の提案が挙げられる。 

▲トンネル内に布設されたパイプライン 



 
 

60 
 

節電・省エネ活動に関する事例④

節電・省エネ活動に関する事例⑤

《取組内容と成果》 
○従来から周辺地域立地企業間での輪番休業を実施

・堺臨海地域の立地企業間では、以前から夏期の節電対策として、４日操業２日休業の変則シフトに

よる輪番休業を実施しており、東日本大震災後の関西電力からの節電目標値も、これまでどおりの

取組で達成してきている。

・また、モルタルライニング管から粉体塗装管への需要変化の中で、工場内の蒸気使用量が減少した

ことから、その有効利用に「トランスヒート事業」を検討した。周辺事業所への熱融通を検討した

が、安定的な融通が困難であったことなどから断念した。こうした立地企業間での省エネ化の推進

も有益な活動である。

○各種設備更新時に省エネを配慮した設備を導入

・各種設備更新時の省エネ型設備への更新により、電力量の大幅な低減を行っている。 
◇熱交換器更新による大幅な電力量削減 
・弊社堺工場では熱風キュポラによる溶解

を行っている。その熱風発生装置である

空気予熱器の老朽化に伴い、更新するこ

ととした。更新計画を進めるにおいて設

備のメンテナンス性および省エネルギー

性を最重要視し、新型の高効率空気予熱

器を採用した。これにより、キュポラの

燃料であるコークス使用量の低減、低周

波炉や送風ブロア、集塵用排風機などの

大幅な電力量削減となっている。 
◇排風機の制御をダンパー制御からインバータ化

・キュポラの排風機の更新に当たり、これまでのダンパー制御から高圧インバータ制御にする

ことで、電力使用量を約 ％低減できた。 
○ 事業者からの提案と新技術導入を図ることを目的にリジェネバーナーを導入

・焼鈍炉のリジェネバーナー導入は、 事業者からの提案によるものであるが、新技術を導入す

ることによる現場のスキル向上につながることを期待してのものであった。

・リジェネバーナーの導入により、４割減の省エネ効果をもたらすとともに、古いバーナーから新技

術を導入することにより、生産現場では、技術を取得し生産効率を高めようと努め、スキル向上と

生産性の向上につながった。

《課題と今後の展望》 
○設備更新や設備投資に対する基準がないことが問題

・当工場で製造するものは規格品であり、１度規格化された鉄管品は、製造しなくなるまでには

年、 年のオーダーである。また新しい規格品は 年ごとに１種類増えるか増えないかで

ある。従って、製造設備は ～ 年使用することになり、省エネを理由に新規の設備投資を

行うことには繋がらない。

・一方、設備の老朽化に伴う設備更新時には、省エネ性に優れた設備を重要視している。しかし、

何年回収で設備更新をするのかといった基準や原油換算で何 減少するのにいくら投資するか

といった基準がなく、設備更新や設備投資に当たり苦慮することがある。 

▲空気予熱器更新工事 ▲熱風ダクト更新工事 
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株 ジェイテクト奈良工場

生産ラインの集約化と工程改善による生産性向上と省エネ化

株 ジェイテクト奈良工場の概要

・所在地： 奈良県橿原市 
・従業員数：1,481 人 
・主要製品： パワーステアリン

グ 
・電動パワーステアリングの生産

で世界的シェアを有する工場。 
 
 
 

《要 点》 
〇生産ラインの稼動率向上と低負荷ラインの集約化

・製造品目の更新による生産ラインの集約化と省エネ型の設備

導入や不要になった検査機器等の台数削減により生産性の向

上と省エネ化を推進。

〇工程改善による生産性向上と省エネ化

・加工工程において、部品を選択して組み合わせ加工していた

ものを、１対１で加工する「ねらい加工」へと工程改善。

○当社の環境行動計画に基づき、太陽光発電等の導入 
・2011 年度に太陽光発電を導入するとともに、2012 年度以降

には、COP の高い空調機器への更新や LED 照明の導入を計

画的に実施。 
〇「創意工夫制度」や「環境月間」を通じた節電・省エネに関
わる改善提案と意識向上

「創意工夫制度」や「環境月間」を定め、従業員からの環境改

善提案を募集し「エコチャンピオン」として賞賛。

《取組の背景・経緯》 
・全社的な環境管理重点テーマに、①環境配慮型製品の開発及び設計、②消費エネルギーの有効活

用による CO2 削減が掲げられており、この方針の下に省エネ活動を実施 
・この取組に当たっては、社長を委員長に役員で構成する「地球環境保全委員会」が年２回開催さ

れ、各工場における環境専門部会の活動をフォロー。 
・当工場における 年ごろからの、従来の油圧式に替わりモーターでアシストする電動パワース

テアリングへの製造品目の更新が生産ラインの稼働率の向上と低負荷ラインの集約化に繋がって

いる。 
 
《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
○事業所内の環境専門部会の１つである「温暖化対策省エネ部会」により節電・省エネ活動を推進

・全社方針に基づいて目標値を設定し、方策や進捗状況を管理するため、各工場に「温暖化対策省

エネ部会」をはじめ６つの環境専門部会を設置（毎月１回の会合）。

・各工場間では、月一度のテレビ会議により各工場の取組や課題などの情報交換を実施。

○「創意工夫制度」や「環境月間」を通じた節電・省エネに関わる改善提案と意識向上

・会社方針である目標値に対する改善方策の検討・企画に当たっては、各部署の担当者からのボト

ムアップでの提案を得ており、優先順位をつけ予算化が可能な提案を選定している。

・また、節電・省エネ対策に限らず「創意工夫制度」を設けており、評価の高い提案に対して賞賛

し、環境などの改善に資している。また、「環境月間」を定めており、各種イベントに加え、従業

員からの環境改善提案を募集し「エコチャンピオン」として賞賛している。

▲ジェイテクト奈良工場 
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節電・省エネ活動に関する事例⑤

 

《取組内容と成果》 
○環境行動計画を策定し、太陽光発電等の導入など計画的に実施

・当社の環境行動計画に基づき、 年度に太陽光発電を導入するとともに、 の高い空調機器

への更新や 照明の導入を計画的に実施。

・また、ピークカット対策として、夏季の操業日を土日にシフトして平日のピーク対策を実施。

〇生産ラインの稼動率向上と低負荷ラインの集約化

・稼働率 ％を目標に無駄なエネルギーを使用しないことを目指している。生産能力の余ったライ

ンを集約化により設備台数を削減し、１つのラインの稼働率を向上させている。生産能力を挙げ

ることを目的に、実施してきたものであるが、節電・省エネ対策により拍車がかかってきた。

・これは、 年ごろからの、従来の油圧式に替わりモーターでアシストする電動パワーステアリ

ングの生産に代わっていく中で、生産性の向上と省エネ化を進めたものである。

・この製造品目の更新に当たって、油圧ラインを減らしていく、また集約化によりスペースを確保

して、電動パワーステアリングのラインを増やしていくことになり、新しいラインには油圧温度

を上げない省エネ設備の導入や不要になった検査機器の台数を削減し、生産性の向上と省エネ化

が行われた。

〇工程改善による生産性向上と省エネ化

・加工工程において以前は、 数種類の寸法の違う部品を選択して組み合わせ加工していたものを、

数年前から選択の必要のない１対１で加工する「ねらい加工」へと工程改善することにより、

測定機器も減少し、製造ラインも短くなった。

〇製造品目の更新による新たな設備の導入

・設備投資は、製造品目の更新に行われることが多く、例えば、圧入れ設備は、油圧から電動モー

ターに代わることにより、無駄なエネルギーの削減につながっている。

《課題と今後の展望》 
○継続した効率的な機器の導入や無駄のない保全管理のシステムの構築

・なかなか新しいテーマを見つけることが難しく、効率的な機器の導入や無駄のない保全管理のシ

ステムの構築を継続して地道に行っていきたい。 
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節電・省エネ活動に関する事例⑥

㈱ノーリツ 本社工場

「エコ・ファースト企業」として自らの環境保全に関する取組を約束

㈱ノーリツ 本社工場の概要

・所在地： 兵庫県明石市 
・従業員数：1,137 人 
・主要製品：温水空調分野の生産

拠点となっており、給湯機器、

温水暖房機器、ガスファンヒー

ターを製造 
 
 
 
 

《要 点》 
〇環境省認定の「エコ・ファースト企業」として自らの環境
保全に関する取組を約束

・「エコ・ファースト企業」認証を取得。環境先進企業として、
製品づくりおよび事業活動の双方を通じた低炭素社会の構
築に積極的に取り組むことを約束

・グループ会社も含めた会議組織体を組成し実施

〇生産性と省エネ性の両立
・節電・省エネと生産性をあげるため、省エネ設備の導入、
溶接ラインの撤去や集約化などものづくりの方法をかえ
る。

・年間稼働日の少ない夏期の休みを増やし、繁忙期である秋
から冬に勤務シフト。繁忙期の「売れ筋製品は在庫をもつ」
生産計画で省エネ化。

〇環境推進室と生産統括部が密に連携し生産性と省エネ性を
達成

・環境推進室からの省エネ要請に対して、例えば、グループ
企業間で重複する生産機能を見直し、ラインの撤去や工場
の集約化を図るなど環境推進室と生産統括部が密に連携し
生産性と省エネ性を達成。

《取組の背景・経緯》 
・ノーリツグループは、2009 年 3 月に１業種１社で国内 41 社の環境省認定「エコ・ファースト企

業」認証を取得。環境先進企業として、製品づくりおよび事業活動の双方を通じた低炭素社会の構

築に積極的に取り組むことを約束した。 
・「エコ・ファーストの約束」の目標達成に向けて活動を推進するため「環境会議」をもうけて、グ

ループ全体で CO2 削減を推進 
・東日本大震災以降、各事業所での省エネ活動からグループ企業全体での取組への拡大化。また、生

産統括部において省エネに関わる予算化が５か年計画で行われ、老朽化しているところから、エネ

ルギーのガス化、LED 化などを推進。 
・一方、製品づくりは、効率が良く省エネ性に優れた製品づくりに取り組んでいる。この製品の生産

高は伸びており、工場も増築されていることから、事業活動の省エネ化への取組に苦慮しているの

が実状である。 
 
《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇環境会議をもうけて、グループ全体で 削減を推進

・「エコ・ファーストの約束」は、各部門の課題に落とし込まれ、活動の結果がフィードバックされ

る仕組みになっている。また、部門をまたがる個々の重要な課題に対しては、環境推進室が中心と

なって、環境会議やワーキンググループを設けて PDCA サイクルを回している。 
〇多くの職員が「エコ検定」を取得

・営業本部社員の９割、全社で５割の社員が「エコ検定」を取得 
 

▲㈱ノーリツ 本社工場 
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節電・省エネ活動に関する事例⑥

《取組内容と成果》 
〇太陽光発電システムの設置、導入

・自社製パネルによる太陽光発電システムを各工場に設置、導入。加古川事業所などの大規模な発

電設備を持つ工場は全量売電であるが、当初設置の事業所では、省エネ対応を目的に余剰売電で

あり、デマンド監視による夏場のピークカットなど再生可能エネルギーの利用が定着化している。

〇細部にわたるモニタリングを実施

・東日本大震災以降「見える化」を展開。使用者が使用電力量のモニタリングを見て、何かの行動

を起こすようになれば良いがそこまでは活用できていない。工場の建設時にはフロア単位であっ

たが、細分化や太陽光の発電量、大きな生産設備への取り付け節電に資している。

〇効率が良く省エネ性に優れた製品づくり

・トヨタ生産方式に匹敵するＮＲＰＳ生産方式「ノーリツニュープロダクトシステム」を構築し、

ものづくりの改善を昭和６０年から行っており、効率が良く省エネ性に優れた製品づくりに取り

組んでいる。

・新事業展開としては、 電化の流れや分散型発電を見通して太陽光発

電システムの自社製造を開始（月産 件）した。これとともに、新エ

ネルギー関連商品（太陽光・太陽熱関連）の施工に必要な実技・知識を

習得するための研修施設「新エネルギー商品研修センター」を建設して

いる。

〇環境推進室と生産統括部が密に連携し生産性と省エネ性を達成

・環境推進室からの節電・省エネの要請に対して、例えば、溶接を止めて１枚の板を活用したり、

新しい材料に変更したり、グループ企業間で重複する生産機能を見直し、ラインの再編成や工場

の集約化と新ラインへの省エネ化などを行うことにより、トータル効率が良くなり、エネルギー

使用の削減とともに生産性も上がることになる。

・土曜日に稼働すると結構なエネルギー消費となる。業界の需要特性から繁忙期は秋から冬にかけ

てであり、春から夏の時期は閑散期である。夏の休暇を増やすことや繁忙期の「売れ筋製品は在

庫をもつ」生産計画により、生産設備の年間稼働日を減らした。

・資材購買面では、サプライチェーンマネジメントの見直しにより、部品調達の形態を変えること

による省エネ性を追求した。

〇労働環境は下げない、良くする

・「コンタクトセンター」の新設にあたっては、スタッフの 割が女性であることから女性専用休憩

室等の環境整備など働く環境を重視している。

〇外部の専門家によるアドバイス

・省エネ診断や 事業などの外部の専門家によるアドバイスを受け、第三者から気付かなかっ

たアイデアを頂く。

《課題と今後の展望》 
○エネルギー効率の高い最新型工場への建て替え

・古い工場をエネルギー効率の高い最新型工場に建て替えを検討している。エネルギー効率のアッ

プのみならず生産性が向上することになる。

・投資は費用対効果を重視するが、省エネ投資は会社のインフラである。ガス代が下がれば、コジ

ェネ化の検討も進めたい。

〇総量での目標設定と生産量向上

・生産高は伸び、工場も増えている中でのエネルギー削減であり、「エコ・ファースト企業」として

の総量削減目標が達成できるかの瀬戸際である。
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節電・省エネ活動に関する事例⑦

株 ハイレックスコーポレーション柏原工場

「連携よし」の社是による省エネと「カラクリ改善」等生産改善の相乗効果

㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場の概要

・所在地： 兵庫県丹波市 
・従業員数：337 人 
・主要製品：自動車コントロールケー

ブル 
 
 
 
 

《要 点》 
〇コージェネレーションや空調に関わる省エネ機器の導入
による省エネ・ ２削減対策

・ 年にコージェネレーション（ ×３台、 重油）

を導入し、事業所内の１ ３の電力を賄うとともに、排熱

は空調に活用。

・ 年の 月から、冷房専用重油焚き吸収式冷水チラー

及び、暖防専用重油ヒーターに対して高効率空冷式ヒー

トポンプチラーを導入

〇電力をつかわない「カラクリ改善」活動の推進

・電力をつかわない「カラクリ改善」による生産改善を 10
年以上前から実施。 

・海外事業所への横展開がなされるものもある。「カラクリ

改善」により生産工程の改善のみならず省エネの推進に

も資している。 

《取組の背景・経緯》 
・ISO14001 に基づく組織を有しており、この組織を中心にして、各部門で「省エネ推進委員会」を

設置し、省エネを実施できることを持ち寄り、できることから推進してきた。 
・東日本大震災以降の電力問題を契機に、従業員への呼びかけ、目に見えるところから節電をしよう

ということから「クールビズの実施」、「食堂を半分に仕切り空調稼働を半減化」、「機器をレンタル

しデマンド警報管理」などを実施。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇全社的な組織「エネルギー管理委員会」と各工場の「省エネ推進委員会」により省エネ対策を推

進

・省エネ法の改正の基づき、2009 年に全社的な組織「エネルギー管理委員会」を設置し、年１回と

必要に応じた開催により、全社的なエネルギーの管理総括を実施。また、各工場には「省エネ推進

委員会」が月１回開催され、月別のエネルギーの使用実績の確認と問題点の抽出と対応策の検討を

行っている。 

▲㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ柏原工場 
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節電・省エネ活動に関する事例⑦

《取組内容と成果》 
〇コージェネレーションの導入

・電力コストの低減と 2001 年に ISO を取得し、Co2 削減の推進が求められたことから、2002 年に

コージェネレーション（720kW×３台、A 重油）を導入し、事業所内の１/３の電力を賄うととも

に、排熱は空調に活用した。 
・この導入に当たっては、ピークカット対策として、レンタル発電機での夏場の空調を賄った効果

を検証してのものであった。 
 
〇空調に関わる省エネ機器の導入

・2011 年の 12 月から、冷房専用重油焚き吸収式冷水チラー及び、暖防専用重油ヒーターに対して

高効率空冷式ヒートポンプチラーを導入し、システムを一元化した。 
・これらの機器導入は、代表取締役専務でありエネルギー管理統括責任者のリーダーシップにより

行われてきた。 

〇電力をつかわない「カラクリ改善」活動の推進

・電力をつかわない「カラクリ改善」による生産改善を 10 年以上前から実施している。年２回の発

表会と社長賞による賞賛が行われ、海外事業所を含めた横展開がなされるものもある。「カラクリ

改善」により生産工程の改善のみならず省エネの推進にも資している。 
・なお、これ以外にも毎月１人当たり４件の改善提案を提出する活動も行われている。 
 
〇「連携よし」を社是に組織の壁をつくらない

・社長は現場を大切にし、連携よしを社是に組織の壁をつくらないという社風であり、省エネ活動

の推進役である生産技術グループと生産部門との壁はない。 
 
〇メガソーラー事業の展開

・創エネ事業として、自社遊休地を活用したメガソーラー事業を昨年９月より益田市で実施。

《課題と今後の展望》 
○「音」、「熱」、「光」へ着目し、「改善」は無限、カラクリ改善と 化を推進

・「音」、「熱」、「光」に変わっているところにはロスがある。細かなところの地道に改善していく。
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節電・省エネ活動に関する事例⑧

トーカロ㈱神戸工場の概要

・所在地： 兵庫県神戸市 
・従業員数：50 人 
・主要製品：表面処理 
・神戸工場では熱エネルギーによる皮

膜形成技術で表面改質 
 
 
 

《要 点》 
〇放熱防止を行い、使用電力を削減

・ 処理加工プロセスの炉は 時間稼働であり、外への放

熱を減らすことを、 コーティングの炉は、構造的

に隙間があるものを発見し、フレキシブルに断熱材を積

めて炉の放熱防止を行い、使用電力を削減した。

〇使用電力量の見える化

・改善するためには、まず現状を知ることが必要であり、

使用電力量をリアルタイムでの見える化を行っている。

〇表面処理を介しての省エネ性・機能性の向上

・提案型は当社の営業スタンスであり、客先製品の長寿

命化・省エネ化を図れる皮膜提案をしている。

《取組の背景・経緯》 
・以前は、当工場で溶射による表面処理を行っていた。当地域は準工業地域で、いつしか周りは住宅

地となっていった。当工場への大型の溶射設備の導入が検討された矢先に、明石市南二見の工業団

地計画の情報を得ることとなった。溶射による表面処理は、吹付時に音を出すことから、工場用地

を確保し、これらの設備を移設することが持ち上がった。 
・昭和の終わりに溶射による表面処理を明石工場に移設し、当工場では音を発生させない熱処理によ

る表面加工を行っている。 
・この皮膜形成技術は、1,050℃の熱エネルギーを活用することから節電・省エネが大きな課題とな

る。 
・また、東日本大震災より関東地域の工場が少なからず被害を被ったことから、そこで生産していた

ものをこちらで手当てしなければならなくなった。契約電力の問題もありキャパオーバーの状況を

余儀なくされ、ピークシフトをしながらいかに効率良く生産していくといった、ピークシフトや効

率生産など省エネの推進を重視するようになった。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇全社的な組織「環境管理委員会」と工場マターでの計画づくりと実践

・全社的には「環境管理委員会」を設置しされている。しかし、１工場としては 50 人程度の人員体

制である。遮熱は、安全衛生対策としても重要なことから安全衛生のメンバーも含めて改善対策を

スピーディに実践している。節電行動計画も工場ごと展開。 

▲トーカロ㈱神戸工場 

トーカロ㈱神戸工場

設備の内製による省エネと設備費の軽減と

営業と生産管理の一体化による提案型営業
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節電・省エネ活動に関する事例⑧

《取組内容と成果》 
〇生産設備の内製の中での放熱防止等の省エネ対策と設備投資費の節減

・生産設備は内製に努めており、 処理加工プロセスの炉は 時間稼働であり外への放熱を

減らすことを、 コーティングの炉は構造的に隙間があるものを発見しフレキシブル

に断熱材を積めて炉の放熱防止を行い使用電力を削減した。

〇使用電力量の見える化とアラート値設定の工夫

・改善するためには、まず現状を知ることが必要であり、使用電力量をリアルタイムでの見え

る化を行っている。

・受注生産であり、常に同じ状況ではないので、炉毎にモニターを付けても投資コストがかか

るだけで意味がなく、全体をモニターしている。デマンドの傾向はあり、意図的に設定値を

下げての実験を数回行った。電力担当職員のみが実験警報であることに気付き、モニタリン

グに関わる対応姿勢がうかがわれた。

〇工場長が営業と生産管理を一体化し、表面処理を介しての省エネ等に関する提案型営業を展開

・提案型の営業スタンスであり、工場長が営業と生産管理両方を担当していることを活かして

客先製品の長寿命化・省エネ化を図れる皮膜提案をしている。

・金属部材の上にセラミックコーティングをすることにより耐摩耗性やすべり性や耐食性を向

上させることができ省エネに繋がる。

・また、表面の輻射率を向上させることにより、加熱効率が改善される。コーティング膜厚を

厚くすることで断熱機能を持たせることができる。使用環境による使い分けが重要である。

〇困難な低減効果算定

・炉の改善に関わる設備投資への効果はわかりにくいことが多く、仮定の仮定で算定するしか

ない。また、徹底的に深堀したことのないジャンルであり、壁の断熱性をあげることと、隙

間を埋めることと、モノを投入する時間などの運用面など放熱ロスの改善策も各炉それぞれ

に違いがあり、算定しても意味がない。

・経営者へは、投資回収にどの程度必要かを提示すれば良いことから、厳密な投資効果を示す

こともない。ともかくやってみればそれぞれの炉に最適な条件が見えてくる。チャレンジす

ることが必要であり、そのための設備投資も必要である。

《課題と今後の展望》 
〇全天候型受託に対応した生産管理ソフトがないことが課題

・生産装置も自社で製作し全天候型受託に対応しているが、何百種類の膜の種類や特急品の扱

いに対応した生産管理ソフトがない。

○これまでにない加熱方式の開発

・運用面での改善も含むが、これまでとは違った加熱方式での表面処理加工と運用面での工夫

を組み合わせた新しい方法に取り組んでみたい。
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節電・省エネ活動に関する事例⑨

