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はじめにはじめに

　我が国では、２０１５年７月に経済産業省総合資源エネルギー調査会において「長期エネルギー需

給見通し」、いわゆる「エネルギーミックス」を決定し、徹底した省エネルギーを推進し、２０３０年

度までに原油換算で５，０３０万ｋＬ程度の省エネルギーを実現することが示されました。

　これを実現するためには、エネルギー消費量の４割を占める産業部門における更なる省エネルギー

を推進するとともに、エネルギー消費量の増加が著しい業務部門、家庭部門、運輸部門における省エ

ネルギー取組の強化が重要となっています。

　産業部門、業務部門等の事業者におかれては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

の趣旨に沿って、適切なエネルギー管理を行いつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲内で工場等単位、

設備単位によるきめ細かい省エネルギーに取り組まれています。

　そのような中から、中国地域における省エネルギーの取組の一部をご紹介し、皆様の日々の取組の

参考にしていただくことを期待して、本事例集を作成しました。

　本事例集の作成にあたっては、中国地域において積極的に省エネルギーや節電に取り組まれた事業

者、特に省エネルギーに関する補助金等活用者やエネルギー管理優良事業者等中国経済産業局長表彰

受賞者、最近の省エネルギーに関するセミナー、シンポジウムにて事例発表された事業者等の皆様に

アンケートを実施し、「最新機器の設置・更新」「運転条件の適正化」等取組ごとに分類した上で絞り

込みを行いました。

　紙面の都合により、回答いただいた全ての事例を掲載することはできませんが、できるだけ多くの

業種・業態の皆様のヒントにつながるよう、特徴的な取組、身近な取組等も含め、全１５事例を紹介

しています。

　本事例集が事業者の皆様にとって、今後の省エネルギーへの取組の参考となれば幸いです。

　末筆ながら、短期間での取材にもかかわらず、快くご協力いただいた事業者の皆様、アンケートに

ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。

平成２９年１月　中国経済産業局　エネルギー対策課
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機器

最新機器
の設置・更新

目次目次

（参考）「補助金・補助事業」、「運転条件の適正化」、「エネルギーマネジメント支援ビジネス」について・・・18

※取組事例は、県別に 50 音順で掲載しています。

サントリープロダクツ株式会社 天然水奥大山ブナの森工場 /鳥取県江府町・・・03

国立大学法人鳥取大学 鳥取地区 /鳥取県鳥取市・・・04

A病院 /岡山県・・・09

株式会社サンアイ スーパーマートサンアイ安来店 /島根県安来市・・・07

株式会社島根銀行 本店 /島根県松江市・・・08

浅利観光株式会社 /島根県江津市・・・06

クラレテクノ株式会社 ビル管理サービス事業部 岡山支所 /岡山県岡山市・・・11

JFE スチール株式会社 西日本製鉄所 福山地区 /広島県福山市・・・14

タカナシ乳業株式会社 岡山工場 /岡山県倉敷市・・・12

オーエム産業株式会社 /岡山県岡山市・・・10

帝人株式会社 徳山事業所 /山口県周南市・・・17

日段株式会社 /鳥取県鳥取市・・・05

アルマティス株式会社 岩国工場 /山口県岩国市・・・16

株式会社テック /広島県竹原市・・・15

安田工業株式会社 /岡山県里庄町・・・13

「ありたい姿」から目標値を策定
チューニングによる省エネの取組

ドレン回収システムを見直し
フラッシュ蒸気をボイラ水として回収

適切な機器の更新と BEMS	の活用による
環境に配慮したホテル経営の推進

会社全体でルールを決めて習慣化
運用の見直しによる小売業の取組

取組を地域へ発信、意識向上も目指す
先進的な設備を導入した新本店ビル

自動制御に委せず「人の手」で最適化
エネルギーロスを早期発見、最小限に

保温シートを様々な機器の断熱に応用
現場社員による取組の水平展開

使用電力を部屋ごとに測定し
徹底した運用管理の改善を目指す

丁寧な計測・記録で変化を把握
現場社員によって省エネ取組を推進

モジュール型ヒートポンプチラーの導入など
低負荷時にも対応可能な設備で原単位低減

操業変動を排除した予兆管理で
設備劣化の「見える化」を実現

加湿器を直接噴霧式に変更し
クリーンルームにかかる電力を大幅削減

電力の管理ポイントをピックアップし
全体の 85％の使用電力を「見える化」

すべてのドレントラップを見直し
蒸気によるエネルギーロスを減らす

多人数で使用電力量を監視する
「見えるネットワークシステム」を構築

EMS・BEMS

EMS・BEMS
の導入