㈱ネツレン・ヒラカタ

ＴＱＭ生産改善活動と設備の内製による省エネ化・設備費の節減

㈱ネツレン・ヒラカタの概要

・所在地：大阪府枚方市 
・従業員数：28 人 
・主要製品：高周波焼入、焼戻加工 
・電気をエネルギーとした高周波焼入

で金属製品の対磨耗性や強度アップ

を図り製品寿命を伸ばしている。 

《要 点》 
〇省エネ機器等の導入による使用電力の削減

・焼入冷却水用ポンプのインバータ制御化、大型エアコン

の省エネタイプへの入れ換え、工場水銀灯の 照明へ

の交換などにより、電力量を大幅に削減。

〇ＴＱＭ生産改善活動による省エネ化

・各部門長によるＴＱＭ生産改善活動による焼入治具や工

方の改善により、生産性向上、作業時間の低減、省電力・

省エネルギー活動を展開。

〇自社設備の開発による省エネ化

・自社での設備開発や改造による生産装置や全自社製作の

治具・コイルにより、顧客ニーズに応えるとともに、効

率性の高い高周波焼き入れ焼き戻し加工を実施。

 

《取組の背景・経緯》 
・当社では、電気をエネルギーとした高周波焼入・焼戻加工を行っており、これ以外の動力や照明・

空調などについて、８年程前より節電対策を行ってきた。 
・例えば、焼入冷却水用ポンプのインバータ制御化、大型エアコンの省エネタイプへの入れ換え、工

場水銀灯の LED 照明への交換などにより、電力量の削減を図ってきた。 
・一方、電力使用料の値上げにより加工料の値上げが必要となった。顧客への要請時に、これまでの

節電対策の状況を示すことにより、値上げが認められてきた。 
・加えて、2011 年度のネツレングループによる ISO14001 の取得により、節電・省エネへの投資や

活動が高まってきた。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇社長以下、全社員一丸での節電への取組

・各部門長とリーダーは事業活動における改善テーマを挙げて、TQM 活動計画を立て、生産性向上、

作業時間の低減、省電力・省エネルギー活動を展開し、各取組で毎年大きく改善し、成果を上げて

いる。さらに、従業員が各活動における創意工夫を自由に提案するしくみを設けている。 
・毎朝、朝礼での節電呼びかけ等の意識啓発など地道な活動を愚直に実施している。 

▲㈱ネツレン・ヒラカタ 
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節電・省エネ活動に関する事例⑨

《取組内容と成果》 
〇省エネ機器等の導入による使用電力の削減

・焼入冷却水用ポンプのインバータ制御によりこれまでの流量を必要なだけ組み上げることにより、

大幅な電力量を削減した。 
・大型エアコンの省エネタイプに入れ換え、工場水銀灯を LED 照明に交換、その他蛍光灯を LED
に変更し電力量の削減を図ってきた。 

 
〇ＴＱＭ生産改善活動による省エネ化

・生産課長・各部門長が中心となって、ＴＱＭ生産改善活動による焼入治具や工方の改善により時

間短縮などの効率化を推進している。これは、2006 年の ISO9001 認証取得後に本格化したもの

で、会社の方針に基づき、ＴＱＭ活動計画を立て、生産性向上、作業時間の低減、省電力・省エ

ネルギー活動を展開している。 
・こうした活動に加え、全社員を対象に、従業員が各活動における創意工夫を自由に提案する「創

意工夫提案制度」を設け、1 人当たり月間 1 件の提案を目標に、全員で提案活動に取組、従業員

の意欲向上にもつながっている。 
・些細なものから重要な改善につながる提案までさまざまなものが提案される。工場次長が中心と

なって工場長、社長による評価が行われ、優れた提案には賞金を授与している。 
・この創意工夫提案は、ちょっとしたひらめきや身近な改善提案であり、小集団で行うものが QC
活動であり、専門集団が時間をかけて生産効果が上がる生産改善を行うのが「ＴＱＭ生産改善活

動」である。会社が力を入れている活動であり、改善に賭ける投資は惜しまない。 
 
〇高度な技術による生産設備の内製の中での省エネと設備投資額の節減

・高周波焼き入れ焼き戻し加工の新規受注品等は自社での設備開発や改造をする事で工数低減、納

期短縮を図り、顧客ニーズに応えるとともに、治具・コイルも全てのコイルを自社製作し、時間

短縮などの効率化を図っている。 
 
〇概観的な部分では外部専門家も活用 
・関西電力、エンジニアリンググループの協力による「ウォークスルー診断及びモニタリング」を

頂いた。節電対策の実行や計画を進めていた時期であったことから、節電対策への後押しとなっ

た。 
〇省エネ成果が顧客への価格値上げ交渉に寄与

・電力使用料の値上げにより加工料の値上げが必要となった。顧客への要請時に、これまでの節電

対策の状況を示すことにより、値上げが認められた。 

《課題と今後の展望》 
〇焼入、焼戻加工装置の自動化

・スイッチを入れた個別の受注品のすべての段取りができ、焼入、焼戻加工を可能とする製造装

置を開発してみたい。

○生産管理部門の社内位置づけをより確かなものに

・現在は社長の後押しがあるが、「生産管理部門は非生産部門で、生産部門が花形である」との

意識が強く、効率的な生産や省エネ性に優れた生産を支えている生産管理部門の社内位置づ

けをより確かなものにしていくことも重要である。
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節電・省エネ活動に関する事例⑩

光洋熱処理㈱

軽薄短小化への生産性向上と細かな無駄の気付きによる省エネ化を推進

光洋熱処理㈱の概要

・所在地：大阪府八尾市 
・従業員数：160 人 
・主要製品：金属熱処理加工 
・ベアリング及びステアリング等の自

動車部品の熱処理加工 

《要 点》 
〇軽油による生産や液体窒素購入などによる電力問題へ
の対応

・軽油での生産や窒素発生装置のコンプレッサーを停止

し、液体窒素を購入。 
・加えて、照明・空調の運用改善やグループ企業全体での

土日稼働木金休業への稼働シフトなどピークカット対

策を実施。 
 
〇焼き入れクーラーの温度コントロール調整によるエネ
ルギー削減

・焼き入れクーラーを夏場の常温での可能性を検証・実施

するなど、細かな無駄の気付きによる節電を図る。 
 
〇古い設備を上手に使って、軽薄短小の仕事に資していく
のが省エネにつながる

・新たな設備を導入するのではなく、通常の炉の断熱性を

高めたり、浸炭焼き入れできるように改造したりして、

付加価値の高い製品づくりを行う。 

《取組の背景・経緯》 
・自動車部品の熱処理加工を行う上で、ガスや電気のエネルギー費用が大きな生産コストであり、節

電・省エネは大きな課題である。 
・加えて、2011 年の東日本大震災以降の数年間は、金属熱処理業界の受注量の減少化傾向が見られ、

より一層の高付加価値化に対応した生産性向上と省エネ化が求められている。 
・2011 年の関西電力の節電要請に対しては、エアコンプレッサーをレンタルして、軽油での生産や

窒素発生装置のコンプレッサーを停止し、液体窒素を購入しての生産を実施した。 
・加えて、照明・空調の運用改善やグループ企業全体での土日稼働木金休業への稼働シフトなどを実

施した。 
・焼き入れクーラーの温度コントロールなどの細かな無駄の気付きや通常の炉の断熱性を高めるなど

省エネ・節電対策を進めている。 
 
〇古い設備を上手に使って、軽薄短小の仕事に資していくのが省エネにつながる 
・新たな設備を導入するのではなく、通常の炉の断熱性を高めたり、浸炭焼き入れできるように改造

したりして、付加価値の高い製品づくりを行う。 
 
・所属するグループ全体で、目標を設定して取り組んでいる。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇全社的な組織「省エネ部会」での計画づくりとトップダウンによる実践

・2007 年に ISO14001 の認定取得により、全社的には「「省エネ部会」を設置している。この「省エ

ネ部会」事務局で節電・省エネ対策への企画を作成し、役員の承諾を得てトップダウンで実行して

いる。 
・なお、所属グループの「環境連絡会」における CO2 削減や廃棄物対策などグループ企業間での目

標設定に基づく取組を実施。 
 

▲光洋熱処理㈱ 
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節電・省エネ活動に関する事例⑩

《取組内容と成果》 
〇軽油による生産や液体窒素購入などによる電力問題への対応

・2011 年の夏冬および 2012 年の夏期の関西電力の節電要請に対して、エアコンプレッサーをレン

タルして、軽油での生産や窒素発生装置のコンプレッサーを停止し、液体窒素を購入しての生産

を実施した。 
・加えて、照明・空調の運用改善やグループ企業全体での土日稼働木金休業への稼働シフトなどを

実施した。 
・現在も照明・空調の運用改善や使用電力量のモニタリングによる空調管理などのピークカット対

策は継続して実施している。 

〇焼き入れクーラーの温度コントロール調整によるエネルギー削減

・これまで、油を落とすために、ヒーターにより 45℃に 加熱していた焼き入れクーラーを夏場の

常温での可能性を検証・実施するなど、細かな無駄の気付きによる節電を図る。 
・加えて、リジェネバーナーの導入などの加熱源の高効率製品の積極的導入による省エネ化を推進

している。 
 
〇古い設備を上手に使って、軽薄短小の仕事に資していくのが省エネにつながる

・生産設備は 40～50 年使用しており、生産設備の更新は、使用できなくなるか需要がなくなる時

期である。 
・新たな設備を導入するのではなく、通常の炉の断熱性を高めたり、浸炭焼き入れできるように改

造したりして、付加価値の高い製品づくりを行っている。 
・なお、設備投資が必要な場合には、投資による利益を換算して決定する。省エネ機器の投資につ

いては、３～４年での投資回収を目安としており、高付加価値化など顧客からの要請に対する設

備投資を優先しているのが実情である。 

〇リスク発生時の支援体制を保有

・グループ会社の生産代替が可能なように、10 数％の生産余裕率を有しており、リスク発生時には

支援する体制を有している。 

《課題と今後の展望》 
〇軽薄短小化へのものづくりにはエネルギーが必要

・現在の軽薄短小化のものづくりの中で、ベアリングも薄く軽く、しかも高強度で長候寿命化が求

められている。このための熱処理は、通常のバッチ炉で４時間かかるものが、７時間を費やすこ

とになり、必然的にエネルギー使用量もこれまでの 1.3 倍になる。 
・そうした中で、省エネ対策としての総量規制や原単位規制に対応していくことは、非常に悩まし

いところである。

○エネルギー価格の低減化

・電力使用量を減らすためにガス使用量が増加しているが、他国に比べてガス使用量が高い。韓国

のように国が仕入れて企業に安価に提供するような仕組みを検討して頂きたい。
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節電・省エネ活動に関する事例⑪

中沼アートスクリーン㈱宇治工場

「ムダをなくす、きれいなモノづくり」の推進による生産性向上と省エネ化

中沼アートスクリーン㈱宇治工場の概要

・所在地：京都府宇治市 
・従業員数：172 名 
・主要製品：スクリーン製版・印刷 
・スクリーンマスク・メタルマスク・

フォトマスク・スクリーン印刷 

《要 点》 
〇作業時間をコンパクト化し省エネ化を図るとともに残

業を半減化

・可能な限り作業時間の集中化を図ることにより、省エネ

化を図った。 
・昨年対比で、生産性の工程の見直しを図ることで残業時

間を約 40％削減することが出来た。 

〇営業部と連携した省電力型の生産設備への切り替え

・老朽化した設備の切り替えに当たっては、営業部門と連

携し、作業効率の向上のみならず、新規顧客の取り込み

予測を行い省電力型の生産設備を導入。 

〇各部課単位で節電対策を考え、オリジナルポスターによ

る啓蒙やＱＣ活動・５Ｓ活動を展開 
・毎年、オリジナルポスターを作成掲示し、従業員への節

電意識の高揚に資している。 
・また、各部署を単位にして、工程改善などのＱＣ活動や

５Ｓ活動に力を入れており、「ムダをなくす、きれいな

モノづくり」を推進。 

《取組の背景・経緯》 
・2004 年の ISO 14001 の認証取得により、これまでも節電・省エネへの取組を実施してきたが、節

電要請への対応など東日本大震災以降の電力問題を契機に、従業員が一丸となって節電・省エネ対

策に取り組んでいくことへの拍車がかかった。 
・まずは、できるところからと「オリジナルポスターによる啓蒙」

をはじめ、照明・空調の運用改善などを実施。また、作業時間を

コンパクト化し省エネ化を図るとともに残業を半減化している。 
・各部署を単位に活動されるＱＣ活動や５Ｓ活動により「ムダをな

くす」「きれいなモノづくり」の推進を図っている。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇各部署ごとに節電目標を設定し、省エネ活動を推進

・節電・省エネに取り組む特別な組織はなく、各部署ごとに電力使用量を確認し、節電目標にそった

省エネ活動が行われ、四半期毎に進捗状況を報告し、進捗管理が行われている。 
 

▲中沼アートスクリーン㈱宇治工場 

▲ＩＳＯ壁新聞の発行による社

内情報共有 
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節電・省エネ活動に関する事例⑪

《取組内容と成果》 
〇作業時間をコンパクト化し省エネ化を図るとともに残業を半減化

・これまでの作業工程について、顧客への納期対応により困難な作業以外は、昼過ぎと夕方の出荷

時に合わせて、集中的な稼働を行うように工程稼働条件を見直し、可能な限り作業時間の集中化

を図った。 
・受注生産であり、顧客からの受注量により使用電力量は増減することから、電力量の削減効果の

把握は難しいが、昨年対比で残業が約 40％減の生産性の向上が図られている。 
 
〇各部課単位で節電対策を考え、オリジナルポスターによる啓蒙やＱＣ活動を展開 
・毎年、オリジナルポスターを作成掲示し、従業員への節電意識の高揚に資している。 
・また、各部署を単位にして、工程改善とか材料費の削減とかをテーマにＱＣ活動が行われており、

５月と 11 月には、全社での発表会が行われている。省エネ効果の高かったＱＣ活動は、他の部署

での横展開も行われている。 
 
〇設備投資による生産性の向上と省エネ化 
・新機種のレーザー加工機は、従来型の２倍のスピードの加工速度をもち、作業効率も上がる。既

存のレーザー加工機の１台は老朽化しており、極小の穴あけに対応した最新設備に導入予定であ

る。この新規の設備投資は、顧客ニーズに対応してメタルマスク印刷における極小穴あけを行う

ためのものであるが、これによる省電力型の生産設備への切り替えをもたらす。 
 
〇営業部と連携し設備投資に伴う新規顧客の獲得予測を提示 
・こうした設備投資に当たっては、顧客が求める製品を作るために必要であり、かつ作業効率が上

がることを示してきた。また、こうした製造や技術部門からの設備投資に関わる必要性に加え、

営業部門からの新たな設備導入による新規顧客の取り込みによる売上げ向上予測を示すことによ

り経営者幹部への説得材料としている。 
 
〇５Ｓ活動に力を入れたモノづくり

・クリーンルームでの作業が多いこともあり、「整理」「整頓」「清掃」「せいけつ」「躾」の５Ｓ活動

に力を入れている。無駄をなくすこと、きれいなモノは、きれいなところからでないと作れない

という意識を重視したモノづくりを推進している。 

《課題と今後の展望》 
〇無駄を見える化し改善するための使用電力量のモニタリング 
・無駄の多いところを見つけて改善することが必要であり、そのための電力量のモニタリングを実

施していきたい。 
 
〇 の段階的導入

・節電・省エネ効果の高い LED への変更を検討しており、まずは 24 時間常灯の非常用サインの

LED 化を進める予定である。この導入による費用対効果などを検証し、段階的に LED 化を進め

ていく。 
〇リスク管理への配慮

・当工場の生産能力を代替することはできないが、何かあってもある程度は、本社で対応できるよ

うなスペースは確保されている。また、原材料の供給が立たれることへのリスクを回避するため

に、原材料の１社購買は避けている。 
 
〇補助金等の情報提供の充実を

・昨年補助金の話を頂いたが、省エネ推進などに関わる補助金情報のアナウンスが知られていなく、

補助金等の活用制度をもっと公表していただきたい。 
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節電・省エネ活動に関する事例⑫

堅田電機㈱

経年による空調設備の更新と社員の省エネ意識による使用電力の削減

堅田電機㈱の概要

・所在地：滋賀県大津市 
・従業員数：219 人 
・主要製品：電子組立品・ユニット 
・マイクロコンピュータ応用システム

開発・設計・製造、各種電子制御基

板回路設計、各種電子制御基板アッ

センブリー及び品質保証。 

《要 点》 
〇空調設備の更新等による大幅な電気使用量の削減

・空調設備の更新による大幅な電気使用量の削減、工場屋

根の断熱塗装、照明・空調の運用改善などの省エネ投資

や省エネ活動を実施。

〇社員の省エネ意識の定着化

・環境取組に対して社員が自らの取組を書いた環境小冊子

を全社員が身に着け、環境方針を社内で共有し、省エネ

などの活動を実践している。 
〇省エネ性の高い建築物への建て替えを検討

・社屋の経年により、省エネ対策への根本的な対策が困

難となっており、省エネ性の高い建築物への建て替え

を検討している。 

《取組の背景・経緯》 
・当社の生産品の９割は海外生産であり、本事業所では、海外では対応できない精密製品、短納期・

少量品や試作品の製造を行っている。 
・生産は、午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分と午後 4 時～午前 2 時の勤務シフトで、製造設備の稼働

率をあげており、これに伴う節電・省エネが求められる。 
・電力使用量の高い設備・機器等は、空調機器であり、これに加え、冷熱試験機や恒温層など、製品

の評価試験時に電力消費が上昇する。 
・当社では、2004 年 1 月に ISO14001 の認証を取得し、環境に配慮した開発・設計による環境保全

の推進や事業活動に関わる資源とエネルギーの削減などへの改善プログラムを設定し、その推進に

あたっている。 
・当社社長は、これらの活動自体を目的とするのでなく、会社を良くする、日々の業務を良くするツ

ールであり、日々の業務にフィードバックしていくことを重視している。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
〇全社的な組織「環境推進委員会」を設置

・ISO14001 の認証取得により、環境管理の推進にあたる全社的な組織として「環境推進委員会」を

設置している。役職は問わずに各部門から選出された委員構成で月１回の会合し、環境目標に関わ

る取組の報告と課題などを討議している。なお、環境推進委員会のメンバーは概ね２年間を任期と

している。 
・このほか品質管理委員会など５つの部会があるが、他の部会に比して意識が低い状態であったが、

東日本大震災以降、環境推進委員会の活動は活発化してきている。 

▲堅田電機㈱ 
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節電・省エネ活動に関する事例⑫

《取組内容と成果》 
〇空調設備の更新等による大幅な電気使用量の削減

・空調設備が 17 年前のエアコンであり、最新機に順次更新を図ることにより、約 40％もの電力使

用量の削減効果を得た。 
・加えて、労働環境の改善に役立つとともに省エネ効果の高いことから、工場の屋根に断熱塗装を

行い断熱性の向上を図った。 
・節電や省エネ活動に当たっては、各部門に対して改善提案を求めることや社内にある「改善提案」

の仕組み（半年に１度の改善提案の提出が義務付けられている）を活用して従業員から改善提案

を求めることもある。 
 
〇社員の省エネ意識の定着化

・環境小冊子を兼ねたネームプレートを全社員が身に着け、環境方針を社内で共有している。 
・従業員の意識向上により、夏場の 28℃、冬場の 20℃の空調温度設定も定着化している。一方、

照明の間引きも行ったが、思ったほどの効果は得られなかった。 
 
〇無理のない目標設定と達成感

・節電・省エネ活動の目標設定は、活動に対する達成感が重要であり、無理のない目標を設定する

ことが重要である。 
・なお、目標設定は各部門より抽出し、事務局でまとめており、主管部門は電力使用量を監視し、

大きな変動があれば、当該部門が分析し改善に繋げている。 

〇省エネ設備への投資 
・設備投資前と後の効果や投資回収年を示すことにより、設備投資への承認を得た。空調の場合は、

８年位での投資回収での計画となっている。 
・一方、太陽光発電の設置については効果が少なく回収年も長期にわたることから承認が得られな

かった。 照明の LED への変更については、飛躍的に品質が高まってきていることや低価格化

していることから導入時期の様子を見ているところである。 
・部門ごとフロアごとに使用電力量のモニタリングを行ったが、正確な使用量の把握が困難であっ

た。 社屋も経年により老朽化してきており、また建て増しの建屋や壁が薄い簡易建屋もあり、

省エネ性の高い建築物への建て替えを検討していることから、省エネ設備の投資は控えている。 
 
〇生産設備の更新 
・コンプレッサーを省エネ性の高いものへと入れ替えたりはするが、生産設備そのものは、高額な

ものであり、容易には更新は難しい。 
・工場は夜間も稼動しており長時間使用しているため、照明については、LED への変更を検討して

いるところである。 
 
〇省待機電力製品の開発

・省待機電力製品の開発は、当社が電源基板の開発研究を行っていることから、顧客との共同で家

庭用エアコンへの製品開発を行っている。 

《課題と今後の展望》 
〇社員の環境意識の持続化と計画的な省エネ投資

・東日本大震災以降、社員の環境意識が高まってきたが、ややもすると環境への活動は忘れ去られ

がちとなることから、社員の意識の高まりを如何に継続していくかが課題である。 
・現状では、省エネへの計画的な設備投資計画が描けないでおり、計画的な設備投資を考えていき

たい。 
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節電・省エネ活動に関する事例⑬

トクデン㈱マキノ工場

計画的な動力の運用改善、高効率機器への移行、生産設備の独自開発による
省エネ化の推進

トクデン㈱マキノ工場の概要

・所在地：滋賀県高島市 
・従業員数：101～300 人 
・主要製品：電磁誘導発熱機器 
・マキノ工場では、誘導発熱ジャ

ケットロール、ハイブリットロ

ール等の製造、メンテナンスを

行っている 

《要 点》 
〇計画的な節電・省エネ推進

・滋賀県低炭素社会づくり推進条例に基づく事業者行動計画を

策定し、計画的な節電・省エネ推進に当たる。

〇動力の運用改善、高効率機器への移行

・コンプレッサーの高効率化、照明・空調の効率化、デマンド

電力監視装置による見える化などを計画的に推進し、大幅な

電力削減を実現。

〇生産設備の独自開発による省エネ化

・植物油を使用するＭＱＬ方式を採用した深孔加工機の開発

や金属同士の溶接に摩擦圧接機、誘導発熱による過熱蒸気発

生装置を独自開発し、環境への配慮や省エネ化に資してい

る。

《取組の背景・経緯》 
・本事業所は、３年前の新たな建屋の増築に当たり、非効率なものとなった各所に設置した小型コ

ンプレッサーを廃止統合し、全工場内のエアーを一元管理したことが、省エネ活動に取り組む発

端であった。計画的な省エネ活動が必要との認識の下、滋賀県低炭素社会づくり推進条例に基づ

く事業者行動計画を策定し公表した。 
・また、トップからは、電力使用量の見える化をして社員の意識向上とともに、生産設備の省エネ

化を進めることを要請され、社内での省エネ活動への継続的な取組が行われるようになった。 
・技術屋集団であり、必要な設備を自前で製作する。それは一長一短で、時間も経費もかかり、そ