見直し

操業スケジュール
・運用形態の見直し

適性化

運転条件
の適正化

機器 適性化

EMS

見直し

BEMS

機器

適性化

EMS

見直し

BEMS

機器

見直しBEMS

機器

見直し

機器

機器

機器

機器

機器

機器

見直し

機器

機器

機器

機器

取組
内容

適性化

【最終版】中国地域の省エネルギー事例集2016.ai   2017/01/24   18:32:11



100 99 

87 

81 

77 

71 
69 

40 

60 

80 

100 

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

製
品
1k
L当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
単
位

0

・ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更・ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更
・熱交換器を用いたボイラーの廃熱利用
・ボトルリンス水量の変更
・冷却塔使用条件の変更
・空調間欠運転
・長時間点灯する照明を LEDへ更新

「ありたい姿」から目標値を策定
チューニングによる省エネの取組

03

名 称 ：

所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

サントリープロダクツ株式会社
天然水奥大山ブナの森工場

これからの取組

き

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　2008 年 3 月竣工後、TPM（Total Productive Maintenance）活動を積極的に行ってきたサントリープロダ
クツ株式会社天然水奥大山ブナの森工場は、2011 年に 2013 年に向けた省エネに関する中期目標を策定し
たことをきっかけに、本社と工場が一体となって取り組む「省エネ革新プロジェクト」を発足させた。工
場内の機器は既に高効率なものが多く見られたため、主にチューニングすることにより、省エネに取り組
むことにした。

サントリープロダクツ株式会社
天然水奥大山ブナの森工場
鳥取県日野郡江府町大字御机字笠良原 1177
0859-75-6022（エンジニアリング部門）
サントリー天然水奥大山 2.0L、550mL PET ボトルの製造
約 100 名

【主な取組の内容】

▲近年の取組の成果

▲ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更

　ライン増設後においてもエネルギー効率
をどう維持・管理していくかが課題である。
また、今後も新たな目標を設定し、課題に
取り組んでいきたい。

変更前 変更後

29.8ｇ36g

使用電力量約１５％減

　自社他工場のトップランナーを参考にしながら
改善可能な課題を抽出し、ロードマップ化するこ
とから始めた。また、エネルギーロスの種類を定
義し、それぞれのロスについてありたい姿に対す
る課題を顕在化させ、改善に取り組んだ。一つ一
つの課題に対し、懸命に改善を進めた結果、活動
開始以降、着実にエネルギー原単位（製品 1kL 当
たりのエネルギー使用量）の削減を達成している。
工場一体となって活動に取り組むことで、社員の
省エネ意識も醸成されている。

　環境や省エネルギーに配慮するため、生産して
いる飲料水の容器であるペットボトルを 36g から
29.8g へ軽量化することになった。これに伴い、
適正な成型圧を検討することで、従来に比べ圧力
を下げることができ、使用電力量を約 15％削減
することができた。

ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更

　工場竣工時に、冷却水負荷設備の仕様値を積み
上げた結果、冷却水ポンプは常時 2 台運転に設定
された。その後、問題なく機器は稼動していたが、
「過剰な運転になっていないか」と言う視点を持
ち、各負荷設備の運転状況を 1 台ずつ確認するこ
とと、段階的に冷却水ポンプの流量を絞るテスト
を進めた結果、ポンプの常時運転 1 台化に成功し
た。これにより、約 5 百万円 / 年の電力費削減を
達成した。

冷却塔使用条件の変更

（2009 年度＝100）

見えるネットワークシステムの構築
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ペットボトルの軽量化に伴う成型圧の変更

・見えるネットワークシステムの構築見えるネットワークシステムの構築

・給水インバータポンプの更新
・一部の照明器具を LEDへ更新
・高天井部屋へのサーキュレーターの設置
・見えるネットワークシステムの構築
・一般室内の設定温度の徹底
・省エネパトロールの実施（2回 / 年）
・省エネルギー啓発用ポスターの作成

多人数で使用電力量を監視する
「見えるネットワークシステム」を構築

04

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

国立大学法人鳥取大学
鳥取地区

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　国立大学法人鳥取大学鳥取地区（以下、鳥取地区とする。）では、設備の老朽化や経費削減の推進をきっ
かけに、「鳥取大学エネルギー管理規程」に基づき、エネルギー使用の合理化を図る一環として、省エネルギー
専門部会を立ち上げ、日頃から組織的に省エネに取り組んできた。 2015 年度より上位組織の環境マネジメ
ント専門委員会に専門部会を統合し、老朽化した設備を更新するだけではなく、教職員・学生への継続し
た周知活動も行い、毎年成果を上げている。

国立大学法人鳥取大学 鳥取地区
鳥取県鳥取市湖山町南 4-101
0857-31-5042（施設環境部 施設課）
大学
約 2,300 名（( 国 ) 鳥取大学全体）

【主な取組の内容】
　これまで鳥取地区では、省エネとなる様々な取
組を実施してきた。これにより、床面積当たりの
エネルギー原単位は 2011 年以降、前年度比約 4
～ 7％の削減を達成した。

▲近年の取組の成果

▲給水インバータポンプの更新による省エネの効果

　今後も、老朽化した機器の更新や見える化によっ
て電力のムダをなくし、エネルギー原単位を中長期
的に見て、年平均 1％以上の削減となるように努力
していきたい。

約 52.5％の削減

　農学部では、2013 年度までに光熱水費 6％削減
（2011 年度比）を目指し、毎月の各部屋の使用電
力量を、学部関係者だけが見えるネットワーク内
で公開するシステムを構築した。これにより、使
用電力量が増加している教室のエネルギーチェッ
クを徹底する意識が生まれた。また、工学部では、
学部全体の空調負担金を定め、各学科の使用ガス
量の変化により、負担比率を変更することとした。
使用ガス量・電力量とそれに相当する金額を公表
することで、各学科ともムダな空調の運転を減ら
そうという意識が生まれた。これらにより、原油
換算で、農学部では約 37.6kL/ 年、工学部では約
160.3kL/ 年の削減を達成し、現在も引き続き省エ
ネに努めている。

　老朽化に伴う給水インバータポンプの更新時に
は、45kW のポンプが 2 台交互運転するものを、
7.5ｋW のポンプが 6 台順次発停するものに変更
することで、前年度に比べ使用電力量を約
35,473kWh、約 52.5％の削減を達成した。

見えるネットワークシステムの構築

給水インバータポンプの更新

　「高天井の部屋へのサーキュレーターの設置」
により、空気を循環させ、暖房効率を上げる取組
や、各部に在籍する省エネルギー推進員によって、
人のいない部屋の照明や空調がついていないか、
設定温度が適正かなどをチェックする「省エネパ
トロール」を実施するなど、細かな取組も合わせ
て行っていくことで、毎年成果を上げている。

その他の取組
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0

・ドレン回収システムによるドレンの再利用ドレン回収システムによるドレンの再利用

・工場の一部及び倉庫の照明を LEDへ更新
・高効率空調への更新
・コンプレッサの更新及びインバータ化（1台）
・ドレン回収システムによるドレンの再利用
・スチームトラップの更新
・保温カバーの導入

ドレン回収システムを見直し
フラッシュ蒸気をボイラ水として回収

05

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

日段株式会社

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　段ボールのシートやケースなどを製造している日段株式会社では、製造過程で高圧の蒸気を利用してい
る。そのため、高温高圧のドレンが発生し、多くのフラッシュ蒸気が漏れていることを以前から問題視し
ていた。また、コンプレッサやスチームトラップも高効率設備への更新を検討していたため、国の補助金
を活用し、省エネに取り組むことにした。

日段株式会社
鳥取県鳥取市古海 531
0857-26-1011（代表）
段ボールシート・ケースの製造販売
約 140 名

【主な取組の内容】

　従来は、オープンシステムで高圧ドレン及び低
圧ドレンを回収していたため、フラッシュ蒸気が
多く発生していた。そこで、新たに高圧ドレンに
は、クローズドシステムを導入することで、以前
より、軟水タンクから発生するフラッシュ蒸気を
減少させることができた。また、以前よりも高温
でボイラへ給水することが可能になり、重油燃料
も大幅に減少した。これにより、原油換算で約
27.1kL/ 年、約 7.8％の削減を達成した。