の過程で学ぶことも多いが失敗作もあり、投資対効果からの問題があるが、ものづくりに熱心に

取組意気込みがある。 
・節電・省エネ活動は、①投資効果を検討し効率化を図ること、②どんな小さなことでもやれるこ

とは何でも実行する、③継続した改善に取り組む、④補助金を活用して計画的に推進することを

基本的な考え方に推進している。 
 
《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
○滋賀県低炭素社会づくり推進条例に基づく事業者行動計画に基づく計画的な節電・省エネ推進

・社長、工場長、管理部長等の管理職により３年間の事業者行動計画を策定し、これに基づき計画

的な節電・省エネ活動を推進。

○従業員からの「改善提案制度」と省エネ・高効率化生産設備の独自開発

・従業員からの改善提案と優れた提案を賞賛する「改善提案制度」から省エネ活動に展開するもの

もある。また、生産設備の改善は、生産技術委員会により計画し、担当部門が独自開発している。

▲誘導発熱ジャケットロール 
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節電・省エネ活動に関する事例⑬

 
 
 

 

《取組内容と成果》 
・以下の取組により、 年が 万 であった電気使用量は、 年度には 万 に、

年度は、 万 まで電気使用量が低減した。なお、 年度は、通常の２割以上の出荷額と

なった年であったが、電気使用量は減少している。

〇屋根の遮熱による空調効率のアップ

・空調効率を上げるために、融雪用散水設備を夏期に遮熱のために利用し、屋根に散水し空調効

率をあげ電力抑制を行った。

〇コンプレッサーの高効率化による電力の削減

・エアーコンプレッサーのエアー漏れ調査およびエアーの効率化、インバーダ式コンプレッサー

の導入による電力削減を行った。

〇工場照明の 化による電力の削減

・工場照明を水銀灯 からＬＥＤまたは、ＬＥＣに転換し、 のカットとなった。なお、

導入に当たっては、エネルギー使用合理化事業者支援補助金を活用。

〇空調の効率化による電力の削減

・ 台のエアコンを有しており出力で にもなり、夏場の最も電気使用量が高いことから、

デマンドコントロールを実施。当初はデマンド警報で空調を手動でピークカットしていたが、確

実なピークカットで ％の電力抑制を図るために自動ピークカットに切り替えた。

〇デマンド電力監視装置による見える化

・部署毎にパソコン上で消費電力が見えるようになっている。契約電力をオーバーすることはな

いが、待機電力が休日でも あり、その削減が課題となっている。また、工場内でも電力使

用量が「デマンド監視中～みんなで節電」と表示され、節電意識の啓発に資している。

〇生産設備の独自開発による省エネ化

・植物油を使用するＭＱＬ方式（セミドライ加工）を採用した深孔加工機を開発して環境負荷を

低減。なお、この生産設備の開発により「しが低炭素リーダー賞」を受賞している。

・さらに、大学や専門家の技術指導を頂きながら金属同士の溶接に摩擦圧接機を独自開発し、省

エネ化に資している。

《課題と今後の展望》 
○より一層の生産設備の省エネ・省力化や細かな監視システムの構築

・節電・省エネへの取組の成果が上がってきたが、より一層の生産設備の省エネ・省力化、大量の

電気を使用する設備に対するきめ細かな監視システムなど、今後の取組課題も多い。 
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節電・省エネ活動に関する事例⑭

甲西陸運 株

地域社会と連携した省エネ・創エネ事業の展開

甲西陸運グループの概要

・所在地：滋賀県湖南市 
・従業員数：245 人 
・主要製品：省エネ型照明、植物

育成用ランプ 
・輸送・保管事業に加えて製造、

省エネ照明器具、植物育成照明

器具の設計・製造 
 

《要 点》 
〇 化などの電気使用量削減対策の実施

・ 年以降、蛍光灯の間引き、デマンドコントローラの導入

によるピークカット、従来型蛍光灯の 化など電気使用量

削減対策を実施

〇太陽光発電事業（メガソーラー）事業等の展開

・物流倉庫屋根に約 4,200 枚のモジュールを装着したメガソー

ラー発電事業や 100KW 市民共同発電事業を展開。 
・得意先から引き取った食用廃油を自社のバイオプラントで精

製・活用(B100 横持車輛、地元温泉施設、ハウス農家のボイ

ラー)。
・風力とソーラーの発電に蓄電池を加え、無電源で電力を賄う

ための非常時対応の省電力発電装置を湖南市の緊急一時避難

所である中学校 校に設置。

《取組の背景・経緯》 
・資材調達から製造・加工、保管、配送までを一元化し、効率の高い総合物流業として活動してい

るが、経営理念の柱の１つに、「地域社会の発展に貢献できる企業 」「環境への配慮を考えた事業

展開」を掲げ、社長をはじめ、役員、従業員が一致協力して節電・省エネ対策を推進している。 
・1999 年より、物流機能を生かしたワンストップビジネスとして、植物育成用ランプや省エネ型照

明器具の開発製造を行っており、省エネタイプ照明器具の市場販売促進による地域消費電力量の

削減実現や医療機関向けの停電時の点灯照明器具の開発販売を推進している。 
・2013 年 2 月には「甲陸クリーンエネルギーセンター」を竣工し、太陽光発電事業（メガソーラー）

やバイオディーゼル（BDF）精製事業によりエネルギーの地産地消を目指した事業を展開。 
・また、蓄エネ事業として、風力発電＋太陽光発電＋蓄電池を電源とした LED 街灯設備を地域の防

災、災害時の非常用に提案している。 
・平成 25 年度 滋賀 CSR 経営大賞 準大賞受賞 “買い手よし、売り手よし、世間よし、未来よし” 
 
《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
○ の推進体制の中で、継続な節電・省エネを推進

・LED ライトなどの省エネ照明器具や高効率エアコンへの順次切り替えなど ISO14001 の推進体制

の中で、継続な節電・省エネを推進。

○行政や地域社会との連携

・当社の経営企画部が中心となり、省エネ・創エネ・蓄エネそして環境をテーマに、滋賀県、湖南市、大

学などと連携しつつ、企画推進。

▲甲西陸運㈱ 
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節電・省エネ活動に関する事例⑭

 
 
 

 

《取組内容と成果》 
〇 化などの電気使用量削減対策の実施

・2011 年以降、蛍光灯の間引き、デマンドコントローラの導入によるピークカット、従来型蛍光灯

の LED 化など電気使用量削減対策を実施。 
・蛍光灯の間引き（フロアにより 15～42％の削減効果） 
・デマンドコントローラの設置（14％の削減効果） 
・従来型蛍光灯を LED 化（48％の削減効果） 
・屋上に太陽光パネルの設置(倉庫内温度低下による冷房効率の向上) 
・電力監視機器の設置(見える化による管理と各部署での電気使用量削減) 
・エアコン稼働開始時期の分散(ピーク電力カット) 

〇廃食油を精製した 活用の取組

・得意先から引き取った食用廃油を自社のバイオプラントで精製し、

B100 での自社トラックやフォークリフトの燃料として活用するほ

か、地元の温泉施設やハウス農家の温風ボイラーとして使用。 
 
〇太陽光発電事業（メガソーラー）

・物流倉庫屋根に約 4,200 枚のモジュールを装着したメガソーラー発電事業を展開(2013 年 2 月稼

働)。倉庫内温度も夏場２℃～３℃低下し、倉庫内の作業温度・管理温度が向上している。 
・加えて、1 口 10 万円の市民出資と地域商品券による配当を行うコナン市民共同発電所と連携し、

中央物流センターの屋根 400 坪に 100KW の売電システムを設置(2013 年 9 月稼働)。 

〇災害救援電源「お助け救殿」

・風力とソーラーの発電に蓄電池を加え、無電源で電力を賄うための

装置を湖南市の緊急一時避難所である中学校 4 校に設置。 
湖南市教育委員会 “学校教育きらめきサポーター” 第 1 号に認定 

 

《課題と今後の展望》 
○補助事業など行政支援の充実

・省電力設備の導入に当たって、そのコンセプトは理解できるが、投資と導入効果（投資回収性）

が理解されにくい。行政による指導ならびに一層の補助金の充実（申請要領の簡素化も含め）が

必要。また、技術分野や販路拡大でのマッチングコーディネートを期待している。 
・廃食油は、家畜用飼料や洗剤の原料にも大量に用いられており、その需要が多い。その中で、BDF

まで精製し軽油の代替燃料化を図るとか、小規模燃焼装置の燃料として廃食油を活用しようとす

ると軽油金額なみの精製再生コストがかかる。行政が BDF を再生可能エネルギーとして位置づ

けるなら、補助金が最低 50 円/Kg なければ商業的に成り立つ事業に育たない。 
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節電・省エネ活動に関する事例⑮

パナソニック デバイスＳＵＮＸ竜野 株

「工場まるごとショールーム」として多彩な省エネ活動を継続実施

パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野
の概要

・所在地：兵庫県たつの市 
・従業員数：446 人 
・主要製品：産業デバイス商品、

カスタム商品、カスタム部品等 
・自ら製造する機器で「電力の見

える化」。パナソニックグルー

プ内の省エネモデル工場。 
 
 
 

《要 点》 
〇約 台の電力計を設置した見える化システムでの運用

・ ・ ・ の３棟の設備にどこの、どんななどの層別をして設

置しパソコンソフトを使用してムダ・ロスの発見や対策効果

を確認。

〇自ら製造する機器で「電力の見える化」

・エコパワーメータをはじめ自ら製造する機器で「見える化」

を導入し、省エネ活動を展開。

○「Ｂ Ａチャート」により節電・省エネ活動を推進 
・事業所内の部門長・リーダー毎に、月１回の削減経過を BA
（Before/After）チャートでまとめており、その成果は全社

に水平展開。 
〇「工場まるごとショールーム」としての役割

・取引先をはじめ各地域の商工会議所や工業団体など毎年、

名以上の見学者が工場見学に訪れる「工場まるごとシ

ョールーム」としての役割を発揮。

《取組の背景・経緯》 
・当事業所では、グループのマザー工場、エコとカスタムの拠点となっており、2005 年より、エコ

パワーメータをはじめ自ら製造する機器で「見える化」を導入し、省エネ活動を展開していた。 
・また、2007 年からは、当事業所トップのリーダーシップの下、パナソニックグループ内の省エネ

モデル工場のひとつとして「見える化工場」への取組が従業員一丸となってスタートした。 
・さまざまな商品を生産するなかで、「エコパワーメータ＋無線ユニット＋見える化ソフト

『KWWatcher』」を駆使し、 社内 650 ポイントの電力および各棟ごとの温度、流量が各自のパソ

コンから見えるようにし、ムダ・ロスの発見や対策効果の確認に使用している。 
・その結果、見える化導入時の 2005 年に対して 2011 年時点で、CO2 で 3,368t、原単位で 40%も

の大幅なエネルギー使用量の削減となっている。 
・なお、取引先をはじめ各地域の商工会議所や工業団体など毎年、1,500 名以上の見学者が工場見学

に訪れる「工場まるごとショールーム」としての役割も担っている。 

《推進体制・従業員の意識改革への工夫等》 
○「カテゴリー別Ｂ Ａチャート」により節電・省エネ活動を推進

・事業所内の部門長・リーダー毎に、月１回の削減経過を （ ）チャートでまとめて

おり、その成果は全社に水平展開している。

○「省エネ提案制度」による改善提案

・ 年より省エネを全員活動とするため、全従業員から月１回１件以上の省エネ提案を提出する

省エネ提案制度を設置。日頃の節電提案から設備改善に関わるものまで多彩な提案が出され、改

善への実践が行われている。

・また、節電・省エネ対策に限らず「創意工夫制度」を設けており、評価の高い提案に対して賞賛

し、環境などの改善に資している。また、「環境月間」を定めており、各種イベントに加え、従業

員からの環境改善提案を募集し「エコチャンピオン」として賞賛している。

▲パナソニック デバイス 
ＳＵＮＸ竜野 
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節電・省エネ活動に関する事例⑮

 

《取組内容と成果》 
〇約 台のエコパワーメータを設置

・５ 以上の電力を消費している装置・設備を対象

に約 台のエコパワーメータを設置している。

・ ・ の３棟の設備にどこの、どんななどの層別

をして設置しパソコンソフトを使用してムダ・ロス

の発見や対策効果の確認に使用。

＜照明関連省エネ＞

・個別スイッチ（ヒモに担当者名を付けて消灯管

理） ・共用場所自動点灯 ・適正照度による照明

適正化 ・Ｈｆ照明の採用 ・ＬＥＤ照明の採用

＜空調関連省エネ＞

・作業場間仕切り ・攪拌による室温均一化

・空調屋外機の間欠運転

＜生産設備関連省エネ＞

・設備待機電力削減 ・断熱によるロス削減

＜生産設備関連省エネ＞

・高効率トランスの採用 ・エアブロー化

・エアモレ対策 ・コンプレッサインバータ化

○インバータ式エアーコンプレッサの導入

・工場で使用する圧縮空気をつくるエアーコンプレッサについて、 クラスを 台保有していた

が、そのうちの 台が老朽化により更新時期となっていたため のインバータ式コンプレッ

サを導入。導入前は、 機 台＋αの稼動であったが、各コンプレッサの設定圧力の再設定に

よりインバータ機 台の稼動で工場エアーが賄えるようになり、Ｃ０ の排出量を年間 削減

することができた。

〇工場屋根の断熱塗装

・工場の折板屋根（約 ㎡）の塗装改修に際し、断熱塗装を行った。これにより、工場の空調

負荷が約 ％低減できる見込みとなり、電力量が年間約 万 、 の排出量を ｔ削減。

〇省エネビジネスの推進

・ 年から省エネ支援機器として簡易電力計を開発しデータ集収、無線技術を活かし、 にて「見

える化」するシステムを開発してきた。次にデマンド管理でピークを予測し、設備と制御する商

品を開発していく。

《課題と今後の展望》 
○「見える化」から「減らす化」へ

・デマンドコントロールによる空調等のデマンドピークを下げたり、ずらすなどの電力を抑えるこ

とを検討しており、これまでの「見える化」から「減らす化」へと一歩進んだ省エネ化を進めて

行く。

〇太陽光発電などの未利用エネルギーの活用促進

・太陽光発電などの未利用エネルギーの活用が進まなく、エネルギーの安定供給の１つとしての太

陽光発電の活用促進を行って頂きたい。 

約 650 台のエコパワーメ
ータをロガーを通してデ
ータ収集し工場全体の電
力をパソコンで監視 

▲大型モニタによる監視 
各棟の入口に大型モニタを設置して各種使用

エネルギー量を表示し啓蒙活動に活用 
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節電・省エネ活動に関する事例⑯

パナソニックエレクトロニックデバイス㈱

エコポンプの導入によりランニングコストも約２０ 削減

《背 景》

〇ポンプのライフサイクルコストの内 90％以上は電力であり、多数のポンプが使われており工場全

体に占める消費電力が大きい。 
〇ポンプの省エネ対策は、インバータを設置することにより行われていたが、Ｔ製作所製エコポン

プは、高効率設計、ウルトラ高効率モーター、インペラカットにより高い省エネ性能が期待でき、

今後ポンプの省エネを推進にあり有効な手段となる。 
〇パナソニックグループの主要ポンプメーカはＡ社であるが、高効率で省エネ性の高いＴ製作所製

エコポンプを評価し、有効と判断できれば、横展開を行っていくこととした。

 
《ポンプ効率化のポイント》

① 高効率設計 
② インペラーの改良→配管送水時の抵抗が少ない 
③ IE３モーター→ウルトラ高効率モーターの採用 
・IEC（国際電気基準会議）では、モーター効率の基準

値として、IE１（標準）、IE２（高効率）、IE３（超高

効率）を規定。Ｔ製作所製エコポンプは、IE３の効率

レベルに相当。 

《導入により実証できた経済効果》

〇投資回収 検証 削減効果：2,266（千円/年） 投資金額：4,000（千円） 
投資回収：4,000÷2,266 = 1.8（年）  

＜従来＞ 
・合計流量：703m3/h  

（6 台のポンプの合計） 
・1h 当りの消費電力量：116,000wh 
・単位流量当りの電力消費：165w/m3 
・1 年間当りの電力削減量： 1,015MW/年 

▲更新前ポンプ 

＜対策後の効果計算＞ 
・合計流量：234m3/h×3 台⇒ 703m3/h 
・1h 当りの消費電力量：30kw×3 台 

⇒ 90,000wh 
・単位流量当りの電力消費：128W/m3 

（▲22.4%） 
・1 年間の電力削減量 ：788.4Mwh/年 
・1 年間の電力削減金額 ：2,266（千円） 

▲更新後ポンプ 
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節電・省エネ活動に関する事例⑰

《尼崎鉄工団地の概要》

〇名称：尼崎鉄工団地共同組合 
〇組合設立：昭和 42 年 8 月 11 日 
〇組合数：設立時 32 社 、現在 23 社 
〇団地総面積:55,100.94m2 

《取組概要》

・近畿経済産業局の支援も受けながら、工業団地内の企業が連携し、一括受電を実施。 
・工業団地内の企業が連携し、デマンドの平準化等エネルギー需給のマネジメントのに取り組むこ

とにより、エネルギーコストの低減に成功している。 
・操業開始当時は、視察を多く受け入れた。 
 

 
 

出所：尼崎鉄工団地ガイドブック 
 

尼崎鉄工団地

工業団地内の企業連携によるデマンド平準化等エネルギー需給マネジメント
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節電・省エネ活動に関する事例⑱

《協和工業㈱の概要》

〇設立年：1953 年 4 月（創 業：1942 年 3 月）  〇所在地：愛知県大府市  
〇資本金：1,200 万円     〇従業員数：160 人 
〇主要製品：ユニバーサルジョイント、ステアリングジョイント 

《工程イノベーション》

〇円柱状の素材から成形しＵ字型ものヨーク（深さ 50ｍｍ程度）を作る工程では金型にかかる負

荷が大きく焼き付けが起きやすい。金型製作とプレスの仕方に改良を加え一発成形を可能にし

た。 
〇当初は２～３回鍛造する必要があったが１回で成形でき、焼き鈍しも省いた。焼き鈍しをしな

いと加工難度も大きいが製品の捩り強度が大きく向上する。この結果、加熱工程・冷却工程が

不要になり、省エネルギーとなり大幅なコストダウンも実現できた。 
《あらゆるものに対して内製化を基本とする》

〇同社は製品の自社ブランドに拘る中で、あらゆるものに対して内製化を基本としている。ＩＴ導

入で見られるように、外注する場合もベンダーにせず、社内組織横断的なプロジェクトチームと

して関わることで知識の集積を図っている。 
〇TOC の視点から工程全体を俯瞰し何がボトルネックなのかを把握し一種のサンクコストである

「情報のムダ」「管理のムダ」も回避している。一つ一つは特別なことでなくても、一貫した設

計思想に裏付けられていることがポイントである。 
〇なぜその仕様でつくらなければならないかをわかっていることが開発の前提としており、このこ

とが工程のイノベーションにつながっている。 
《等身大の装置開発 → 工程の削減 →外販》

〇ベルトコンベア、フォークリフト、クレーンさらにエレベータを撤去し、生み出された空間を有

効活用している。また、ベルトコンベアを廃止、薬品メーカー等と連携し、1 個流しの製造装置

の開発を行った。、潤滑材塗布装置は、通常９工程で構成されるものを、３工程で構成し、排出

処理設備が不要な小面積の 1 個流しの設備冷間生計用潤滑剤塗布装置を開発している。 
〇等身大の生産システムは、IT 活用と連動し、工程集約化にがリードタイム削減、事務作業負担

削減、在庫情報が一致を前提に自動倉庫撤去につながるなど、多方面に効果が出ている。 
《イノベーションを根付かせるための社長自らの人材育成》

〇Q（品質） C（コスト） D（納期） S（安全） E（環境）に於いて、いつも圧倒的であり

続けることが、ものづくり企業の本質と考え、「つくる設備からつくる」ことなど、問題解決能

力のある自立人材を社長自ら若手社員に直接指導することで組織の体質を変えることを目指し

ている。 
 
出所：中間財製造企業における工程のイノベーション 

ー製品開発とのリンケージの視点から－（小竹主査提供資料） 

協和工業㈱

工程そのものをなくす画期的な発想にもとづく工程のイノベーション
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節電・省エネ活動に関する事例⑲

㈱中央物産

ターゲットを明確にした蓄電システムの開発
（ｅ 蓄電システム実証・検証）

《㈱中央物産の概要》

〇設立年：1954 年 〇所在地：岐阜県中津川市 〇資本金：４億１千８百万円 
〇従業員数：330 人  〇主要製品：配管材、電動アシスト自転車モーター、太陽光発電システム 

《開発のねらい》

〇再生可能エネルギーの更なる活用 
・太陽光で発電された電気を蓄電池に充電し、自由にコントロールすることで再生可能エネルギ

ーの更なる有効活用化を探る。『“晴れ→発電 雨→発電しない”という弱点を克服する。』 
〇電気代のコストダウン（節電） 
・デマンドコントローラー、ピークカット機能、ピークシフト機能を駆使し、固定契約電力、使

用電力量を下げる事で電気代のコストダウンを図る。 
※契約電力：475kW→段階的に 385kW へ（-90kW) 

〇バックアップ電源として（災害保全、BCP 対策） 
・緊急のバックアップ電源として機能させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《導入により実証できた経済効果》

〇年間契約電力量の低減 
・ピークカット効果による電力量低減により、電力会社との年間契約料金が削減できた。 
（1,040 円 x 90kWh x 12 ヵ月＝112 万円/年） 

〇より効果的な電気料金の削減 
・太陽光システムと蓄電池システムを両軸で放電することにより、より効果的な電気料金の削減

が可能に。 
（18 円 x 6,000kWh = 10 万円/年)再生可能エネルギーの更なる活用 

 
出所：「enenova 蓄電システム」のご紹介 (株)中央物産（小竹主査提供資料） 

 

中央物産テスト実施 蓄電システム概要図 
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関係機関

●大阪商工会議所

電力需給問題に関わる会員企業調査と政府・関係機関への要望活動
等の実施

《要 点》 
①節電実績や経営への影響、今後電力不足が続いた場合の対応策 などについてアンケート調査を

実施

②省エネ・省 セミナー、環境問題研究会の実施

③大手企業と中堅・中小企業等による“環境・エネルギー分野”の技術開発と製品化・事業化を支援す

る「 フォーラム」（技術ニーズ説明会）を開催

《節電・省エネ支援に係わる取組》

〇電力料金値上げ影響調査

・関西電力管内の電気料金値上げ（平成 年４月１日から平均 ％）が企業経営に及ぼす影響などを

把握するため、平成 年３月に役員・議員会社 社を対象に、また、値上げ後の６月に「中小事業者

のための省エネ・省 セミナー」参加企業 社を対象にアンケート調査を実施。

・その結果、電力の安定供給と電気料金再値上げ抑止が求められ、差し迫った課題であるここ数年間の

電力需給の安定化と料金抑制に万全を期すことへの建議を、近畿商工会議所連合会として政府・関係

機関への要望活動を実施。

１）電気料金値上げによる生産・販売コストの上昇

３月調査では「５％未満」が約７割（ ％）であったものが、値上げ後の６月調査では半数弱

（ ％）にまで低下している。一方、「５％～ ％未満」（３月調査 ％ →６月調査 ％）や「 ％

～ ％未満」（３月調査 ％ → 月調査 ％）とする企業の割合は上昇し、電気料金値上げが現

実のものとなり、生産・販売コストのアップが経営に及ぼすダメージが強くなりつつある状況がうかがえ

る。

２）電気料金値上げによるコスト上昇分の販売価格への転嫁

各回調査とも、「ほとんど転嫁できない」との回答が８割以上。転嫁困難との懸念が、料金値上げ後に

現実のものとなっている。

３）電気料金値上げへの対応策

各回調査とも、「節電努力」「人件費以外のコスト削減」といった回答が上位であり、また、「人件費の

削減」は各回調査とも１割台から挙げられている。

製造業の「海外への事業拠点の移転・生産シフト」については、 月調査ではゼロであったものが、

３月調査（ ％）、 月調査（ ％）ではそれぞれ１割台半ばから回答があり、空洞化が懸

念される。

またヒアリングでも、電力供給の安定性とコストの両面で、新たな投資先として関西は他の地域と比較

し不利な状況を招いてる。
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《節電・省エネ対策に先進的な企業》

・本年６月に開催した省エネ・省 セミナーでは、パナソニック 株 エコソリューションズ社と

株 小松製作所大阪工場の担当者の講演や環境問題研究会における環境経営の取組事例として、

コクヨ 株 、本田技研工業 株 、キャノン電子 株 、 株 小松製作所、 株 東芝、東洋インキ 株

の担当者による紹介を頂いている。

〇省エネ・省 セミナー、環境問題研究会の実施

・省エネ・節電対策が必要とされる中で、省エネルギー・節電対策のポイントやエネルギーの「見

える化」によるムダの削減、現場に密着した省エネ・節電対策の実例とコスト削減効果などにつ

いて、中小企業を対象とした省エネ・省 セミナーを実施している。

・また、環環境ビジネスのトレンドをはじめ、企業の先進的な環境経営への取組事例、国・自治体

の環境施策の最新動向など、幅広い環境関連情報を専門家や企業・行政の環境部門の責任者の

方々から 回シリーズで解説いただくメンバー制のプログラムである「環境問題研究会」を実

施している。

さらに、大手企業と中堅・中小企業等による“環境・エネルギー分野”の技術開発と製品化・事

業化を支援する「ＭｏＴＴｏ ＯＳＡＫＡ フォーラム」（技術ニーズ説明会）を開催し、環境ビジ

ネスの振興に資している。
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● 一社 滋賀経済産業協会

県内企業への節電・省エネへの普及啓発からびわ湖環境ビジネスメッセ
を通じた省エネ・創エネ支援事業を実施

《要 点》 
①エネルギーの研究と配電自由化の研究などの環境委員会活動

②びわ湖環境ビジネスメッセの主催

③中小企業を対象とした省エネ・ 削減への支援事業

《節電・省エネ支援に係わる取組》

〇エネルギーの研究と配電自由化の研究などの環境委員会活動

・当協会では、環境委員会（滋賀県内の 事業所の代表者等で構成）を設置し、本年 回目を

迎えた「びわ湖環境ビジネスメッセ」の主催をはじめ、以下の節電・省エネに関わる活動を行

っている。

新エネルギーの研究と配電自由化の研究

・「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」の学習会と県当局との意見交換会

・「六重苦」から脱却し工場が定着できる低価格電力インフラの研究

・メガソーラー、バイオマス発電拠点視察の実施

省エネルギ－の研究

・省エネ研究会の開催

・省エネ相談の実施

・省エネ事例見学会

・ＣＯ２削減シンポジウムの開催

びわ湖環境ビジネスメッセの主催

・第 回を迎える環境ビジネスメッセを主催し、環境産業の育成を図る

〇中小企業を対象とした省エネ・ 削減への支援事業

・中小企業を対象とした省エネ・ 削減への支援事業としては、環境配慮型企業を発掘・育成す

ることを目的に、 年 月にＳＳＢＩ（しが持続可能ビジネスイニシアティブ）を発足し、

「知って得する省エネ活用術」の発刊、フォーラム・シンポジュウムによる県内企業への節電・

省エネへの普及啓発や省エネ研究会の開催、無料個別相談・診断事業を行っている。

・加えて本年度は、東日本大震災以降の厳しい電力需給状況や本年 月以降の電力値上げによる

コスト増等を受け、「中小企業等節電・省エネサポート事業」を行っている。

〇会員企業の節電・省エネ対策について

・当協会では、電気料金値上げに伴う会員企業への影響と対応について、アンケート調査を実施

したが、 ％（ 社）の企業で電気料金値上げを販売価格に転嫁できず利益減少としている。

・対応策としては、 ％（ 社）の企業で「照明や空調の節電」が実施される一方で、「生産の

減少」（ 、 社）や「海外生産の強化」（ ％、 社）といった滋賀県下の産業活力維持に

危惧される結果を得ている。
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・なお、今後力を入れたい事業分野とし

ては「環境・エネルギー関連分野」が

％（ 社）とであり、次いで「医

療健康・福祉関連分野」「産業機械関

連分野」がそれぞれ ％（ 社）と

環境・エネルギー関連分野への事業展

開を図る企業が多い。

出所：滋賀経済産業協会「平成 25 年度 第 1 回会員景気動向調査」（平成 25 年 7 月） 

《節電・省エネ対策に先進的な企業》

・環境委員会に所属する企業は、節電・省エネ対策に熱心である。特に、旭化成 株 守山支社、

ダイキン工業 株 滋賀製作所、 株 たねや、パナソニック 株 アプライアンス社、 株 ブリジ

ストン彦根工場などの大手企業は、環境経営に取り組んでいる。また、中小企業では、大津市

と環境保全協定を締結し地域環境維持にも取り組んでいる近江鍛工 株 やバイオマス発電事業

を進めている山室木材工業 株 があげられる。

・なお、環境委員会所属企業ではないが、ＬＥＤの製造も行う甲西陸運 株 が、物流倉庫の屋根

を活用したメガソーラー発電事業、廃食油を原料としたバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）精製

事業への取組など、エネルギーの「地産地消」を進めている。



 
 

91 
 

●日本政策投資銀行

「 格付」融資等を通じた事業継続対策支援

《要 点》 
①「 格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資制度で、 年 月末現在の累計で、

件、約 億円の 格付け融資を実施（うち、関西本社企業 件、 億円）。

②関西本社企業への環境格付実績は、 年 月末現在、累計 億円、 件。

《節電・省エネ支援に係わる取組》

〇ＢＣＭ格付けの目的 企業価値、競争力の源泉としての防災力・事業継承力

・ では、防災・減災や事業継続への取組を行っている先進的な企業や、今後取組を推進してい

くことを考えている企業に対し、「 格付」融資の普及を通じて、「事業者の皆様」と「投資

家・金融機関」の対話や協調を促し、将来は、これまで評価が不十分であった企業の防災力と事

業継続力の両側面について、企業価値への反映を目指している。

格付融資の商品設計

・「 格付」融資は、 が開発した独自の評価システムにより防災及び事業継続対策への

取組の優れた企業を評価・選定（ＢＣＭスクリーニング）し、その評価に応じて融資条件を設

定するという、「 格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資制度である。

格付融資実績

・ 年 月末現在の累計で、 件、約 億円のＢＣＭ格付け融資を行っている。

・関西本社企業では、近畿日本鉄道 株 、 三ツ星ベルト 株 、（株）関西スーパーマーケット、 大建工業

（株）が取得

お
客
様

ＢＣＭスクリーニングの実施

 

防
災
対
策
評
価

①防災計画

②教育・訓練

③組織 
ＢＣＰ評価の前
提として

事
業
継
続
対
策
評
価

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

ランクＡ

（特別金利Ⅱ）

ランクＢ

（特別金利Ⅰ）

ランクＣ

（一般金利）

ランクＤ

（対象外）防災対策項目で基準未達

「防災対策関連」「ＢＣＰハード関連」「ＢＣＰソフト関
連」の 分野から評価⇒合計約 項目、 満点

DBJ BCM 格付ロゴマーク 
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格付クラブ

・企業危機管理のプラットフォームとして、「 格付」を取得した企業（防災格付含） の

構成による、複雑で相互に依存するリスクを、企業がより的確に理解、管理、対応するための

組織や地域の境界を越えた協議・共有を行う場を設け、サプライチェーンへの拡大化を推進し

ている。

〇関西本社企業における環境格付について

・ＢＣＭ格付融資に先駆けて、平成 年より「環境格付」（環境に配慮した経営の評価）と格付

に応じた「優遇金利融資」を行っている。

・ 関西本社企業における環境格付実績は、 年 月末現在、累計 億円、 件である。

取得企業の特徴としては、化学工業（ 件）が最も多く、これを含む素材型製造業が ％（

件）、加工組立型製造業が ％（ 件）、卸・小売（ 件）、運輸関係（ 件）を中心に非製造

業が ％（ 件）である。

・また、単なる省エネ設備・ 低排出設備の導入から、プロセスの見直しやマネジメントシス

テムの見直しといったソフト面の取組が増えている。資金使途としては、純粋な環境対策投資

のみならず、増強投資・更新投資の一部で設備の高性能化（省エネ化）を図るという資金使途

も多い。

〇関西本社企業の投資意識調査

・近年の関西の設備投資動向をみると、 年～ 年にかけて、大阪ベイエリアを中心に液晶

やプラズマパネルとか、リチウムイオン電池などのパネル工場が建てられた「パネル景気」の

時期があり、東日本大震災以降の設備の伸びは、電力不足等に対応し自家発電装置や省エネ設

備を導入するＢＣＭ投資が行われた。

・ 年度の設備投資計画の特徴としては、大型投資の反動減や自家発電等のＢＣＭ対策投資の

一巡により製造業が微増にとどまる一方、沿線開発や小売業の新規出店等が相次ぐ非製造業が

けん引し全産業の増加率は全国よりも高いレベルとなっている。

・製造業の過去５年間の国内における投資動機を見ると、 年度には、 ％を占めていた「能

力増強」が 年には ％にまで減少し、「合理化・省力化」及び「維持・補修」といった

投資が ％となっている。

・また、今後３年間の国内外生産拠点への投資見通しとしては、海外拠点への設備投資を相対的

に強化する企業が ％ 年度は を占め、原材料・部材調達を海外からの調達を高

めている企業も ％（ 年度は にのぼった。業種によって程度の差はあるものの、

関西本社製造業の海外シフトは、サプライティーンを含めて、進展する見込みである。

《節電・省エネ対策に先進的な企業》

・関西本社企業では、近畿日本鉄道 株 、 三ツ星ベルト 株 、（株）関西スーパーマーケット、 大建工業

（株）が 格付融資を取得
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●大阪ガス 株

製品・サービスを通じた節電・省エネ化の推進

《要 点》 
①エネルギー診断から天然ガスコージェネレーションシステムをはじめとした高効率機器・システムの導
入、メンテナンスまで省エネファクトリー化へ支援を実施

②ハード面の支援のみならず、ソフト面からの省エネ・ 削減に貢献するため「エコウェーブ」や国内

初の 削減ファンド「 （エナジーバンク）」事業を展開

《節電・省エネ支援に係わる取組》

〇ガス製造工程における省エネ「冷熱発電」

・大阪ガスは天然ガスを産出国で液化し、マイナス ℃の液化天然ガスとして輸入している。

この冷熱エネルギーを動力として回収することが重要であり、泉北製造所に世界初の 冷熱

発電プラントを建設し、 年より稼働している。加えて、冷熱活用した関連会社のリキッド

ガスグループの液化ガス事業や隣接の三井化学のエチレンプラントへの冷熱供給により、冷熱

エネルギーを ％活用している。

・さらに、 輸送時にさらなる省エネルギーを実現する低燃費型の 船 隻を建造中で、従来

船比 以上の低燃費を実現し、 排出量の抑制と輸送コストの低減を図ることとしている。

〇製品・サービスを通じた節電・省エネ化の推進

・大阪ガスの事業活動に伴って排出される 量は約 万トンであり、一方使用時の排出量は

万トンであることから、製品・サービスを通じた節電・省エネ化を推進することが重要で

あり、天然ガスコージェネレーションシステムをはじめとした高効率機器・システムの提案に

注力してきた。

・なお、 年代のコージェネ普及拡大以降、都市ガスの消費量は家庭用から工業用の消費量が上

回っている。

格付融資実績

・ 年 月末現在の累計で、 件、約 億円のＢＣＭ格付け融資を行っている。

・関西本社企業では、近畿日本鉄道 株 、 三ツ星ベルト 株 、（株）関西スーパーマーケット、 大建工業

（株）が取得
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省エネファクトリーへの提案活動

・大阪ガスでは、下図のプロセスによる省エネファクトリーへの提案活動を行っている。

ソフト面からの省エネ・ 削減に貢献

・ハード面の支援のみならず、ソフト面からの省エネ・ 削減に貢献するため「エコウェーブ」

や国内初の 削減ファンド「 （エナジーバンク）」事業を展開している。

「エコウェーブ」とは、大阪ガスグループが省エネ性の高いコージェネレーション設備や

・天然ガスを使用した空調設備などを利用者の敷地内に設置し、利用者は初期投資することなく、

エネルギー加工量に応じたエネルギーサービス料金を支払うことで、省エネと省コストの両方

を実現できるビジネスモデルである。累計で、 件超、契約金額で約 億円の実績がある。

・また、資金面からのサポートを実施する「エナジーバンク事業」は、日本政策投資銀行 ％出

資、（株）スマートエナジー ％出資の、大阪ガスグループによるエネルギーサービス専用の

（特別目的会社）であり、 年 月からスタートし、 件以上の実績を上げている。

・さらに省エネルギー設備導入後も、大阪ガスの遠隔監視システムで収集した利用者のガス機器

運転状況やエネルギー消費実績をインターネット経由でデータ提供するサービス「エネフレッ

クス」を提供している。

ワンストップ・サービスの展開・省エネ対策プロセス

ﾌｧｲﾅﾝｽ提案 設計省ｴﾈ提案ｴﾈﾙｷﾞｰ診断

現場ロスの

発見，改善

生産ﾌﾟﾛｾｽ

見直し

ｼｽﾃﾑ改良

高効率ｼｽﾃﾑ

への更新

・無駄をなくす

・工場全体の精査

修繕・簡易な改善

・生産ﾌﾟﾛｾｽ見直し

・熱計測診断

ｼｽﾃﾑ見直し・改良

・技術開発、テスト

・設備入替

設備単体の更新

施工 メンテナンス

省エネ対策のプロセス

大阪ガスの省エネ・節電エンジニアリング

 

《節電・省エネ対策に先進的な企業》

・ 株 ジェイテクト国分工場（柏原市）の停電時におけるエネルギーの安定エルギー効率も高い停電時の

自立運転機能付きのガスコージェネレーションシステムおよび廃熱利用型システムの導入をはじめ、田

辺三菱製薬（株）加島事業所、ブリヂストン 株 彦根工場、大日本住友製薬 株 総合研究所などの工場

のみならず多くの導入事例がある。
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参考資料２ 文献調査結果

東日本大震災後の製造業の電力需給問題に関しては、その取組実態と効果、経営に及ぼす影響

などを把握するため、国や産業団体等においてアンケート調査が実施され、報告されている。

また、国においては、計画停電や電力使用制限を用いることなく、エネルギー需給安定を図る

ため、エネルギー構造の改革を先行的に実施する「エネルギー需給安定行動計画」をまとめてい

る。

そこで、①東日本大震災後の電力需給対策に関する実態調査に関わる報告書、②国の需給構造

改革へのビジョンにくわえ、今後の製造業の節電・省エネのあり方を検討するために③エネ需要

対策を契機とした生産性向上・競争力強化に関わる以下の文献調査を行った。

加えて、節電・省エネ活動の取組事例について文献調査により収集した。本章では、収集事例

から特徴的な５事例を紹介している。

調査対象文献一覧

文献名 著者ないし機関 発行年月

１．東日本大震災後の電力需給対策に関する実態調査に関わる報告書

文献①
今夏の電力需給対策に関するアンケート結果につ

いて

社 日本経済団体
連合会

平 成
年 月

文献②
「今夏の節電に関するアンケート調査」結果につい

て
大阪商工会議所

平 成
年 月

文献③ 「今夏の節電実績に関する調査」の結果について 大阪商工会議所
平 成
年９月

文献④
事業所アンケート調査に基づく 年夏の節電実

態

一財 電力中央研
究所

平 成
年５月

文献⑤
今夏の電力需給対策の進捗状況について （産業界

及び地域の取組）
経済産業省

平 成
年６月

２．国の需給構造改革へのビジョン

文献⑥
エネルギー需給安定行動計画～エネルギー構造改

革の実現に向けた需給安定策の具体化～

エネルギー・環境
会議

平 成
年 月

３．エネ需要対策を契機とした生産性向上・競争力強化に関わる文献

文献⑦ 攻めの節電、守りの節電 日経ものづくり
平 成
年 月

文献⑧
エネルギー管理は「危機管理」

－ 危機状況の想定外想定の分析と対策行動計画－

藤原洋記 著

（現代図書）

平 成
年 月

文献⑨
持続可能な節電に関する調査－デルファイ調査と

シナリオ分析による将来展望－

文部科学省 科学

技術政策研究所

平 成
年 月
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参考資料２ 電力需給問題に関わる文献調査

１．東日本大震災後の電力需給対策に関する実態調査

産業界は、今夏の電力需給の逼迫を受け、電力対策自主行動計画を策定し、実行してきた。

各企業や業界が主体的に多様な取組を進めることで、電力のピーク需要の削減に大きな成果を

あげる一方で、企業活動に様々な影響を及ぼした。

そこで、企業が行った各取組の効果や影響を具体的に検証し、今後の政府の政策や産業界の

取組にフィードバックすべく、以下の要領でアンケートを実施した。

今夏の電力需給対策の中で、ピークカットの観点から効果のあった取組 図

① 製造業・非製造業とも、「照明・空調の運用改善」に効果があったとする企業が最も多

い。

図 効果のあった取組

今夏の電力需給対策に関するアンケート結果について

（ 社 日本経済団体連合会 平成 年 月）

 

文献①

１．趣 旨 

１．送付総数： 社
２．回答総数： 社 （製造業： 社、非製造業： 社）
３．調査対象： 会長・副会長会社、評議員会議長・副議長会社、資源・エネルギー

対策委員会委員会社
４．回収率： ％
５．調査期間： 年 月 日～ 月 日 

２．調査結果 

0 20 40 60 80 100

⑪その他

⑩電力対策としての生産活動量の削減

⑨照明・空調以外の省エネ機器等の導入

⑧照明・空調に係る省エネ機器等の導入

⑦照明・空調以外の機器の運用改善

⑥照明・空調の運用改善

⑤生産時期のシフト、設備の定期検査・修理

時期のシフト

④事業活動の圏外シフト（国内）

③休日・休暇の活用

②夜間・早朝操業等の勤務時間シフト

①自家発電、蓄電池の導入・活用

全体 製造業 非製造業
(％)
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②「照明・空調の運用改善」の他に効果のあった取組としては、製造業では、「自家発電、

蓄電池の導入・活用」、「休日・休暇の活用」、「夜間・早朝操業等の勤務時間シフト」を挙

げたのに対し、非製造業では、「照明・空調以外の機器の運用改善」を挙げた企業が多い。

効果的な対策、今後実施可能な対策 表

① 「効果的であり、今後も実施可能」なものは、「照明・空調の運用改善」とする企業が最

も多い。但し、労働環境悪化等の問題あり。

②「自家発電、蓄電池の導入・活用」、「休日・休暇の活用」、「夜間・早朝操業等の勤務時間

シフト」を効果のあった取組として挙げた企業が多いが、コストや従業員の家庭生活への

多大な影響、社内外のコミュニケーションが困難になる等の問題があるため、「今後も実施

可能」という回答は 社のみ

表 今夏の電力需給対策の中で、ピークカットの観点から効果のあった取組 製造業 社

取組 効果あり
最も効果

あり
主な困難・負担

今後も実施可能
（回答社数）

①自家発電、蓄電池の導入・
活用

・燃料調達難
・高価燃料調達
・多額のコスト
・石炭灰処理等コスト
・ 増加
・慣れない作業によるストレス

６ （３社は条件付
き）＊注

②夜間・早朝操業等の勤務
時間シフト

・従業員の家庭生活への影
響（託児・介護の不便、従
業員の両親による育児へ
の対応、育児対応のため
に土曜に休暇取得、家族
団欒・コミュニケーション機
会減少、体調不良、地域
行事・結婚式等への参加
に支障（参加のために有休
取得、行事不参加、行事
日程の変更））

・社内コミュニケーションへの
影響

１

③休日・休暇の活用
（輪番休業（企業、業界、職
場）、土日の活用、夏季休暇
の大型化・分散化）

０

④事業活動の圏外シフト（海
外）

－
０

⑤事業活動の圏外シフト（国
内）

－
０

⑥生産時期のシフト、設備の
定期検査・修理時期のシフ
ト

－
（条件付き）

＊注

⑦照明・空調の運用改善（間
引き、消灯・停止等）

・労働環境悪化 照明：
空調：

⑧照明・空調以外の機器（エ
レベーター、 機器等）
の運用改善

・利便性低下

⑨照明・空調に係る省エネ機
器等の導入（ 、高効率
空調等）

３

⑩照明・空調以外の省エネ
機器等の導入

２

⑪電力対策としての生産活
動量の削減（需要減に伴う
生産活動量の減少は除く）

０

⑫その他（デマンドコントロー
ラー設置等）

０

＊注 ：自家発電の活用については、卸供給料金への適切な転嫁等、一定の条件の下で可能と回答

＊注 ：製品の納入に支障がない範囲で実施可能と回答
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今夏のような電力需給の逼迫した状況が、今後 ～ 年続いた場合に、事業活動に及ぼす影響