　国の補助金を活用し、照明や空調、コンプレッ
サ、スチームトラップなどの機器を更新した。機
器は、様々なメーカーを比較し、既存の機器との
相性を重視して選択した。これにより、事業所全
体のエネルギー使用量が、原油換算で、約
77.9kL/ 年、約 10.8％の削減を達成した。

▲取組による省エネの効果

▲ドレン回収システムの変更内容

　現在、3 台あるコンプレッサのうち 1 台を高効率
な機器へ更新しており、残りの 2 台についても更
新を検討している。また、ボイラや工場の一部の照
明についても、更新を検討している。

約 10.8％の削減

ドレン回収システムによるドレンの再利用

変更前 変更後

BEMS の導入
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ドレン回収システムによるドレンの再利用

・BEMS の導入BEMS の導入

・高効率空調への更新
・ガラスフィルムの装着
・LED照明への更新
・灯油ボイラを LPG給湯器に変更
・BEMS の導入

適切な機器の更新と BEMS	の活用による
環境に配慮したホテル経営の推進

06

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

浅利観光株式会社

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

BEMS の導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　浅利観光株式会社（以下、浅利観光とする。）は、創業以来ガソリンスタンド運営などエネルギー事業を行っ
ており、後発のホテル業においてもエネルギー効率を考えた運営を行いたいとの思いがあった。一方、各
ホテルにおいて、エネルギーの細かな見える化や使い方ができていなかったため、2011 年に省エネ診断を
受けた。省エネ診断では、具体的な数値による提案があったことから、運営する松江ニューアーバンホテ
ルや松江アーバンホテルにおいて、環境に配慮した経営を推進するため、社長が主体となって、国の補助
金を活用しながら省エネに取り組むことにした。

浅利観光株式会社
0852-24-6078（松江支店）
島根県江津市浅利町 72 番地
ホテル業、貸しビル業、ガソリンスタンド運営、飲食店運営
約 170 名（浅利観光 ( 株 ) 全体）

【主な取組の内容】
　2013 年に松江ニューアーバンホテル別館と松
江アーバンホテル１号館に BEMS（ビルエネルギー
管理システム）を導入し、1 分単位でエネルギー
の「見える化」を実施、高効率空調への更新やガ
ラスフィルムの装着、LED 照明への更新などによ
り、継続した使用電力量の削減を達成した。また、
2016 年に松江ニューアーバンホテル本館と松江
アーバンホテル２号館でマルチエアコンや LED 照
明への更新のほか、新たな BEMS を導入するなど
積極的に省エネに取り組んでいる。

▲近年の省エネの成果（松江ニューアーバンホテル別館）

　高効率な機器への更新による省エネ活動は、
一通り全て終わったところである。引き続き、
従業員の省エネに対する意識を保ち、人の意識
による省エネに取り組んでいきたい。

BEMS の活用

　BEMS により用途別に電気、ガス、灯油の使用
量を分析し、細かなエネルギー使用傾向を把握、
更に機器故障の早期発見や新たな課題の発見にも
活用した。例えば、お客様のいない時間帯におい
ても常時使用している電力があることを発見、何
に使用しているのか調べた結果、温泉の循環ポン
プなどであることを明らかにした。そこで、お客
様が利用しない時間帯の機器の停止を検討、熱効
率を計算した上で試行錯誤した結果、約 5 時間／
日の停止を行うことができた。
　また、BEMS によって得られた具体的な数値を
従業員に伝えることで、従業員の意識向上にもつ
ながった。空調の設定温度の適正化はもちろん、
日中の気温から設定温度ほど必要ないと考えたと
きは、適正に温度を変更している。取組当初は、
マニュアルを使用し周知していたが、現在は従業
員の意識が向上したため、マニュアルがなくても
取り組める体制ができたほか、各部門長が自部門
を管理するだけでなく、他部門の取組もチェック
するなど、会社全体で省エネに対する意識を保つ
よう工夫している。
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▲導入したBEMS(左)及び一定時間の停止を行っている循環ポンプ（右）
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・デマンドコントローラーの導入デマンドコントローラーの導入

・Hf 蛍光灯及び反射板への更新
・高効率空調への更新
・高効率な冷蔵庫への更新
・デマンドコントローラーの導入

会社全体でルールを決めて習慣化
運用の見直しによる小売業の取組
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きっかけ