大半の企業 製造業 が、生産・投資・収益に影響を及ぼすと回答した。

図 事業活動に及ぼす影響（製造業 社）

政府に対する主な要望

短期的要望

① 計画停電は回避すべき。

② 当面の電力需給見通しを早期に策定すべき。

③ 自家発電設備の維持・増設や省エネ機器の導入費用について、補助を望む。

④ 安全を前提に原子力発電所を速やかに再稼働すべき。

⑤ 電力の使用制限に際しては、産業界のみに過度な負担を強いることのないようにすべき。

⑥ 今冬・来夏も電力使用制限を実施する場合には、早期に決定すべき。

中長期的要望

① 企業の競争力強化に繋がる中長期のエネルギー政策を策定すべき。

② 企業が安心して設備投資や生産活動計画を立てることができるように、電力の安定供給

を確保すべき。

生産への影響

投資への影響

収益への影響

影響あり 影響なし その他

▲コスト上昇により、収益が悪化する

▲国内における生産の縮小・停止
を余儀なくされる

▲国内における新たな設備投資
が困難となる
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http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/k121012sd.pdf 
 
 
経済産業省と大阪をはじめ京都・神戸・札幌・高松・福岡の６商工会議所、および関西をは

じめ北海道・四国・九州の４経済連合会は、今夏特に電力需給が厳しかった各電力会社管内に

おける企業の節電対応とその影響、電力不足・料金上昇が経営に及ぼす影響などについて把握

するため、標記調査を共同で実施した。

 

※以下については、大阪商工会議所、関西経済連合会が関西地域のポイントを抽出。

今夏の節電実施状況

～関西の大口需要家の２割近くが操業日時を変更

・ほぼ全ての企業が、今夏に「節電を実施した」と回答。

・具体的には、「こまめな消灯」や「空調温度を高め（ ℃など）に設定」など照明や空調

の調整に関するものが上位を占めた。他方、関西の大口需要家では、２割近くが「操業日

や操業時間帯のシフト」を行うなど、生産活動自体への影響も見られる。

今夏と同様の節電取組可能性

～関西の大口需要家の約３割が今夏のような節電は困難

・ 関西の大口需要家では、約３割が「節電には協力するが、今夏と同様の節電取組は困難」

とするなど、節電継続は苦しい状況。

無理がないと思われる節電目標

～「５％未満」が３割前後と最多。「 ％以上」は少数

・ 無理なくできる節電は、「５％未満」との回答が最多。関西の小口需要家では３割台半ば、

大口需要家でも約３割に達する。

・ 他方、今夏のような「 ％以上」の節電が可能な企業は、関西の小口需要家で７％にと

どまる。

「今夏の節電に関するアンケート調査」結果について

（大阪商工会議所 平成２４年１０月）

 

文献②

１．趣 旨 

・調査期間：平成２４年８月下旬～９月上旬 
・調査対象：６商工会議所と４経済連合会の会員企業 合計：9,200 社 
・回 答 数：６商工会議所と４経済連合会の会員企業 合計：1,510 社 

（有効回答率 16.4％） 

２．調査結果 
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電力不足が将来的に継続した場合の影響

～電力不足が続けば関西企業の３割前後が「生産・営業の抑制」

・電力不足が将来的に継続した場合の影響について、関西の企業（大口・小口需要家）の３

割前後が「生産・営業の抑制」を、また関西の小口需要家の２割台半ばが「取引先の生産

抑制による受注の減少」を挙げるなど、経営に深刻な影響を及ぼす可能性がある。

・さらに、関西の大口需要家の１割が「生産拠点・事業所の海外移転」を挙げるなど、国内

産業の空洞化の加速も懸念される。

図 電力不足が将来的に継続した場合の影響

仮に今後電力料金が上昇した場合の影響

～関西の小口需要家の５割台半ばが「販売価格に転嫁できず利益が減少」

・仮に今後電力料金が上昇した場合、関西の小口需要家では、「販売価格に転嫁できないた

め利益が減少する」が５割台半ばに達するなど、最多。

・また、関西の大口需要家では、２割弱が「給与や人員の削減」、１割台半ばが「設備投資

や研究開発の抑制」、約１割が「生産拠点・事業所の海外移転」を挙げるなど、経済成長

や雇用環境の悪化に繋がる可能性がある。

0 10 20 30 40 50

無回答・不明

その他

特に影響はない見通し

取引先の海外移転に伴う受注・販売減少

取引先の生産抑制による受注減少

他企業への生産・販売委託を増やす

生産拠点・事業所の海外移転

生産・営業を抑制せざるを得ない

大口需要家(N=175) 小口需要家(N=584)
(％)
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 大阪商工会議所は、９月７日（金）に関西電力管内における夏の節電要請期間が終了する

のを前に、役員・議員会社を対象に、節電実績や経営への影響、今後電力不足が続いた場合の

対応策などについてアンケート調査を実施した。

それによると、今夏については結果的に経営への大きなダメージを指摘する企業は比較的少

ないものの、同様（ 年夏比 ％以上）の節電要請が今後も続いた場合、２割弱の企業が

関西電力管内以外への生産シフト・移転を検討するとしている。

 

今夏の節電対策・実績について

１）今夏実施した節電対策

～「照明」「空調」「ＯＡ機器」が上位３項目 次頁図 参照

・当初実施を検討した節電対策、実際に行った対策とも、「照明機器の調整」（検討 ％

→実施 ％）、「空調の調節」（検討 ％→実施 ％）、「ＯＡ機器の調整」（検討

％→実施 ％）が上位３項目。

・他方、新たな支出を伴う「省エネ設備・備品への切り替え」も半数弱（ ％）が実施

したとしている。また、「操業・営業時間の短縮や変更」（ ％）、「操業・営業日の変

更」（ ％）など、経営や従業員への負荷の大きい対策も一定数の実績が見られた。

２）今夏の節電実績（表３／単数回答）

～「 ％節電をクリア」は５割台半ば

・節電要請（ 年夏比 ％以上）をクリアしたとする企業は、合計５割台半ば（ ％）。

一方、「５％未満」「５％～ ％未満」も合わせて４割強（ ％）見られるなど、各社の

体力に応じた節電対応がうかがえる。

節電対策実施に伴う経営への影響について

～ダメージを指摘する企業は比較的少ない

・「生産・販売コスト」「人件費」「売上高」「経常利益」の何れについても、「ほぼ影響なし」

が大勢。ただし、「生産・販売コスト」については１割強（ ％）の企業から節電対策

実施により「増加」したとの指摘があった。

「今夏の節電実績に関する調査」の結果について

大阪商工会議所（平成２４年９月）

文献③

１．趣 旨 

・調査期間 ：平成 24 年８月 23 日（木）～９月３日（月） 
・調査対象 ：150 社（大阪商工会議所 役員・議員会社） 
・有効回答数： 82 社（回答率 54.7％）

２．調査結果 
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図 当初実施を検討した節電対策と実際に行った対策

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

無回答

⑳特に対策は検討（実施）しなかった

⑲ その他

⑱節電期間までに前倒し生産・備蓄

⑰電力使用量の可視化（電力使用料の測定システムの導入

など）

⑯蓄電池の導入・増設

⑮自家発電設備の導入・増設・稼働率向上

⑭省エネ設備・備品への切り替え（ＬＥＤ照明・省エネパソコンの

導入など）

⑬動力の調整（エレベーターの稼働削減・停止など）

⑫ＯＡ機器の調整（不使用時の電源オフ、バッテリー活用など）

⑪照明機器の調整（昼休みの完全消灯、照明の間引きなど）

⑩電力以外（石油・ガスなど）を使用する空調機器の活用

⑨空調の調節（室内設定温度の引き上げ、エアコンの一部停

止など）

⑧ブラインド・断熱シートの活用・建物の緑化などによる遮熱

⑦スーパークールビズの推奨（ポロシャツの着用など）

⑥仕入先の減産に伴う調達先の変更／国内外他地域からの

部材調達比率の拡大

⑤国内他地域（関西電力管内以外）での代替生産／生産拠

点・事業所の国内他地域への移管・分散

④海外での代替生産／生産拠点・事業所の海外移管・分散

③生産設備・事業所・店舗などの一部操業・営業停止／生

産・サービスの抑制

②操業・営業時間の短縮や変更（休業日の追加、サマータイ

ムの導入、夜間シフトなど）

①操業・営業日の変更（土日の休日の他の曜日への振り替え、

輪番休業の実施など）

当初検討していた今夏の節電対策 実施した今夏の節電対策
(％)



 
 

103 
 

今後の節電要請と事業所の移転について

１）節電要請の継続に伴う関西電力管内以外（海外含む）への移転検討

～製造業の半数以上が事業所の移転を検討

・今後どの程度の節電要請が続いた場合、関西電力管内以外（海外含む）への事業所移転

を検討するかについては、「 ％～ ％未満」との回答が ％の企業からあげられる

など、全体のおよそ４社に１社（ ％）が、移転を検討するとしている。

・特に製造業では、「 ％～ ％未満」が約４割（ ％）の企業からあげられるなど、合

計半数強（ ％）が移転検討を表明。

２）移転を検討する拠点・機能

～「生産拠点」がトップ

・「生産拠点」との回答が全体の４社に３社（ ％）、また製造業の全て（ ％）から

あげられトップ。

今夏のような節電要請が続いた場合の対応策について

～２割弱の企業が関西電力管内以外への生産シフト・移転を検討

・「人件費以外のコスト削減」が３割弱（ ％）見られるほか、「国内他地域での生産の

実施・拡大／国内他地域への移転」が２割弱（ ％）、「海外生産の実施・拡大／海外

移転」が１割台半ば（ ％）から挙げられている。

・国内他地域・海外への生産シフト・移転の声は、特に製造業で多い。
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東日本大震災後の電力不足を受け、 年夏には各業界で大幅な節電対策が進められた。

その貴重な経験を詳しく事後検証し、今後への示唆を得ることが重要である。

本稿では、 年 月～ 月に当所で実施した全国の事業所約 件へのアンケート

調査結果について、 年夏において節電が特に重要であった東北電力・東京電力管内（以

下、東日本地域）を中心に報告する。

アンケート調査の概要

実施期間 年 月 日～ 月 日

調査対象 帝国データバンクの「事業所データファイル」より、沖縄県を除く全国
の従業員数 名以上の事業所（東北・東京電力管内は従業員数 名
以上）を抽出。計 件。

調査方法 質問紙郵送法

サンプル 回収数 （回収率 ％）

調査項目 節電目標・実績、実施した節電対策、ピーク電力・節電効果の内訳、節
電対策費用、エネルギー管理体制 等

今夏の節電対策・実績について

・本調査サンプルにおける夏期最大電力の前年比削減率の平均値は、東北、東京、関西の

電力会社管内において、それぞれ 、 、 であった。

表 年の夏期最大電力と 月使用電力の対前年削減率

北海道 東北 東京 中部 北陸

夏期最大電療の
削減率※

月使用電力量
の削減率※

電力統計による
削減率※

関西 中国 四国 九州

夏期最大電療の
削減率※

月使用電力量
の削減率※

電力統計による
削減率※

※1 2010 年 7 月～9 月の最大電力に対する 2011 年 7～9 月の最大電力の削減率 
※2 2011 年 7 月の使用電力量の対前年削減率 
※3 電気事業連合会「電力統計情報」における電力需要と特定規模需要の 2011 年 7 月の使用電力量の対

前年削減率 

事業所アンケート調査に基づく 年夏の節電実態

（ 一財 電力中央研究所 平成 年５ 月）

 

文献④

１．趣 旨 

２．調査結果 
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今夏の節電対策・実績について

・産業部門では、時間シフト、生産プロセスの稼働減、自家発電による節電寄与が大きかっ

た。大口需要家の工場では で時間シフト対策が、 で自家発電設備による節電対策が

実施された。

・「緊急節電」が進展した一方で、外気導入量の制御など「省エネ」の実施率は低く、デー

タを用いたエネルギー管理の実施率も低かった。エネルギー管理体制の強化や基本的な省

エネ対策の推進の余地は依然として大きいと考えられる。

図 主な節電対策の分類と実施率（工場）

 事業所当たりの費用総額と内訳
・節電費用には、０円～数億円まで、事業所によって発生した費用に大きな開きがあった。

大口の工場では、全く費用がかからなかったのは のみであり、 万円以上を要し

た工場が ％存在した。

0 20 40 60 80 100

ポンプ・ファンのインバータ化

LEDの導入

コンプレッサの圧力低下

昨年ピーク電力の内訳把握

照度の実測値の確認・活用

外気導入量の制御

自家発電対策（新設・増設、稼働増等）

時間シフト（輪番休業、夜間・早朝シフト等）

室内設定温度の変更

不要時・不要エリアの消灯

照明の間引き・減灯

大口需要家 小口需要家
(％)

①
使
用
抑
制 
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③ 

１
．
緊
急
節
電
※a 

①
運
用
対
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②
設
備
対
策 

２
．
省
エ
ネ
（高
効
率
化
）※b 

※a 緊急節電：短期の電力需給ひっ迫や停電回避のための対策。 
※b 省エネ：高効率化によりエネルギー使用量を削減する対策。 

～使用抑制の実施率は高く、時間シフトや自家発電対策も大口需要家の工場では広く実施さ

れたが、省エネ対策の実施率は概して低い～
（集計対象：東日本地域）  
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・一方、小口の工場では費用が ～ 万円以下であった工場が ％を占め、 万円以

上の費用を要した工場は７％であった（表 ）。

・なお、大口需要家の工場での費用平均は約 万円であるが、その 程度を自家発電

対策費が占めた。

表 事業所当たり節電費用の分布と最大値・平均値・中央値（工場）

大口需要家（ ） 小口需要家（ ）

費用なし

～ 万円

万～ 万円

万～ 万円

万～ 万円

万～ 万円

万円以上

最大値（万円）

平均値（万円）

中央値（万円）

 事業所当たりの費用総額と内訳
・生産減、時間シフト、自家発電対策の悪影響への認識は強く、継続意向は低かった。今後

の電力需給対策では，大幅な節電には特に大規模工場において大きな費用負担や悪影響を

伴うことを十分に認識する必要がある。

図 節電対策の悪影響と継続性に対する事業所の評価（工場）

悪
影
響
が
あ
っ
た 

１ そう思 
わない 

５ そう思う 2 3 4 

 

2 

５ 
 そ う
思う 

4 

 

3 

電力不足解消後も継続したい 

◇ ■ 

▲ 

△ 

◆ 

□

■ 

〇 
● 

生産減

輪番休業
季節外シフト
夜間シフト

休日追加

照明間引き

空調温度変更

工場設備省エネ

時間
シフト

～多くの大口需要家の工場で実施された生産減や輪番休業など時間シフト対策の悪影

響認識は高く、継続意向が低い～

（集計対象：東日本地域）  
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http://www.meti.go.jp/setsuden/pdf/120622/supply_120622_01j.pdf 
 

 
６月６日～６月８日に各業界団体及び電力のひっ迫が見込まれる地区で事業を行う 50 を超

える代表的な企業に対し、今夏の需給対策の進捗状況を確認するための聞き取り調査を実施。 
 
 
１．今夏の電力需給対策における産業界の取組

・.多くの企業が節電目標を設定し、操業調整や自家発の活用、照明・空調の節電など、積

極的に取り組んでいる。 
・.ただし、照明・空調の節電によって電力費用は削減されるものの、特に産業部門での節

電においては、工場の稼動時間帯の夜間シフトによる労働コストの増加や生産前倒しによ

る倉庫料の増加、自家発の稼動による燃料費の増加といった問題点が指摘されている。 
 

表 今夏の電力需給対策における産業界の取組 
業 種 取組内容

自動車関係 業界大で電力需給見通しや節電対策に関する情報の周知を徹底。 社（関西）

は、昨年夏からの節電活動（コージェネシステムの出力上昇、空調温度の調整、照

明の間引き等）を継続実施し、休日シフトを実施せずとも１５％の節電を行う予定。

鉄鋼関係 鉄鋼業界では、昨夏同様、需給両面から貢献を行う予定。需要面では、空調・照

明の調整はもとより、生産設備定期補修の夏期集中配置、夜間時間帯への生産シ

フト等に取り組む。供給面では、自家発等の定期点検時期の最適化や休止してい

る自家発等の再稼働等により、電力会社への最大限の電力供給を行う予定。 社

（関西）は、設備の計画休止や自家発の出力増等により、関西地区事業所 ％、

九州地区事業所 ％の節電目標に取り組む。

化学関係 社（関西）が、企業グループで 年比 ％の節電目標を策定するなど、政府

の節電対策あるいはそれ以上の数値目標を導入する企業も存在。また、多くの企

業がピーク電力抑制のため、工場の夜間シフトや前倒し生産等の生産計画の変更

のほか、業務部門でも照明の間引きや 化、空調の調整などに取り組んでい

る。

非鉄金属関係 社（関西）は、企業グループ全体で 年比 ％の節電目標を設定し、生産の

夜間シフトの他、高効率照明の導入やポンプ・ファンのインバータ化などにより、使

用電力のピークカットに取り組む。さらに、自家発の活用も行う。

産業機械関係 社（関西、中部、四国等）は、全事業所で 年比 ％の節電を行うのみなら

ず、関西地区にある複数の工場に対しては特に１６～１７％の節電目標を設定。

社（中部）は、生産設備を省エネモデルに更新することや、部品加工・組立の生産

効率の向上に取り組むなど、操業時間の夜間シフトを抑えながら、生産現場のカイ

ゼンを通じた節電に取り組んでいる。

今夏の電力需給対策の進捗状況について （産業界及び地域の取組）

（経済産業省 平成２４年６月） 

文献⑤

１．趣 旨 

２．調査結果 
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表 今夏の電力需給対策における産業界の取組 
業 種 内 容

情報通信・電気・

電子関係

業界大で電力需給や節電対策に関する情報の周知・共有に努めている。 社（関

西、九州等）は、夏季休暇の分散や、電子部品生産を夜間シフトするなどしてピー

クカットに取り組む。 社は、全社員がグループ全体の電力使用量をモニタリング

できるシステムを構築し、社員一人一人の意識を高める活動に取り組んでいる。

流通関係 流通団体 は、「節電ガイドライン 」を作成し、各社の取組のフォローアップを

実施。業界で統一した顧客に対する節電周知ツール（ポスター・店内放送等）を作

成。 社（全国）は、政府の節電要請に合わせた地域別の目標設定を行い、照明の

間引きや 化、空調の調節のほか、飲料ケースの設定温度の見直し、朝の涼し

い時間帯の買い物ニーズに応えるオープン時間の前倒しなどに取り組んでいる。

社（全国）は、関西・九州地区でのＬＥＤ化を加速するほか、スマートセンサーの

導入による見える化や各店舗でのエコリーダーの配置等ソフト面での節電にも取り

組んでいる。

２．今夏の電力需給対策における各地域の取組（各地域の状況）

・地域の産業の特性から、節電実施による生産減少やサプライチェーンへの影響といった、

節電に対する懸念の声が多く聞かれる一方、地域の特色を活かした工夫もみられる。 
 

 
 

（北陸地域）
地域の強みである繊維メーカーや建
材メーカーで、節電を契機とした、
新商品の発売や増産の動きあり。 

（九州地域）
地域経済にとって重要な半導体産業
が、電力不足地域との認識により受
注減となることを懸念。 

（東北地域）
夏が観光のトップシーズンのた
め、節電をしつつ、快適なサー
ビスを提供するために工夫が必
要。 

（中部地域）
自動車関連産業が好調で増産傾
向にあり、関西等需給ひっ迫地
域の節電によるサプライチェー
ンへの影響を懸念。 

（近畿地域）
中小企業が多く、節電実施による稼
働率の低下と生産減尐、受注先の生
産抑制による受注減の影響を懸念。 

（北海道地域）
鮭・サンマ等の漁期には冷蔵設
備がフル稼働になるが、節電期
間が重なるため、節電への対応
は限定的にならざるを得ない。 

（四国地域）
節電の影響からうちわの実用性が見
直されており、生産が全国の８割を
占める丸亀では、販売が好調。 

図 今夏の電力需給対策における各地域の取組 
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３．今夏の電力需給対策における各地域の取組（自治体の取組状況） 
・各地域の地方自治体では、草の根レベルでの節電対策の促進に積極的に取り組んでおり、

地域の特色を活かしつつ、工夫を凝らした取組が数多く見られた。 

表 今夏の電力需給対策における各地域の取組（自治体の取組状況）

自治体 取組内容

秋田県 「家庭の節電応援キャンペーン」

節電実績の優れた家庭に、県産品などの節電賞を贈呈し、楽しみながら取り

組む節電を促進。

新潟県 「無理なく・無駄なく・楽しく節電コンテスト」

節電アイデアや、節電に寄与する県産品を県内から募集。優秀アイデアを表

彰し、節電県産品を贈呈。

東京都 省エネ診断（約 件 年）や、節電アドバイザー（約 人）による戸別訪

問を実施。

富山県 「とやまメガ節電プロジェクト」（ 月初旬開始予定）

ＷＥＢ上に節電行動を登録し、仮想のメガ節電所を建設。優れた貢献者にギ

フトカードをプレゼント。

関西広域連合 「家族でお出かけ節電キャンペーン」

夏の昼間に家族での外出を促進するよう、公共施設や商業施設と連携して来

場特典等を実施。

山口県 「ぶちエコ“ピークカットＰＭ”キャンペーン」

ピークカット取組事例集を作成するなどして、県庁のみならず、県民や県内事

業者にも節電を普及。

香川県 「うどん県エコストラッププレゼント」

節電術がわかるチェックリストを県内 万世帯に配布。節電宣言した先着１万

人にエコストラップ贈呈。

福岡市 「省エネチャレンジ応援事業」

家庭で取り組んだ省エネ行動をＣＯ２削減量に換算し、その量に応じた交通Ｉ

Ｃカードのポイントを付与。

熊本県 「県内一斉消灯」（６～９月に６回程度）や、「地球温暖化防止活動推進員」（１

０３名）を通じた、きめ細やかな啓発の呼びかけを実施。
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２．需給構造改革への対応と支援策

http://www.itca.or.jp/data/newsinfo/info111108_03.pdf 

～ピーク電力不足とコスト上昇の回避に向けて

エネルギー・環境会議は、原子力発電所の再起動が行われない場合に生じるピーク電力の不

足と電力コストの上昇のリスクを極力回避するため、「エネルギー需給安定行動計画」を策定

する。 
行動計画は、７月 29 日に決定した「当面のエネルギー需給安定策」をより具体化したもの

である。行動計画に従い、予算措置や規制・制度改革などあらゆる政策を動員してエネルギー

構造の改革を先行的に実施する。これにより、計画停電や電力使用制限を用いることなく、当

面三年間のエネルギー需給安定を図り、空洞化の防止及び国民生活の安定化を図る。 

来夏のピーク電力不足への対応

来夏の約１割のピーク電力不足リスクに対しては、計画停電や電気の使用制限を回避するこ

とを目指す。きめ細かな節電や電力供給拡大の努力を平成 23 年度当初予算と補正予算（直接

的なピーク時電力対策は 2353 億円、間接的な対策まで含めると合計 5794 億円）と規制・制

度改革（重点 26 項目）で後押しし、エネルギー構造の転換を図ることで、電力供給の確保に

ついて万全の対応をとる。 
 
 
 
 
の３本の柱でエネルギー構造の転換を図り、電力問題を解決する。 

表 今後３年間に見込まれる効果

平成 年夏 平成 年夏 平成 年夏

見える化の徹底と市場メカニズム
の活用

710 万 kW 710 万 kW 710 万 kW 

需要家による省エネ投資の促進
（需要構造の改革）

270 万 kW  500 万 kW 653 万 kW 

多様な主体が参加した供給力増
強支援（供給構造の改革）

642 万 kW  727 万 kW 808 万 kW 

合 計 1,622 万 kW  1,936 万 kW 2,171万 kW 

エネルギー需給安定行動計画

～エネルギー構造改革の実現に向けた需給安定策の具体化～

エネルギー・環境会議 平成 年 月） 

文献⑥

１．趣 旨 

２．計画の要旨 

１）見える化の徹底と市場メカニズムの活用（目標を共有し、スマートメーターも活用
した電力消費の見える化や節電を促す料金メニューの拡充）  

２）需要家による省エネ促進（需要構造の改革）  
３）多様な主体が参加した供給力増強支援（供給構造の改革） 
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需給対策アクションプラン

1,656 万 kW とされている来夏のピーク電力不足に対応すべく、政府は、平成 23 年度当

初予算と補正予算で直接目的としては 2353 億円、必ずしもピーク時電力需給対策を主目的

とはしないが、間接的に効果があるものも含めると合計 5,794 億円を活用して、政策支援を

実施する。 
 

電力会社の需給対策アクションプラン

各電力会社は、原子力発電所の運転停止が広範に生じた場合でも、電力ピーク時の電力不

足とコスト上昇を最小化するため、需給両面及びコスト面での具体的な対策を盛り込んだ

「需給対策アクションプラン」を作成。 
「需給対策アクションプラン」は、①電力会社と大口需要家等による需給調整契約などの

「需要対策」②自家発の活用や、発電所の定期検査時期の調整などの「供給対策」③調達コ

ストの低減に向けた取組などの「コストアップ抑制策」から構成されている。

見える化の徹底と市
場メカニズムの活用

①契約電力の引下げ、料金メニュー見直し

②需給調整契約の拡大（夏期等のピーク抑制）

③需給調整契約の拡大（需給ひっ迫時のピーク抑制）

需要家による省エネ
投資の促進

（需要構造の改革）

①省エネ機器の導入（ 照明、高効率家電）

③住宅・ビルの省エネ投資（二重窓断熱改修等）

④ の導入（ＩＴを利用した空調等の制御）

⑤蓄電池の導入（リチウムイオン蓄電池）

⑥節電診断を活用した各主体による節電の取組

多様な主体が参加
した供給力増強支援

（供給構造の改革）

①電力会社による供給力増強（火力、揚水等）

②電力会社による供給力増強（火力、揚水等）

③再生可能エネルギーの導入 予算措置による導入）

④住宅用太陽光発電の導入（予算措置による導入）

⑤自家発・コジェネレーションシステムの導入

⑥家庭用燃料電池システムの導入（エネファーム）

－

－

－

－

151 億円 

1,824 億円

300 億円

210 億円

8 億円

－

－

1,183 億円

1,543 億円

438 億円

137 億円

対策合計 5,794 億円 

《政策支援》

 

図 需給対策アクションプラン 

《予算額》

 

②省エネ設備の導入（高性能モーター等）

 
〇需給調整契約の増加による
対応

〇柔軟な料金メニューの創設・
拡充

〇スマートメーターの導入促進 

 
〇追加供給対策
〇自家発補給契約の見直
し

〇自家発余剰電力の有効
活用

〇調達コストの低減

〇経営効率化

需要対策 供給対策 コストアップ抑制策
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規制改革アクションプラン

エネルギー需給安定行動計画本体や電力会社の需給対策アクションプランと相まって、エ

ネルギー構造改革を先行的に実施し、当面のピーク時の電力不足と電力コストの上昇を最小

化する。  
規制改革アクションプランにおいては、①電力システムの改革、②再生可能エネルギーの

導入加速（供給構造改革）、③省エネルギーの推進（需要構造改革）の３点を柱とし、現時

点で政府が取り組むこととしている又は検討中の規制・制度改革事項を取りまとめた。 
 

電力システム改革
項目

～来夏を目指した多

様な主体の参画の促

進～

分散型電源の活用拡大
～自家発や再エネ等の分散型電源の参入促進とこれを支える送配
電事業の中立性・公平性強化

・自家発の故障時等に備えた「自家発補給契約」の負担の実質
的引き下げ / ・発電と需要の「同時同量ルール」に基づくイ
ンバランス料金の引き下げ/ ・自家発余剰電力の有効活用のた
めの力会社の系統（送電網）の活用 / ・送電における広域的
運用の実施 / ・再生可能エネルギーの優先接続・優先給電ル
ールの整備 
スマートメーターの導入促進と柔軟な電気料金メニューの設定 

・柔軟な料金メニューの設定による需要家に対するピークカッ
ト・省エネ誘因強化 / ・5 年間の集中導入プランに対応した
スマートメーターの導入加速化のための制度的枠組み / ・ス
マートメーターのインターフェースの標準化 
卸市場の活性化によるコスト低減

・卸・ＩＰＰの発電余力の活用 

再生可能エネルギ
ー導入
項目

～供給構造の改革～

太陽光発電
・電気事業法上の保安規制の見直し / ・工場立地法上の取扱い

の見直し  
風力発電 

・自然公園における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドラ
インの見直しの検討 / ・洋上風力発電に関する制度環境の整備 
（３）地熱発電
・自然公園法に基づく立地規制の許可要件の明確化等 / ・温泉
法における掘削許可の判断基準の考え方の策定 

（４）小水力発電・バイオマス 
（５）共通項目 
・農山漁村の再エネ促進の新法による、農山漁村における導入促
進に係る農林地等の利用調整の円滑化 / ・国有林野における許
可要件・基準の見直し / ・地球温暖化対策地方公共団体実行計
画における再生可能エネルギー等導入の位置づけ明確化 

省エネルギー推進
項目

～需要構造の改革～

需要側における電力ピーク対策の導入 
・省エネ法における電力ピーク対策の積極評価 / ・需要側の電
力ピーク対策における供給事業者側の協力 
蓄電池の利用拡大 

・消防法に基づくリチウムイオン電池の取扱い規制の見直し /  
・リチウムイオン電池の非常用電源としての使用解禁 
民生部門を中心とした省エネ規制の徹底・強化 

・住宅・建築物の省エネ基準の見直し / ・住宅・建築物のラベ
リング制度の充実 / ・省エネ法等による住宅・建築物の省エネ
基準適合の段階的義務化 
熱エネルギーの有効利用の促進 

・熱エネルギーの活用のための制度整備 

図 政府のエネルギー規制・制度改革アクションプラン 
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３．エネ需要対策を契機とした生産性向上・競争力強化に向けて

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20120718/228998/ 
 

 
2011 年夏、多くの工場で商用電力の消費が大幅に制限される。その率、2010 年実績の 15％。

とりわけ以前から省エネルギー化を進めてきた工場には、15％という数字は重くのし掛かる。 
効果が大きいのは自家発電や夜間操業といった手段だが、これらに頼りすぎては競争力が落

ちる。2011 年夏以降も同様の電力制限を受ける可能性がある。 
将来を見据え、エネルギーの消費効率を改善しなければならない。苦しい環境下、緊急対応

と体質強化の両立に挑む工場の節電事例を紹介する。 
 

 
一時しのぎで終わらせない ～体質強化の原動力に

①ピークをいかに下げるか

節電を進める上で留意すべき点は、使用制限の対象は消費電力（仕事率）であって、消

費電力量（エネルギー）ではないということだ。つまり、電力のピークさえ下げれば、電

力量は前年並みを確保することも可能である。 
例えばキユーピーの五霞工場では、2011 年 6 月上旬時点で前年実績比 25％の節電にメ

ドを付けた。その半分近くは、一部生産ラインの操業時間を日中から深夜に移すことで得

られる効果。操業時間の深夜シフトや化石燃料を用いた自家発電といった方策は電力削減

効果が大きい上、その効果をすぐに享受できる。間近に迫る危機を手っ取り早く回避でき

るという点で、これらの方策は「守りの節電」と位置付けられる（図 7-1）。電力が足り

ない 2011 年夏を迎えるに当たり、守りの節電が重要なカギを握るのは間違いない。 
 

図 即効性を重視した「守りの節電」 
～間近に迫った電力不足を乗り切るには、すぐに効果を得られる方策が不可欠。

しかし、コストや労務環境への影響も大きい～ 

攻めの節電、守りの節電

（日経ものづくり 平成 年 月）

 

文献⑦

１．趣 旨 

２．概 要 

主な方策

化石燃料の活用

（発電機、ボイラなど）

時間的・空間的なシフト

（夜間操業、他工場への生産移管など）

我慢・忍耐

（空調設定温度の変更、照明の間引きなど）

長 所

〇削減効果をほぼ確実に見込める

〇効果を直ちに享受できる

短 所

〇一過性なので、上積みは期待できない

〇コストや温室効果ガス排出量に悪影響

を及ぼす

〇従業員への負担が大きく、長期的な継

続が困難
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②中長期を見据えた取組も

削減効果が大きいからといって、守りの節電だけで削減目標を達成しようとするのも得策

ではない。なぜなら、守りの節電は労務環境やコストなどに響くからだ。  
これまで昼間勤務だった職場が深夜勤務になれば、従業員には確実に負担がかかり、社内

外の関連部署とのやりとりも煩雑になる。化石燃料で自家発電をすればコストが掛かる上、

温室効果ガスの排出量も増える。守りの節電は、得られる効果が大きい半面、従業員の負荷

やコストへの影響も無視できない。  
それでも、電力の使用制限が 2011 年夏に限った非常事態ということであれば、こうした負

の側面があっても短期間の緊急措置として割り切れる。 
しかし、電力不足が今後解消されるかは極めて不透明だ。国民や地方自治体の判断、政府

のエネルギー政策、電力会社の対応などによっては、稼働が停止する原子力発電所が今より

も増えて一時的に電力不足が深刻化する可能性や、電力料金が上昇する可能性が考えられる。

商用電力の使用環境は、震災前よりも確実に悪化するだろう。  
そうした中長期的な動向に対応するには、守りの節電だけでは足りない。エネルギー効率

を高めて消費電力を本質的に削減するための方策や、再生可能エネルギーの導入といった「攻

めの節電」が不可欠だ（図 7-2）。 

図 中長期を見据えた「攻めの節電」

～省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入は、直ちに大きな効果を得られるわけではない。
だが、電力需給が不透明化する中での備えとして欠かせない～

 
 
 
 
 
 
 

 
 
省エネルギー化の取組や再生可能エネルギーの導入は直ちに節電効果が得られるとは限ら

ず、効果のほども実際に導入しなければ見えてこないことが多い。高効率なシステムや機器

を導入しようとすれば、初期投資もかさむ。節電のメドを付ける際は、優先順位がどうして

も低くなる。それでも、攻めの節電に着手しなければ、将来の難局を乗り切れない。 

戦略 熱処理工程を徹底攻略

自動車や建設機械などの部品を造っているジェイテクトの東京工場（東京都羽村市）では、

2011年夏の最大消費電力（ピーク電力）を 2010年の実績から 25％削減できる見通しを得た。 
ジェイテクト東京工場における 2010 年のピーク電力は約 6500kW だったので、削減値は

主な方策

既存設備 システムの効率化

（エネルギーロスの削減、工程 稼働条件の

改善など）

高効率な設備 システムの導入

（コージェネシステム、省電力型機器など）

再生可能エネルギーの活用

（太陽光発電、風力発電など）

長 所

〇削減効果が持続し、上積みを期待できる

〇事態が長期化しても対応しやすい

〇コスト競争力が高まる

短 所

〇導入してみないと実際の効果が見えない

〇効果を得られるまでに時間や手間を要す

る

〇設備投資がかさむ 
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約 1625kW。そのうち 90％以上は「圧縮機を電動式からエンジン式に変更」「発電機の活用」

など化石燃料に頼る方策や、「他工場への生産移管」など「守りの節電」によるもの。 
だが、現状に満足したまま夏を迎えるつもりはない。現段階では小さい「攻めの節電」の

比率を高め、コストへの影響をギリギリまで抑えようとしている。そのカギを握るのが、電

力を大量に使う熱処理工程である。 
守りの節電としては、工場全体での処理能力を確保しつつも、電力を消費する時間帯が分

散するように炉を稼働させることにした。 
稼働条件見直しという守りの節電に加え、熱処理炉での消費電力を本質的に減らす取組も

進める。最も効果が期待できるのは、炉の外側への断熱塗装。炉外への熱の放出を大幅に減

らすことで、電力の消費効率を高められる。 
工程の集約による効率化も進める。炉内の温度やコンベヤ送り速度、ガスなどの処理パタ

ーンの種類を絞ることで段取り替えの回数を減らし、炉が空運転している時間を縮めるのだ。

さらに、再生可能エネルギーの太陽光発電装置も導入する。 
 
戦略 射出成形機の断熱で 重の効果

荒川樹脂（本社東京）のつくば工場（茨城県つくばみらい市）のクリーンルームは、取り

入れた外気を 22～23℃に調整して室内を空調し、空気の清浄度（ホコリの数が 1 万～10 万

個/ｍ3）を保つために循環させずに排出している。室内の空気は 1 時間で 10 数回も入れ替わ

るので、一般的な空調に比べて桁違いの電力を消費する。 
しかも、樹脂を溶かして成形する射出成形機は巨大な発熱体なので、空調に対する負荷が

高い。特に夏期は工場の消費電力の半分以上がクリーンルームの電力代に消えており、通年

で見ても生産コストの 2～3 割を占めるという。このため、クリーンルームの節電はコスト削

減に直結するので、常に最優先課題だったのである。 
このため、油圧式よりも消費電力が少ない電動式の射出成形機の比率を増やし、工場の屋

根には遮熱塗装をするなど、多くの節電対策を実施してきた。 
2011年夏期は、そこからさらに 15％削減し、ピーク電力を 734kWにしなければならない。

生産を維持しながら 15％削減するために、策定したのが、3 段構えの節電対策である。 
3 段とは、「生産シフト」「省電力」「緊急対応」の 3 つ。15％削減の対象になるのは平日の

9～20 時なので、対象外の朝や夜、休日などに、まず生産をシフトする。この生産シフトに

よって、昼間の使用電力を 5％以上削減する計画だ。  
残るは 10％弱。そこで同時に実施するのが省電力対策。節電を徹底するために 52 の対策

をリストアップ。小まめな消灯という一般的な対策から、遮熱のために建物南側の壁面にゴ

ーヤを植えるといったユニークな対策まで、守りの節電と攻めの節電を取り混ぜた内容にな

っている。 
攻めの節電の典型例が、射出成形機のシリンダに巻き付ける断熱カバー。射出成形機はシ

リンダに設置したヒーターで樹脂を溶かすが、外部に熱が逃げるのでその分がムダになる。

断熱カバーでそのムダを抑えると、ヒーターの消費電力を 10％程度削減できる。 
加えて、シリンダの断熱は空調の負荷を下げる効果もある。外部に逃げた熱は室温を上げ

るので、空調の負担となる。つまり、射出成形機のヒーターの節電は、ヒーターと空調とい

う 2 重の効果を生む。 
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ピークシフトで 5％以上、省電力で 5％以上の削減が可能なので、合わせると 10％以上に

なる。この 2 つの対策で 15％の削減が達成できるとみる。しかし、達成できない場合の最後

のとりでが緊急対応である。  
つくば工場全体の消費電力は、計測室に設置された電力計で確認できる。その電力計は、

消費電力が削減目標値 734kW の 95％に相当する 700kW になると、警報を発する。その警

報が出た場合、緊急停止する設備をあらかじめ 6 段階で決めており、緊急の館内放送で停止

を指示する仕組みだ。6 段階目では消費電力の大きい、複数の射出成形機の生産を停止する

ことで、確実に節電目標を達成できる。 
 
戦略 常識破りの「窓」多用

マヨネーズやサラダドレッシングを生産するキユーピーの五霞工場（茨城県・五霞町）で

は、2011 年夏のピーク電力を 2010 年から 25％以上削減する方針だ。 
節電方策の内訳を見ると、同工場も「操業時間を夜間に変更」「発電機の活用」といった「守

りの節電」による効果が大きい。だが、これらは、従業員の労務環境やコストなどに深刻な

影響を及ぼす。そこで「攻めの節電」の比率を高めるべく、省エネルギー化を現在も進めて

いる。 
特に重点を置いたのが、空調効率を改善する取組。具体的には「建物の屋上に断熱効果の

ある塗装」「屋上に地下水を散水」「ガラス窓に断熱シート」「高性能エアコンに買い替え」「建

物の窓際に植物を植えて熱を遮断する『緑のカーテン』」などである。1 つ 1 つの効果が特に

大きいわけではないが、地道な取組を積み重ねることで約 100kW（全体の 9.1％）の電力削

減を実現した。 
さらに、キユーピー五霞工場（茨城県・五霞町）において今後の省エネルギー化の“お手

本”として期待しているのが、2011 年 1 月に本格的な量産を開始したばかりの通称「ハーフ

棟」。 
そのハーフ棟における先進的な取組の 1 つが、コージェネレーションである。具体的には、

ボイラの廃蒸気を生産ラインに流用したり、ボイラの廃熱で温めた高温水を機械の洗浄・殺

菌に使ったりしている。 
照明に関しても、新たな取組を採用。食品工場としては珍しく窓をたくさん設けており、

外光を利用するとともに、外光の明るさに応じた照明の最適制御も行う。 
守りの節電として操業時間を夜間に変更するのもハーフ棟である。前述の通り、ハーフ棟

は最も機械化が進んでおり、作業者の数が少ないことから決めた。 

戦略 投資ゼロでコージェネ大改造

自動車用モータの大手であるアスモ（本社静岡県湖西市）の本社工場が取り組んだのは、

コージェネレーション・システムの大改造である。電力や熱を直接造り出す設備の効率化は、

波及効果が大きく一般性も高い。 
改造前と比較して工場の全消費エネルギーの約 9％に当たる 8000MWh/年の電力と、同じ

く約 3.5％の 3300MWh/年に相当する天然ガスを減らした。合計すると約 12.5％の節電であ

る。しかも、ESCO 事業として実施したため、アスモの改造工事への投資額はゼロだ。 
コージェネシステムの改造は、全社活動の「製品開発・工程開発・製造の三位一体による
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省エネ活動」の一環として実施したものだ。もともとこの活動は、CO2 排出量の削減とコス

ト削減の両立を狙って、1990 年代末に始まった。今は緊急事態として節電が注目されている

が、それと同時に CO2 の大幅削減、中期的には劇的な削減が必要なことを忘れてならない。 

戦略 クリーンルームには我慢させる

大量の電力を使うクリーンルーム。日立電線の高砂工場（茨城県日立市）は、そのクリー

ンルームの空調の消費電力を約 30％削減した。カギは、冷凍機の制御にある。 
従来、冷凍機の制御については、冷凍機メーカーが作成した標準的なプログラムを使って

いた。だが、この制御にはさまざまなムダが潜んでいた。例えば、空調機から戻ってきた冷

却水が再び冷凍機に入る際の温度（入口温度）は、定格値が 15℃なのに対し、実際は 11℃前

後で推移していた。冷凍機の稼働台数もしかり。空調システムでは、あくまでクリーンルー

ムの温度が最も重視すべき制御対象であり、冷凍機の稼働台数を多めにして同温度の厳守を

図っていた。もっとも、こうしたムダに見える部分は、システムの「安全率」と表裏一体に

なっている。安全率を削るという危険を冒してまで省エネルギー化を進める考えは、冷凍機

メーカーにはない。 
こうしたムダに切り込まなければ省エネルギー化を実現できないと考えた。そこで、クリ

ーンルームの温度管理の在り方を根本から改めた。すなわち、部屋全体の温度を均質に保つ

ことを放棄したのだ。 
制御の基本的な考え方は、重要管理点の温度は厳守するが、ギリギリまで我慢させるとい

うものだ。すなわち、冷却水をどんどん空調機に送り込むのではなく、一定時間ごとに流量

を減らしていく。重要管理点の温度が設定値を上回りそうになったら、流量を再び増やす。

このようなシーケンス制御により、重要管理点の温度を設定値付近に維持しつつ、冷却水の

冷やしすぎを防いだ。さらに、冷凍機は負荷を集中させて稼働台数を最小化する。こうした

制御を取り入れたことでシステムの消費電力を 30％削減した他、総冷凍能力も 1940 米国冷

凍 t（6819kW）から 1400 米国冷凍 t（4921kW）に減らし、老朽化した冷凍機を撤廃できた。

この制御技術を日立電線では「Smart Stream」と呼んでいる。 
さらに、日立電線は「Smart Stream」による省エネルギー化のコンサルティング事業にも

乗りだす。クリーンルームの他、データセンターなどにも有効だという同社は「Smart 
Stream」に対応した制御盤を開発しており、これを顧客に貸しつつ、顧客の事情に合致した

空調システムの制御プログラムを共同で作成していく予定。基本的には成果報酬型の事業で、

省エネルギー化による金額効果の一部を報酬として受け取る形を想定している。 

戦略 チラーは外に持っていく

OKI の富岡工場（群馬県富岡市）では、チラーの設置場所を変えることで夏と冬の空調効

率を大幅に改善した。従来は屋内に置いていたチラーを屋外に移設したのだ。 
きっかけは、2 年前の 2009 年夏に遡る。 当時、同工場は例年以上に暑い夏を迎えていた。

それは、気象のせいではなく、レーザ加工機とチラーの台数が増えていたからだ。 
チラーをレーザ加工機の近くに配置していたのは、加工機メーカーが配布している「参考

図面」でそう指定されていたからだ。しかし、チラーから熱が出ている以上、その熱源を室

内から取り除くという考えは、極めて自然に思えた。こうして同工場は、チラーの屋外移設
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を本格的に検討した。 
電力の使用制限への対応に関して、OKI の富岡工場は 2011 年 6 月上旬時点では、電力 15％