取組の概要

株式会社サンアイ
スーパーマートサンアイ安来店

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　株式会社サンアイの経営するスーパーマートサンアイ安来店（以下、サンアイ安来店とする。）では、東
日本大震災をきっかけに、2011 年から 2014 年にかけて、補助金を活用しながら、高効率機器への更新に
よる省エネ活動を行ってきた。店内の大部分の設備更新を終え、次なる取組を模索していたところ、運用
の見直しによる改善ができることを知る。そこで、デマンドコントローラーを導入し、運用形態の見直し
を行うことにした。

【主な取組の内容】
　デマンド値を監視し、空調、照明、冷蔵庫など
の運用の見直しを行った。これら運用改善のみの
取組で、使用電力量約 15％の削減を達成した。
これは、店舗だけでなく、会社全体の取組として
ルールを決め、習慣化したことによる成果である。
パートタイム従業員なども多く働くサンアイ安来
店では、全ての従業員に周知することが課題で
あったが、店長やチーフから直接従業員に対し、
店舗を家庭に置き換え、電気のムダや使用量を説
明することで、節電の意識を高めていった。現在
では、サンアイ安来店での取組を参考に、他店舗
へ取組を水平展開している。

　商品を陳列する冷蔵庫は、必要な場所や量を意
識し、取り組んでいる。例えば、生鮮食品は、見
比べて購入するため冷蔵庫の照明を減らすことは
できないが、酒類や飲料は、お客様が手に取る手
前の商品ラベルがはっきりと見えれば問題ないの
ではないかと考え、2 列の蛍光灯の内、奥を照ら
す蛍光灯を消すことにした。また、大量の商品を
積み上げるのではなく、売れ行きに応じて、陳列
する商品の量を適正化している。

　空調は、スイッチを入れるタイミングと切るタ
イミングを見直している。例えば、閉店 30 分前
に空調を止めても、あまり温度変化がないことが
わかり、早めに止めることをルール化した。また、
空調のスイッチを一度に全て入れてしまうと、使
用電力が重なりピークが大きくなるが、30 分ず
つ間隔をあけて入れるだけでもピークを小さくす
ることができた。デマンド値を超えそうになった
場合は、お客様に影響の少ない、空調 4 台に優先
順位をつけて、30 分ずつ送風運転を行うなどの
取組により対応している。

▲取組による省エネの効果

　現在、冷蔵庫の霜取りの時間の見直しや冷気の逃
げ防止対策、直射日光の当たっている室外機への散
水や日よけなども検討している。従業員の意識向上
に伴い、今後は現場の声で、取組を促進できればと
考えている。

名 称 ：

所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

株式会社サンアイ
スーパーマートサンアイ安来店
島根県安来市飯島町 516
0859-39-7311（本社・代表）
スーパーマーケット
約 30 名

▲酒類・飲料の冷蔵庫における照明の間引き

　酒類・飲料の冷蔵庫では、手前の蛍光灯のみ点灯し、
奥は消灯している。冷蔵庫の奥は暗くなるが、お客様が
商品を選ぶ際に確認する手前の商品のラベルは、はっき
りと見える。

空調の運用の見直し

冷蔵庫の運用の見直し

約 15％の削減
（取組前＝100）

アピアランス制御システムの導入

ツインコーナーエコボイドの導入

②

①
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デマンドコントローラーの導入

・アピアランス制御システムの導入アピアランス制御システムの導入

・ツインコーナーエコボイドの導入ツインコーナーエコボイドの導入

・アピアランス制御システムの導入
・地中熱ヒートポンプの導入
・日本海側気候に適した空調の導入
・ツインコーナーエコボイドの導入
・Low-e ガラスの導入
・BEMS の導入

取組を地域へ発信、意識向上も目指す
先進的な設備を導入した新本店ビル
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鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

BEMS の導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　株式会社島根銀行では、新しく本店ビルを建設するにあたり、環境保全活動の取組をより一層推進する
ため、省エネを意識した建物とすることにした。LED 照明をはじめとする高効率機器を導入することはも
ちろん、特に照明、空調においては、先進的なシステムを導入している。