削減のメドが付いていなかった。しかし、チラーの屋外移設のような常識にとらわれない方

策を積極的に推進することにより、電力を削減していく方針だ。  
さらに、チラーの屋外移設が成果を上げたことを受け、富岡工場の取引先で同じく板金加

工を手掛ける企業からは、自社で検討するので話を聞きたいという要望が増えているという。

戦略 電力見える化で理詰めの節電  
横河電機の甲府工場（甲府市）は、プロセス産業の省エネルギーに役立つ制御機器や、計

測機器などを生産している。省エネルギー機器の工場だけあって、同社の省エネルギーと節

電のモデル工場でもある。同社が開発した、見える化でエネルギーのムダとりを支援する工

場エネルギー管理システム「Enerise E3」もいち早く導入している。 
そして、こうしたシステムなどをまず顧客に知ってもらう狙いもあって、甲府工場の省エ

ネ・節電対策を紹介する見学会を実施。「見学するお客様が知りたいことは、横河電機のエネ

ルギー管理システムでもなければ、甲府工場の具体的な対策例でもない。それよりも知りた

いことは、対策をいかに見つけ出すか、そしていかに実行していくかだ。そして、そのため

に甲府工場が何を重視しているかを考えていくと、システムと組織にたどり着いた。システ

ムとは、電力計やエネルギー管理システムといった、見える化に関わるもの。一方、組織と

は人に関わるものだ。この 2 つが両輪となって、継続的な省エネ・節電が可能になる。 
 

①ムダに気付くためのシステム

甲府工場が進化させてきたシステムの本質は、エネルギーのムダに気付くための手掛かり

を提示すること。エネルギーは物とは違って目に見えないので、ムダを見つけることが一層

難しい。甲府工場では、ムダを見つけるために電力計 470 台、ガス量計 16 台、空気量計 12
台、水量計 25 台を設置し、工程ごとにエネルギー消費量の推移が分かるようにしている。つ

まり、見える化だ。しかも、生産量とひも付けされているので原単位を把握することもでき

る。 
見える化したデータを活用すれば、多くのことが浮かび上がってくる。例えば、差圧圧力

伝送器に使う圧力センサの温度補正工程では、土曜日と日曜日の消費電力が大きく違うこと

が分かった。両日とも休日なので、本来は同じはずだ。その原因を調べてみると、金曜日の

夕方に始まった温度補正作業が土曜日まで続いていたためだった。 
このこと自体は問題ではないが、調べていく過程で作業時間の短縮が可能なことが判明し

た。これまでは全てのセンサが所定の温度で安定してから補正作業を 1 つずつ行っていた。

これを、温度が安定したセンサから順次補正作業をするように手順を変更すれば作業時間が

短縮でき、恒温装置の消費電力を減らせる。実際に 1 バッチ当たりの作業時間は約 3 時間短

縮できた。 
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②トップが関わり、現場が応える 
甲府工場の省エネ・節電は、現場発のボトムアップの活動が多い。例えば、ある製造の部署

は、終業前 30 分に空調を止めている。30 分だったら冷気が残っていて、さほど暑さを感じな

いためだ。  
こうした自発的な活動を促すための組織が甲府工場にはある。工場長を委員長とするエコ委

員会だ。環境をテーマとする委員会組織を持つ工場は多く、甲府工場のエコ委員会も特別なも

のではない。にもかかわらず、省エネ・節電活動を継続させる強力な力を備えている。その力

の源泉は、エネルギー消費量を品質やコスト、生産量と同じように目標管理していることにあ

る。  
甲府工場では、生産計画に基づいた電力などのエネルギーが、あらかじめ製造部など 9 つの

部門に割り当てられる。さらに、ラインや工程ごとの電力消費が「見える化」されている。ほ

とんどの工場で消費電力は把握されているが、建屋ごとや区画ごとの総量だったり、細かく把

握していてもデータの活用が不十分だったりで、節電にはつながらないことが多い。ところが

甲府工場では割り当て量と実際の使用量が異なれば、エコ委員会に報告され、その原因を特定

して必要ならば改善を実施する。確実にフォローアップが行われるのである。  
さらに、省エネ・節電の提案を受け付け、それに基づいて対策の方針を決定する。優れた成

果を上げた部署に対しては、工場として表彰する。極めてオーソドックスな運営だが、これを

愚直に、地道に続けるのだ。要は、マネジメントの基本をエネルギー管理にも適用するわけで

ある。  
お題目ではなく、工場の重点項目として省エネ・節電が定着すれば、部門や部門を構成する

チームの間で競争が生まれてくる。この前向きな競争こそが省エネ・節電活動を継続させる力

になるのである。 
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エネルギーはまさに企業のライフラインである。自ら真剣にエネルギー危機管理を考えな

ければ事業の維持と発展は望めない。本書は、筆者の現場におけるエネルギー調査や指導を

通して、具体的なエネルギー管理の手法や省エネ・節電の方法を示したものである。 
 
 
日本のエネルギー供給の脆弱性と進化していない製造部門の省エネ・節電

①日本のエネルギー供給の脆弱性 
表 8-1 に示す IEA（International Energy Agency）のデータから、日本の一次エネルギ

ー供給量をみると、528 百万トンでアメリカに次いで 2 位であり、その輸出依存度は、日

本が一位とエネルギー製造の脆弱性を示している。 
その原油の輸入先は、中東諸国への依存度が 89％と他の先進諸国に比べて圧倒的に多い。

このため中東諸国の政治的安定性が日本のエネルギー需給に大きく影響する。この地政学

的リスクは、最終的に自国、企業の「危機」の一つとなる。 
 

表 先進諸国のエネルギー供給状況 
 日 本 アメリカ ドイツ フランス イギリス

一次エネルギー供給量
（石油換算百万トン）

528 2,321 349 273 231 
一次エネルギーの輸入
依存度（％）

82 31 62 62 21 
一次エネルギーの石油
依存度（％）

46 40 35 35 36 

原油の輸入依存度（％） 99 65 97 97 10 
輸入原油の中東依存度（％） 89 21 7 7 1 

 
②進化していない製造部門の省エネ・節電 

図 8-1 は、製造業のエネルギー消費原単位の推移を示している。1975 年から 1989 年に

かけて原単位は急激に下がり、その後はほぼ一定で変化していない。 
これを製造業の省エネ努力の評価として一般的に解釈されている。まず、1975 年あた

りから省エネ活動が活発化した結果、原単位は急激に低下し、非常に効率的な製造業が完

成した。この省エネ活動は徹底的であり、いわゆる「乾いた雑巾を絞る」というような活

動であったため、製造業の省エネ活動は 1989 年付近で終了し、その後は小さな省エネ活

動（周辺の小さな付属機器の省エネ活動）に移って行ったと解釈することができる。 

エネルギー管理は「危機管理」

－ 危機状況の想定外想定の分析と対策行動計画－

（藤原洋記 平成 年 月 現代図書）
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図 製造業のエネルギー消費原単位の推移

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし、それは 20 年前から改善されていないということで、改善をしようという努力も

意欲も見られなかったという厳しい見方ができる。省エネ対策は実施が容易な周辺機器の改

善や種々の工夫によって進展してきた結果として相当な省エネが実施できた。しかし、最も

重要な製造設備本体を省エネ化する必要があるが、あまりにも大きな設備投資が必要である

ため、その後の省エネの推進は実施してなったと推定される。 
今、製造業本体機器や設備への省エネ投資を早急に実施しないと、近い将来、日本の製造

業界は、省エネ後進国になってしまう。 
 
エネルギー管理は危機管理  
電気を使用して企業が事業を営む限り、電気の供給停止による企業存続の可否について真剣

に考えなければならない。これが企業の危機管理の一つである。危機管理では、安定供給に資

する「節電・省エネ対策」はしたが、供給力に問題がでる場合（使用者の責任の届かない電気

の保有者が事故や故障で停止する）について考え、企業がそのような危機を回避できる方策を

検討することである。 
停電の事態になっても企業は損失を最小限に抑えて事業運営をしなければならない。そのよ

うな対策を考えて適切な対応をとることが「危機管理」対策である。 
 

省エネ・節電の 大対策 
一般的な電気使用の負荷曲線から、以下のことがわかる。 
① ピーク時間帯は 13 時～16 時である。 
② 特に 16 時に大きなピーク消費がある。 
③ 夜間の固定負荷（ベース負荷）は約 20％程度である。 
④ 活動時間は 8 時～20 時頃までである。 
⑤ 昼食時間帯 12 時～13 時は何らかの省エネ対策を実施している。 
⑥ 最低負荷は 24 時～6 時頃までである。 

（年度）

年度＝
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このような施設を使用している事業者が、省エネ・節電を検討する時のポイントは、次の 3
つのことを考えることからはじまる。 

 
表 省エネ・節電の 大ポイント 

 
 
 

 
エネルギーコストは、全ての事業に際して重要なもので、電機に限らずエネルギー-全般に

ついてデマンド（最大需要）に関する契約を結んでいる。このデマンドを把握して、電力料金

低減や機器運用の平滑化による保守費低減などのコスト削減を図ることが「①ピークカットの

実施」である。 
「ピークカット」の実施は、不要不急な負荷の使用を制限することである。また、ピーク

カットを実施するにあたり、負荷の使用の制限が困難であればピーク時に必要なエネルギー

をオフピーク時に蓄えておいて、ピーク時に使用するような方法や他のエネルギーや機器を

使用する方法である。これが、「②ピークカットの量を夜間に移す負荷平準化の実施」にあ

たる。 
 
エネルギー危機を乗り越えるために必要なこと

企業のエネルギー管理は、企業を存続するための危機管理の一つである。想定した危機が発

生しても、どのようにすれば「乗り越えて事業が営める」「事業は確実に回復できる」のか、

机上で訓練または実地訓練をして、常に新しい考えや対応策を構築していかなければならない。

したがって、最も重要なことは「企業トップの意志」が、今回の震災を契機に、エネルギー危

機が来襲したことを考えて組織的に危機管理をすすめることである。 
企業トップの指示のもとにスタートしたエネルギー管理を徹底するには次のとおり実行す

る必要がある。 
 
  

① ピークカットの実施 
② ピークカットの量を夜間に移す負荷平準化の実施 
③ 固定負荷（ベース負荷・待機電力）カットの実施 

① 自社のエネルギーの弱みを調べる 
② 危機の想定をする。例えば「計画停電ならどうする」を検討 
③ 止められるエネルギーの「限界」を調べる 
④ 業務や生産のシフトを検討 
⑤ 危機管理対策マニュアルの作成 
⑥ 検討結果を試してみる 

・机上訓練 
・実態訓練 
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http://data.nistep.go.jp/dspace/handle/11035/1197 
 

 
文部科学省科学技術政策研究所では、持続可能な節電に関する調査を 2011 年より実施し

ている。東日本大震災を起因とする福島の原発事故以来、首都圏では大規模な節電を余儀な

くされた。政府は産業界のみならず、一般家庭や在京大使館などにも節電を呼びかけ、その

結果、心配された大規模停電にはいたらなかった。しかし、今後の継続的な節電に対し、機

器の運用改善や勤務時間シフトなど、生活スタイルに関する継続的な対応については、特に

産業界は抵抗感を示している。また我慢による対応では継続が難しい。 
そこで本報告書では、こうした節電に関する実状を把握し、かつ専門家による持続可能な

節電についてディスカッションし、さらにデルファイ調査とシナリオ調査を通じて、持続可

能な節電技術やシステムはどういうものか把握し、その結果を踏まえて持続可能な節電に関

する未来への展望について検討した。 
 

 
節電の現状把握 

政府機関発表の節電実績によると、震災後の 2011 年夏において、東京・東北電力管内で

は需要抑制目標の前年比 15%以上、関西電力管内やその他の地域でもおおよその目標値が達

成された。また、2011 年度冬は、いずれも前年度比で東京 7.4％、九州 6.2%、関西 5.0%の

節電効果が得られた結果となった。 
まず、震災後の節電対策や意識に関する実態を把握するために、各種団体や調査機関が実

施した企業や個人を対象としたアンケート調査 26 件を分析した。その結果、以下のとおり

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持続可能な節電に関する調査

－ デルファイ調査とシナリオ分析による将来展望－

（科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター 平成 年 月

 

１．趣 旨 

文献⑨

２．概 要 

・ 男性より女性が、男女とも年層が高いほど節電に取り組んだ。 
・ 照明の間引きや空調温度調節は 7 割以上の企業や個人が行い、暖房便座停止など

トイレの対策も 6 割以上が実施した。一方、省エネ機器への交換・導入は、2 割
程度にとどまった。 

・ 節電の周知・実行体制整備やクールビズは比較的広く実施され、一部の製造業を

中心に休日シフト・休暇の活用や夜間・早朝操業等の勤務時間シフトが行われた。 
・ 公共の場の節電に対し、鉄道の運行本数の削減やエレベータ・エスカレータの休

止は生活に支障があるとし、自販機、看板、店舗の照明はより積極的に節電すべき

である。 



 
 

124 
 

次に、節電に関する研究を行っている各種研究機関や団体の最近の研究報告によると、以下

の点が指摘されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

節電に関係する科学技術の将来予測とシナリオ

①持続可能な節電が普及している「ベストシナリオ」と「ワーストシナリオ」

デルファイ調査結果を参考に、持続可能な節電が普及している「ベストシナリオ」と、阻害

要因があり節電があまり進展しない「ワーストシナリオ」を作成した。 
ベストとワーストの両シナリオを比較すると、同じ言葉が異なる形で出現していることがわ

かる。例えば「電力ネットワーク」は、ベストシナリオでは「地域全体で標準化がなされて普

及」であり、ワーストシナリオでは「標準化が遅れ個別に普及」である。 
このように、同じ言葉であっても、何らかの要因によって後に大きい差となることがわかる。

ベストとワーストに分岐しているキーファクターについての分析結果の一例は、表 9-1 のとお

りである。 
 

表 ベスト・ワースト両シナリオに出現するキーファクターと表現の違い（一例）

 キーファクター ベスト ワースト

技
術

電力ネットワーク 地域で標準化されて普及 標準化が遅れ個別に普及 

電力消費 
全体的に最適化されたネット
ワークによって無意識のうち
に管理されている 

ライフスタイルの工夫によって
かろうじて震災後のレベルを維
持 

電力変換素子 多くの機器に適用されて普及  一部の機器にのみ適用 

製造現場 製造工程最適化・業績向上  コスト低減のために海外移転 

研究設備 運用見直しで効率向上  活用が不十分 

技
術
以
外

国際競争力 エネルギー関連製品を中心に
向上  研究開発力低下により停滞 

ワークライフバランス テレワークなどの普及を背景
に向上 20 年前と変化なし 

産学官連携 これまでの体制の見直しで連
携が機能 

従来の連携体制で真の連携は機
能せず 

 

・ 試算によると、休日の分散や夏季休暇長期化によって、500～800kW 程度の節電

効果が期待される。 
・ 導入が検討されているサマータイムの効果は、数十万 kW 程度で、節電効果は小

さい。 
・ 在宅勤務によって 14%程度の電力消費量が削減できる。 
・ 現行の電気料金と比較した場合、需要家による分散型電源や省エネ製品の導入は、

多くの機器で経済的にメリットがある。 
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②持続可能な節電を実現するための社会像別シナリオ

2030 年の目指すべき社会をあらかじめ図 9-1 に示すように A、B、C の 3 つを設定し、

それぞれの社会によって優先される技術や社会的課題がどのように異なるかを検討した。横軸

には、新エネルギー技術の進捗度合を、縦軸には環境を重視した経済活動志向と、その反対と

してこれまでのような物質大量消費による経済活動を志向した経済至上主義といった、社会シ

ステムとライフスタイルに関連する軸とした。 

図 シナリオライティングに用いた社会像

そしてそれぞれの社会像ごとに、持続可能な節電とはどういうものかをグループで議論しシ

ナリオ A,B,C を作成した。作成したシナリオの概要を表 9-2 に示す。 
 

環境・経済両立志向

物質・経済至上主義

環境・経済両立

新エネ技術停滞

環境・経済両立

新エネ技術進展

物質・経済至上

新エネ技術進展

新エネルギー技術

社
会
シ
ス
テ
ム
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

グループＣ グループＡ

グループＢ

停滞 進展
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表 社会像別シナリオの概要

シナリオ Ａ Ｂ Ｃ

社会像 新エネルギー技術進展 
/環境・経済両立志向 

新エネルギー技術進展 
/物質・経済至上主義 

新エネルギー技術停滞 
/環境・経済両立志向 

キャッチ
フレーズ

未来型 SETSUDEN - 
JAPAN モデル 技術邁進社会 パッシブ・サステナビリティ 

イメージ 節電技術も普及し、全国各
地でコンパクトシティが実
現され、家庭や事業所を含
む地域単位での電力使用量
が最小化、コントロールさ
れている。 
 

地域全体での省電力化は機
能しておらず、代わってハ
イテクの機器・システムの
導入による各家庭や事業所
単位での節電で、国内では
2010 年の消費電力 1 割減
を達成している。 

自然と共生した生活を軸に
ライフスタイルを見直し、足
るを知る、という節度ある暮
らしによって節電が実現し
ている。 

ライフ
スタイル

人々は家庭でも職場でも節
電を意識することなくゆと
りのある生活をしている。 

個人中心で、e ラーニング
やオンライン医療が主流と
なっている。 

自給自足や地産地消中心。 
無駄な移動エネルギーは抑
制されている。 

経 済 発展  大量消費とともに発展 低迷 

環 境 重視または優先 優先ではない 重視または優先 
技 術
ハード

高効率電力変換、エネルギ
ー貯蔵・輸送、高エネルギ
ー密度電池、スマートグリ
ッド・分散電源、高断熱材
料など 

センサー技術、照明、エア 
コン、冷蔵庫、コンピュー
タなど 

バイオマス、水力、風力発電、
在宅勤務やオンライン医療、
スマートメーターなどのマ
ネージメント関連機器など 

技 術
ソフト 電力消費者の合意形成を得 

るしくみに関する研究 
税制優遇、エコポイントな
どのインセンティブ施策に
関する研究 

エネルギー最適化マネージ 
メントに関する研究 

規 制 FIT 制度や再生可能エネル
ギー利用義務化 電力市場の標準化 小規模分散型発電の買取制

度 
国 際
競争力

節電技術は日本が世界をリ
ードしており、実用化・普
及が海外まで進展。省エネ
技術の産業化が高度に進展
し、日本のものづくり産業
が競争力を保持している。 

技術偏重で成長し続けてい
ることに対して、世界環境
に対する配慮が少ないとい
う非難の声が上がってお
り、政府は外交政策に苦慮
している。 

高齢者の知恵や労働力を生 
かした｢ニューギルド社会｣
がこの都市生活の新たな特
長であり、国際社会で話題に
なっている。 

その他 産学連携の整備や連携型大 
学院構想など、協同作業の
推進が積極的に行われてい
る。 

若者の雇用創出とともに、
低賃金でも参画する高齢者
の労働力も活用されてい
る。 

混雑・渋滞を抑制するための
出勤時間分散化が定常とな
っている。 

持続可能な節電を実現するための提案

前述したシナリオ A、B、C にはそれぞれ特徴があるが、「節電」は技術だけではなく社会

行動も多く関与することから、前述したようにさまざまな要因が影響してシナリオが描かれ

る。持続可能な社会を構築し、環境と経済両立の実現を目標にするのであれば、新エネルギ

ーの普及と環境保全が同時に成立し、かつ経済発展も期待されるシナリオ A が最良となる。

経済は発展するが、環境への配慮が欠如するとシナリオ B になる。一方でシナリオ C は、

環境を重視することにより人々はより自然とともに生活するスタイルとなるが、経済はあま

り発展しないことが問題となる。したがって、日本が目指すべき持続可能な将来の節電社会
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はシナリオ A であり、それを実現するためには次の施策が望まれる。 
 
①節電に関係するデバイスや材料などの研究開発の推進

シナリオ A では、高効率電力変換、エネルギー貯蔵・輸送、スマートグリッド・分散電源

など、電力の供給に関連する技術開発が望まれる。また、シナリオ B では、これまで同様、

地道ではあるが照明やエアコンといった、家電製品の更なる低消費電力化の推進が望まれ、シ

ナリオ C ではスマートメーターなどのマネージメント関連機器の開発が期待される。 
3 シナリオすべてに共通して、電力消費を確実に低減できる実用デバイスや材料の研究開発

は、プライオリティが高い。すなわち、節電効果が大きい照明、電力変換素子、低消費電力デ

バイスの高効率化、これに関連する材料、特にユビキタス材料の利用やプロセスの先駆的な研

究が重要となる。冷暖房の消費電力低減に大きく寄与する、高断熱材、建築材、窓材、そして

自然エネルギーを活用した自立型建築などの開発も望まれる。 
上記のような、世界トップレベルのわが国の低消費電力機器や効率的な電力供給システムと

いった節電関連技術は、わが国の新たな基幹産業となる可能性があることから、推進するため

の施策が重要である。知財や標準化戦略も含めて、現在トップランナーである電化製品の更な

る性能向上のためへの研究投資を通じて国際競争力を強化することが必要である。併せて効率

的な補助金の検討、産学官連携なども、大学の研究マネージメント人材（例えばリサーチ・ア

ドミニストレーター）が中心となって地元企業や自治体との連携を強化し、実質的に功を奏す

仕組みづくりが必要である。 
 
②電力インフラに関係する人材育成と社会システム改革の検討と推進

エネルギー産業を経済成長の基幹技術とすることは、我が国の技術力向上はもちろんのこと、

社会システムの改革も深く関与する。節電はまさしくこの両方の課題を含む事柄であり、特定

の国や地域だけの問題ではなく、気候変動問題解決にも寄与する、世界と共有できる重要課題

である。 
電力インフラは、再生可能エネルギーの普及によって、今後大きく変化することが見込まれ

ている。近い将来、ヨーロッパのように電力供給事業者を選択できるようになることが予想さ

れ、新たな電力インフラシステムに対応できる人材育成が必要である。併せて、ここ数年で団

塊の世代の方々がリタイアすることによって、既存の電力インフラの維持管理についても問題

になることが懸念され、その対応も急務である。さらに、固定価格買い取り制度(FIT)によっ

て、再生可能エネルギーの導入が加速することが見込まれている。これまでのように電力会社

からの供給に頼らず、事業所や家庭で発電が実施されることになる。そして地域に適した発電

によって、地方が都会のエネルギー供給源となり、新たなビジネスを構築できる可能性を秘め

ている。例えば、ドイツでは将来を考慮し、農家が再生可能エネルギーの導入に積極的に投資

している事例があるが、こうした取組は日本のエネルギー政策にも必要な検討事項であろう。

そこで、企業単独ではできない、電力インフラ全体を俯瞰できるような社会人育成を大学が積

極的に行うことが望ましい。 
同時にリスク低減やリスク管理といった、持続可能な社会構築には欠かせない課題解決策も

忘れてはならない。それには一般市民を交えた街区・地域の在り方について、各自治体で検討

する機会を設けることも必要である。経済効率性の追求と環境との共生をめざし、安全・安心
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な社会を構築するには、これまで以上にエネルギーセキュリティを考慮したエネルギーのベス