株式会社島根銀行  本店
島根県松江市朝日町 484-19
0852-24-1234（代表）
金融機関
約 400 名（（株）島根銀行全体）

【主な取組の内容】

　執務者の快適性と景色の眺望の両立を図るた
め、屋内・外に設置したセンサーの値より、電動
ブラインドと照明調光を自動調整する装置を導入
した。自然光を適切に活用することで、照明電力
を削減することができる。さらに、外壁ルーバー
を導入することで、直射光による不快なまぶしさ
を抑え、快適な環境かつ省エネ性を実現している。
これにより、使用電力量を約 45％削減できる見
通しである。

　ツインコーナーエコボイドは、南西及び北東に
設置した吹き抜けの空間によって、西から吹く卓
越風を有効に活用し、季節に応じて、自然換気ルー
ト、屋上に設置した外気処理空調機の還気ルート、
西側窓面日射熱の排気ルートの 3 つのルートを切
り替えることで、自然換気の促進・排熱の効率化、
太陽熱の回収を行っている。さらに、日本海側気
候に適した空調を採用することで、より一層の省
エネ化を実現している。 ▲ツインコーナーエコボイドの内容

　今後は、BEMS によるエネルギーの見える化を進
め、行員の環境に対する意識向上及び効率的なエネ
ルギー利用の促進、運用の改善を行いたいと考えて
いる。また、本店の省エネの取組を知ってもらうた
め、省エネ設備の見学会なども検討している。

株式会社島根銀行
本店

▲外観イメージ

季節の変化に応じた 2 つのエコ
ボイドを使い分け、快適な環境
をつくる。

冬期

※①南西ガラスボイド
　②北東階段室ボイド

アピアランス制御システムの導入

ツインコーナーエコボイドの導入

　本店ビルは、外壁ルーバー、ブラインド制御、
輝度制御、ツインコーナーエコボイド、天井面輻
射併用空調などを活用し、省エネ性・快適性・眺
望に配慮するとともに、太陽光発電設備と蓄電池
設備により使用電力の一部を賄い、地中熱ヒート
ポンプと輻射空調により室内環境の調整などが可
能な非常時自立型省エネビルとして、2017 年 2
月にオープンを予定している。
　また、導入済みの SNS や各支店、出張所にある
デジタルサイネージも活用して、行員だけでなく、
地域住民や企業、観光客などにも、省エネを意識
してもらえるよう、本店での取組や環境情報の発
信も予定している。

中間期の卓越風
(西風)

窓下給気口 階段室
排気

廊下パスススス
ｴｺﾎﾞｲﾄﾞ排気ｴｺﾎﾞｲﾄﾞ排気

中間期

廊下ﾊﾟｽ(RA)

簡易ｴｱﾌﾛ-
排気(EA)

階段室
還気(RA)

ｴｺﾎﾞｲﾄﾞ排気(EA)

排排

ｴｺﾎﾞｲﾄﾞ熱回収(RA)

簡易ｴｱﾌﾛ-熱回収(RA)

①① ①①

②②②②②

夏期

②②

①①
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・BEMS の導入BEMS の導入

・Low-E ガラス、熱線吸収ガラスを導入
・外断熱の強化
・LED照明や人感センサー照明を導入
・ソーラー発電外灯を導入
・チラーの高効率設備を導入
・空調ポンプのインバータ化
・BEMS の導入

自動制御に委せず「人の手」で最適化
エネルギーロスを早期発見、最小限に

及び台数を決めている。空調を暖房に切り替える
冬期において、時折ある暖かい日の中間期には、
人の手によって、熱源を適切に選択することで、
過剰な空調による利用者の不快感だけでなく、エ
ネルギーロスをも減らしている。
　機器の運転情報などは、監視室のパソコンに集
約され、監視するだけでなく、運転する機器の設
定を遠隔にて変更、即時対応もできる。毎日のエ
ネルギー使用量を検針により把握しており、エネ
ルギーロスを早期に発見するよう努めている。
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きっかけ

取組の概要

A 病院

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

BEMS の導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　診療機能の強化及び療養環境の改善を目的とした新しい病棟の建設をきっかけに、省エネとなる高効率
機器や BEMS を導入することにした。現在は、中央制御室にて BEMS などを利用し、更なる省エネに取り
組んでいる。