トミックスに関する議論が重要である。そして戦後配備したインフラの老朽化に伴う新たな都

市デザインも、節電を考慮して進められることが望ましい。そこで、ライフスタイルと電力消

費量あるいはエネルギー消費量の関係の定量化といった、ライフスタイル変革の検討に向けた

データの構築や、心理学や行動学といった社会システムに関連する研究開発も今まで以上に重

要である。 
勤務時間や休日取得の自由度の向上、通勤・通学・通院等の移動削減も節電につながる。IT 

技術を利用したテレワーク、バーチャルオフィス、オンライン教育や医療の普及や、学校にお

けるエネルギー教育の義務化の施策をすべきであろう。こうした事項はライフスタイルの変革

が伴うことから、例えば公共の場における総合的な節電、持続可能なエネルギー消費実現のた

めの新交通システム、高齢者を考慮した社会インフラに関する研究などの推進も重要である。 
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参考資料 特徴的な取組事例

文献調査により、特徴的な取組事例として、以下の 事例についてその詳細を取りまとめた。

特徴的な取組事例

取組事例 出典

事例①

「生産時のムダとり」から「変化に強い省エネ生産体

質」へ

株 デンソー大安製作所（三重県いなべ市）

・省エネルギー センター「平

成 年度省エネ大賞事例集」

・ 株 デンソー 「環境報告」 

事例②
電力半減プロジェクト

株 コマツ粟津工場（石川県小松市）

・産経 年 月 日付

・ＮＨＫ時論公論「乗り切れる

か節電２年目の夏」 年

月 日 付

・コマツ 「ＣＳＲ重点分野」

事例③

「つながる」「わかる 」「できる」

生産現場におけるエネルギー削減と生産性の向上の

両立を実現

オムロン（株）綾部工場（京都府綾部市）

・省エネルギー センター「平

成 年度省エネ大賞事例集」

・ 年 月 日付

・オムロン（株）

事例④

水が持つ位置エネルギーを電気エネルギーに変えて

回収

マイクロ水力発電を行う「エネルギー回収システム」

日立産機システム 株  習志野事業所

千葉県習志野市

・日立産機システム 「環境

への取組」

事例⑤

電気自動車を用いたスマートグリッド実証実験を開

始

スマートグリッド実証実験装置「 」の稼

動を開始

三菱自動車工業 株 名古屋製作所（愛知県岡崎市）

・三菱自動車工業 株 「プレ

スリリース」
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デンソーグループは、エネルギー損失を限りなくゼロに近づけることが重要と考え、特にエネ

ルギー使用量の約 ％を占める電力の削減に注力している。その基本は、生産ラインごとのエ

ネルギー消費量の“見える化”や活動進捗の点数化などで課題を顕在化し、改善策をやり尽くす

ことである。

デンソーグループでは「製造用エネルギーは固定化されたインフラではなく、自在に使いこな

すべき部品のひとつ」という視点のもと、必要な時に必要なだけエネルギーを使用・供給する体

制の確立に取り組んでいる。

これが『エネルギー （ジャスト・イン・タイム）活動』で、 年 月に増設した大安製

作所（三重県）をモデル工場の１つに指定し、スタートした。

「生産時のムダとり」から「変化に強い省エネ生産体質」を目指し、必要な時「適時」、必要

なだけ「適量」、必要なところ「適所」、必要なもの「適材」を実現するという「エネルギー

構想」を工場のエネルギー管理・運用として推進した。この構想のもとにエネルギー原単位改善

に向けて、エネルギー供給設備と使用側の生産設備の省エネ活動を生産情報で繋ぎ、減産時等の

生産変動に追従できる「省エネ生産体質づくり」に取組、生産工程では固定エネルギー削減対策

を行った。

「生産時のムダとり」から「変化に強い省エネ生産体質」へ

株 デンソー大安製作所（三重県いなべ市） 

取組事例①

１．取組経緯 

２．取組内容

図 エネルギー 構想

出所：㈱デンソー 「 情報 重点活動」
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供給 （エア モデル活動）

エア では、空圧機 台をローテーションしながら台数制御している為、必要としている

エア量に対し過大な空圧機を運転してしまう時間帯が見受けられた。そこで、次のステップで改

善を進めた。

・ ：生産工程で使用するエアの必要量・場所を台帳・エネマップに落とす。

・ ：エアを必要とする時間を生産側からのカンバン情報から把握する。

・ ：カンバン情報・エネ台帳から送気スケジュールとエア予測量を演算。

・ ：予測エア量に対して空圧機の性能曲線から最適空圧機を選定（ベストミックス）

生産 （アイドルストップ活動）

生産工程において、前工程の故障などにより自工程の作業や加工が不良になったとき、自工程

設備の動力機器などの電源を自動的に遮断し、前工程が復帰し自工程の作業が不要になったとき

自動的に復帰することで非生産時のエネルギーを自動で削減するシステムを開発。これは自動車

のアイドルストップの発想を生産工程に取り入れたものである。

 
これらの取組により、 年のエネルギー原単位は 年度比 削減した。また、供給

の省エネ効果は 千円 年（投資回収 年）生産 では 千円 年（投資回収 年）

の実績をあげている。

また、本取組により、平成 年、 年と連続して省エネ大賞（省エネ事例部門）事例集」を

受賞している。

３．取組成果 

出所：省エネルギー センター 「平成 年度省エネ大賞事例集」 
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建設機械メーカーのコマツは、 年の夏、東京の本社で週休３日制を導入した他、自家発

電を増やす、工場のエアコンの温度を高めに設定するなど、緊急的な対応で、東電と東北電力の

管内で ％の節電を達成した。

その過程で、例えば、製造ラインの待機時間が長いなど、無駄な電力を使っている例に、いく

つも気付いた。このため、今、設計・開発の段階から、生産工程に至るまで、「電力使用を減ら

す」という観点から、抜本的な見直しを進めている。老朽化した設備も順次、省エネ型に置き換

える。そして、 年度までに、生産能力を落とさずに、おととしと比べて、全国の電力使用

量を ％減らす計画である。

コストもかかるが、今の電気料金だと年間 億円分の電気代が減って、４～５年で元が取れ

る計算である。

電力半減プロジェクト

株 コマツ 粟津工場（石川県小松市） 

取組事例②

１．取組経緯 

図 攻めの節電対策

出所：ＮＨＫ時論公論

「乗り切れるか 節電２年目の夏」 年 月 日 付 
図 電力削減活動

出所：㈱コマツ HP「環境報告書」 
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電力削減の基本的な考え方は、①電力の見える化による無駄の排除、②生産改革、③代替エネ

ルギーの利用 である。

基本的な考え方

電力の見える化によるムダの排除 ：ムダな電力消費の削減を徹底します

国内全工場の１時間毎の電力消費を本社で自動収集して、社内向けに公開するシステムを構築。

一方各工場では、建屋ごと、設備ごとなどのさらに詳細な電力の見える化にも取り組んでいる。

こういった電力の見える化により、ムダな電力の使用やエネルギー効率の悪い設備の発見、生産

活動と電力使用の相関の把握が可能となり、効果的に電力削減活動を推進することができる。ま

た、事務所ロビー等でのデジタルサイネージにより、一般社員への啓蒙活動や来客への活動のア

ピールも行っている。

生産改革： 加工設備、加工プロセスの改善により電力を削減します

コマツの生産工場の電力消費の約６割が部品の加工を行う設備で消費する電力。コマツには機

械加工、溶接など様々な加工プロセスがありますが、それぞれの分野において設備の改善による

電力削減と、能率向上を含む加工プロセス改善による電力削減を進めている。

① 生産設備の電力削減

ポンプやモータなど補機類のインバータ

制御化やきめ細かな停止により加工中、お

よび待機中の電力使用を削減。加工速度向

上、設備稼働率向上により、加工時間、待

機時間双方を短縮。

② 加工プロセスの改善（ 活用）

新たな生産技術開発により、加工範囲の

最小化、投入エネルギーの最小化を図りま

す。また、最新の高効率設備への更新を加

速して、使用電力の削減を図る。

２．取組内容

最新の省エネ技術を採用し、電力削減 を達成する

生産改革により能率向上させ、設備占有面積を△ 削減する

新建屋は自然ｴﾈﾙｷﾞ（太陽光、地下水等）を最大限に活用する 

出所：㈱コマツ HP「環境報告書」 

出所：㈱コマツ HP「環境報告書」 



 
 

134 
 

代替エネルギーの利用： 太陽光、地下水などを最大限に活用します

建屋の屋上スペースの有効利用として太陽光発電を導入している。また、一年中温度が安定し

ている地下水を空調の補助として利用するなど、再生可能エネルギーの活用を進めている。

省エネ新建屋への更新：最新の省エネ技術を採用した建屋に更新します

全社的な電力削減の活動を進める中で、照明や空調が主である組立工場や事務棟などでは、古

い建屋を新規に建て直し省エネ技術を織り込むことで、 ％程度の電力削減が可能であることが

わかった。一方コマツの生産建屋は築 年を越えるものが 割以上を占め、これらの建屋では

柱の間隔が狭いなど効率的な生産システムの構築を阻害するケースがあった。

そこで、これらに対する抜本的対策として生産建屋の統合更新を進めることとした。その際に、

最新の省エネ技術の採用に加え、生産改革の織り込みによる大幅な生産効率の向上（合理化）、

建屋面積削減による電力削減、投資金額の抑制を図り、十分な投資回収を可能とする。

年着工の粟津工場を皮切りに、 年までに ～ 億円の投資を見込んでいる。

 
コマツ粟津工場（石川県小松市）では、 年３月期に建機を１万 台生産し、７万２千メ

ガワット時の電力を消費した。コージェネレーション設備に使ったＡ重油などを含めたエネルギ

ー費用は 億円だった。 年３月期には生産台数が横ばいと仮定し、電力消費量を３万６千メ

ガワット時、エネルギー費用を６億円に削減する。

３．取組成果 

新建屋の電力削減（粟津工場） 
出所：㈱コマツ HP「環境報告書」 

出所：㈱コマツ HP「環境報告書」 



 
 

135 
 

 
 
 
オムロン（株）綾部事業所（京都府綾部市）は、ファイバ・光電・近接といった 用センサ

を開発・生産している国内基幹工場である。

綾部事業所においても環境経営の高まりに伴い、 排出量・電力使用量低減の目標を掲げ取

り組んできた。当初は空調やコンプレッサ等ファシリティの改善を中心に進めてきたが、さらな

る省エネを実現するためには、消費側の改善を本格的に行う必要があった。

しかし、現場の生産設備の取組は、製造品質に対する影響が想定されるため、なかなか加速し

ないことが問題であった。

そこで、 年度、現場主体の省エネ活動を進めるため、綾部工場エコプロジェクトを結成

し、『業界 のエコファクトリー』を目指した活動を開始した。

 電力・環境・生産状況の『診える化』の取組

モデル棟（2 号館）・フロア・各設備に電力センサ・環境センシングを設置。電力・環境『診

える化』システム“環境あんどん”を開発し、フロア・各ラインに設置。 
生産現場では、省エネ活動を進める場合においても『品質第一』は譲れない。現在、綾部事業

所では、省エネ活動によって、品質や生産性を犠牲にするのではなく、エネルギーのムダを改善

することで、むしろ現場環境・品質・生産性は向上すると考え活動を推進することとした。 
エネルギー消費側である現場の省エネ改善を進めるために、現場のエネルギー使用状況、クリ

ーン度、温湿度など、現場の環境の見える化に取組始めた。リアルな現場が見えると、的確な改

善案が提案でき、効果的な打ち手を講じることにつながると考えた。 
まず優先して「見える化」をしたのは、設備を多用する工程や、クリーン度の管理を必要とす

 

「つながる」「わかる 」「できる」

生産現場におけるエネルギー削減と生産性の向上の両立を実現
オムロン（株）綾部工場（京都府綾部市） 

取組事例③

１．取組経緯 

２．取組内容

○省エネ施策・環境活動では右

図に示すように電力・環境の見

える化から スタートし、

までに現状必要されている電力

量の最小化を図り、将来は発

電・蓄電・節電 制御をも含め、

“業界 エコファクトリー”

を目指している。 

出所：オムロン㈱HP「オムロン綾部事業所 工場見学」 
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る工程であり、各工程に各種センサを敷き詰めた。 
 

図 綾部工場センサ設置図概要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
工場の「省エネ・環境・品質・生産性・安全安心」を関連させすべてをよくする「最適化」

ECO 活動となり、省エネ効果を上げた。 
 

ファクトリー（工場、生産電力使用側）の省エネ環境活動 
①クリーンルーム商品の生産原単位電力低減

・環境あんどんデータにて、非稼動時の電源運用改善で設備待機電力を低減

・クリーン環境（パーティクル量）を （ 個 ）に低減

・成形機金型の非稼動時の省温

・クリーンユニットの省エネ制御運転

②リフロー炉の断熱改善、環境改善を実施

③クリーンルームのクリーン環境（パーティクル量）を （ 個 ）に低減

④印刷工程の電力低減▲ ％減、パーティクル量 （ 個 ）に低減

ファシリティ（施設管理、電力供給側）との繋ぎ省エネ環境活動

①エアーの診える化により、圧縮エアー（コンプレッサー）の電力低減

・設備エアー配管改善による圧縮エアーの 次圧を低減

・エアーブローの改善による圧縮エアーの放出量を低減

②クリーンルーム空調の冬季運転見直しにより空調電力低減

③クリーンルーム空調の省エネ自動制御

 
電力使用の多いクリーンルームでの電力を 50％削減するだけでなく、浮遊するほこりの量を

3 分の 1 に減らすなど、生産性や品質を維持しながらしいウ電力を削減。2012 年度の生産電力

量は 2010 年度比 19.4％削減、生産電力原単位は 2010 年度比 7.2％削減を達成した。

３．取組成果 

出所：オムロン㈱「テクニカルレポート」 
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同社工場で培った省エネノウハウを実装したエコ モノづくり支援ツール「環境あんどん

EQS-AD10」（以下環境あんどん）、「センサーネットワークサーバ EQ100」（以下 EQ100）を

2013 年 6 月から発売する。 
これは、上記の省エネ活動の中心となった製造現場における電力および関連指標の可視化ツー

ルとセンサーネットワークサーバを商品化したものである。 
可視化ツール「環境あんどん」は生産性や品質を維持しながら省エネを推進する“診える化”

ツール。電力はもちろん、生産に関連するさまざまな指標を合わせて表示することで、生産性や

品質維持に影響を与えることなく省エネにつながる“気付き”を生み出すことができることが特

徴となっている。 
 
 

図 綾部工場の生産電力と原単位電力推移

▲大画面モニターに指標を表示し、誰でも、どこでも見ることができ、カイゼンにつなげられる 

４．省エネビジネスの創造 

出所：オムロン㈱HP「オムロン綾部事業所 工場見学」 

出所：オムロン㈱HP「オムロン綾部事業所 工場見学」 
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習志野事業所では、 年に環境 を取得し、以来省エネモデル工場として の

削減に向け努力してきた。

一番の特長は、自社で開発・製造している省エネ製品をフルに活用して工場のエコを実現して

いることである。主力製品の高効率アモルファス変圧器や生産設備のインバータ制御、電力監視

システムなどを導入し、 年度は 年度比で 排出量を約 万 トン も削減して

いる。

現在は環境問題への取組として、 濃度の上昇を阻止すべく「やまホタル構想」を展開して

いる。

図 やまホタル構想

習志野事業所で一番多く電力を使うのは、工場設備を動かすモータであり、これを自社で開発

しているインバータで制御したり、高効率モータに入れ替えることで大きな省エネ効果が得られ

ている。

同様に工場設備の動力源となる圧縮空気を作るエアコンプレッサーは、省電力で運転を可能に

するインバータ制御のものを導入。変電設備の変圧器も電気ロスの少ない高効率アモルファス変

圧器に替えるなど、日立産機システムを代表する省エネ製品をフルに活用して工場の省エネを実

水が持つ位置エネルギーを電気エネルギーに変えて回収

マイクロ水力発電を行う「エネルギー回収システム」
日立産機システム 株  習志野事業所 千葉県習志野市  

取組事例④

１．取組経緯 

２．取組内容

出所：日立産機システム㈱HP 
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現している。

加えて、「やまホタル構想」は、太陽光、マイクロ水力のクリーンな自然の力を利用し、

を発生させずに電気エネルギーを創る、地産地消をめざしたソリューションであり、マイクロ水

力発電システムと太陽光発電システムを導入している。

表 省エネルギーの実施状況

マイクロ水力発電システム

工業用水流入時の圧力を利用して、発電水車により電気エネルギーとして回収する「エネルギ

ー回収システム」を設置。

<設置のポイント> 
・3kW、9kW 出力の製品を用意 
・設計から施工まで一貫した発電システムを構築 
 

図 マイクロ水力発電システムの構成

 
 

出所：日立産機システム㈱HP 

出所：日立産機システム㈱HP 
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太陽光発電システム

当社ではインバータや変圧器の技術を応用したパワーコンディショナを生産している。実用試

験を兼ねて、30kW と 100kW の発電システムを設置。 
<設置のポイント> 
・100kW パワーコンディショナは、国内トップクラスの最大電力変換効率 96.3%を実現 
・設計から施工まで一貫した発電システムを構築 

 
モータ・ドライブファクトリー

この工場では、省エネ効果の高いアモルファス変圧器やインバータ制御のエアコンプレッサー

などの自社製品はもちろん、建物の窓には断熱を強化した二重ガラスを採用、夜間電力を利用し

て空調する氷蓄熱システム、人感センサ付き照明など、多くの省エネ施策を盛り込んでいる。 
 
 
 

マイクロ水力発電システムは、通常は見逃していたエネルギーの約 60％を回収することが可

能。例えば 35m の落差があり、毎分 2.8 立方メートルの水が流れる場合では 9kW の電力を作り

出すことができる。これを一般家庭の消費電力に換算すると約 18 世帯に相当し、年間 CO2 を

約 35.0 トン*3 排出抑制することが可能である。 
 

 
 

オフィスビルやホテル、病院、工場の空調設備、工業用水の配管設備などには、冷却水や循環

水といった、これまで見逃されていた未利用の水力エネルギーがある。日立産機システムは、こ

れを利用して 10kW 以下のマイクロ水力発電を行う「エネルギー回収システム」を提案してい

る。 
富士ゼロックス岩槻事業所(埼玉県)では、生産から開発中心へと事業内容が移行したのをきっ

かけに、所内のパソコン台数が増加し、空調設備にかかわる電力使用も増え、よりいっそう消費

電力の抑制が求められることとなった。昼休みの消灯や冷暖房温度の設定管理はもちろん、深夜

電力を活用した空調設備の導入など積極的な取組を進めつつ、新たな省エネルギーの手段を模索

していた。 
そこで空調設備の冷水を利用して発電を行うエネルギー回収システムを採用。システム第一号

機として稼働を始めた 2003 年以降、年間約 4 万 2,000kWh の電力を発電し、廊下やエレベータ

ーの照明用などに利用されている。これは年間 CO2 排出抑制量に換算すると約 18.6 トンにもな

る。 

３．取組成果 

４．省エネビジネスの創造 
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年 月の東日本大震災を機に、電気自動車に求められる役割や期待が少しずつ変化して

きている。大きな電力を蓄えることができる電気自動車は、非常時の電源としてだけでなく、電

力供給が逼迫する中での、電力需給の調整機能としても期待されてる。

こうしたことから、三菱商事、三菱自動車工業、三菱電機は、 年４月 日、けいはんな

エコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクトの つとして、東京工業大学の指

導を受けながら、電気自動車（ ）に搭載された蓄電池を活用し、工場施設の電力需要平準化を

行うスマートグリッド実証実験装置「 」を完成させ、稼動を開始。

本実証実験は、出力が不安定な再生可能エネルギーや夜間電力を蓄電池に充電することで、工

場やオフィスの電力需要がピークを迎える時間帯に供給し、電力需要の平準化を実現することを

目的としたものである。

スマートグリッド実証実験装置「 」

年 月、名古屋製作所岡崎工場の駐車場の一角に『 』という実験装置が完成

した。太陽電池や風力発電機、電気自動車用の充電器を備えたこの設備は、太陽光や風力から得

られたクリーンな電力を用いる最新の電気自動車用充電設備ですが、さらにこの設備は、電気自

動車に蓄えた電力を、隣接する岡崎工場のオフィス棟に供給できる仕組みになっている。

は、太陽光発電システム（ ）、放電可能な 台、 から回収したリユース

蓄電池（ ）で構成される。

電気自動車を用いたスマートグリッド実証実験

スマートグリッド実証実験装置「 」の稼動を開始
三菱自動車工業 株 名古屋製作所（愛知県岡崎市） 

取組事例⑤

１．取組経緯 

２．取組内容

▲

▲充放電スタンドと蓄電池

出所：三菱自動車工業㈱HP「プレスリリース」 
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実験内容

具体的な実験内容は、①実験装置から生み出される最大 ［ ］の電力を用い、三菱自動車

名古屋製作所内にある生産本館の電力変動低減（変動幅 ［ ］の ％低減を目標）、② ユ

ーザーの利用を妨げることなく利用可能な放電容量およびその時間帯を統合するシステム

（ ）の有効性確認を行い、これらの効果を 年間かけて

検証する。

三菱自動車名古屋製作所内生産本館に電力管理システムを配置。ラボ建屋は の充放電および駐車ス
ペースも兼ねており、屋根に太陽光発電パネルを配置する。乗用で使用する 台の充放電の量は
で調整する仕組み。蓄電池は の能力を持つ

 
三菱商事、三菱自動車、三菱電機は、以下の役割分担にて互いに連携して本実験を進めていく

とともに、ここで得られた知見を、持続可能な社会実現のために活用していく。 
三菱商事 ： EV 蓄電池、リユース蓄電池を活用した電力関連事業の検討。 
三菱自動車 ： 充放電が EV に与える影響および、EV から出力が必要な車両側情報を調査。 
三菱電機 ： EV 蓄電池、リユース蓄電池を効率的に利用できるシステムの検証。

３．取組成果 

図 実証実験システム全体の構成図 

出所：三菱自動車工業㈱HP「プレスリリース」 
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