【主な取組の内容】

　人によって感じ方が異なる空調の設定は、体調、
性別、年齢など、様々な人が集まる病院という機
関にとって、とても難しい問題である。
　そこで、廊下や各部屋などによって温度設定が
制御できるような仕組みを建設段階で採用した。
各部屋では、温度設定を変えることができるが、
廊下は患者に考慮し、夏季 26℃、冬季 23℃に設
定している。推奨している温度より極端に異なる
設定をしている部屋があれば、人の手で設定を変
更するなど、自動制御と人の手で最適な環境をつ
くる活動をしている。外気温によっては、手動で
運転をとめ、運転していない中抜きの時間を多く
したり、通常年 2 回のフィルター交換だが、人の
利用の多い病床は年 4 回としたりするなど、細か
な省エネにも取り組んでいる。
　さらに、熱源設備が 3 種類（冷温水発生器、熱
交換器、ヒートポンプ）かつ台数も複数あるため、
季節や時間帯、負荷流量などで、最適な使用機器

▲ヒューマン管理及び自動制御による運転パターン（例）

　BEMS を導入し、年間のデータを取ることができたところである。今後はそのデータをより活用して、
現在は手動で行っている空調の入切や、温度設定の変更を、BEMS の高度化を図ることにより、更に効
率のよい運転を目指したい。

ヒューマン管理による熱源機台数制限 ヒューマン管理による2次ポンプ台数制御

Yes

No

熱交換器1次ポンプ瞬時流量：40㎥/ｈ
ヒートポンプ1次ポンプ瞬時流量：30㎥/ｈ

⾃動制御による熱源運転パターン
No

※負荷熱量により必要台数を演算し、運転台数を増減

条 件
冬期：暖房切替済 55℃以上

 45℃未満

No

Yes Yes

熱交瞬時
 熱量＞

＜

温⽔負荷
瞬時熱量暖房

運転

冷温⽔発⽣器
運転指令
優先①

熱交換器
優先②
追従待機

（冷温⽔発⽣器除外指令）
（ヒートポンプ除外指令）

熱交換器 運転

（ヒートポンプ除外解除）

ヒートポンプ運転

ヒートポンプ
加熱運転
優先③
追従待機

中間期 温⽔1次ヘッダー温度

温⽔2次ポンプ群発停

2台運転

温⽔2ポンプ
1台除外指令

温⽔設定
55℃

温⽔負荷流量＞70㎥/ｈ

適正運転

熱交瞬時
 熱量

温⽔負荷
瞬時熱量

BEMS とヒューマン管理による取組

蒸気配管や蒸気乾燥炉などへの保温カバーやシートの導入
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BEMS の導入

・蒸気配管や蒸気乾燥炉などへの保温カバーやシートの導入蒸気配管や蒸気乾燥炉などへの保温カバーやシートの導入
・めっきラインの排気ファンのインバータ化
・蒸気配管や蒸気乾燥炉などへの保温カバーやシートの導入
・高効率ボイラ（ガスボイラ）への更新
・高効率照明への更新
・高効率の空調機への更新
・EMS、デマンドコントローラーの導入
・省エネ型自動販売機への更新
・作業用ユニフォームの半袖ポロシャツ採用
・高周波リフロー炉の研究開発

保温シートを様々な機器の断熱に応用
現場社員による取組の水平展開

10

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

オーエム産業株式会社
最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　オーエム産業株式会社（以下、オーエム産業とする。）では、高効率機器を導入すれば省エネになること
はわかるものの、自社に導入するとどの程度効果があるのか、どのような設備を導入するのが適当かなど、
明確にわからなかったため、大きな省エネ活動には足踏みをしていた。そのような時、補助金などについ
て調べていたところ、無料の省エネ診断があることを知った。検討している取組が自社に合っているか知
りたいと思い、省エネ診断を受けることにした。診断の結果、考えていたよりも具体的かつ明確な数値の
提案があったことから、省エネ設備の更新などに取り組むことにした。

オーエム産業株式会社
岡山県岡山市北区野田 3-18-48
086-241-3201（代表）
めっき加工業
約 130 名

【主な取組の内容】

　オーエム産業では、現場社員が自発的に取り組
んでいる。取組当初は積極的ではなかったが、省
エネ診断にて提案のあった配管や炉への保温対策
を行ったところ、電力だけでなく、機器からの放
熱を低減でき、涼しくなるという効果が現れた。
生産ラインは、ボイラを稼働させているため高温
な環境になる場所が多く、夏場は特に暑かったが、
現場環境が改善されたことにより、社員の省エネ
に対する意識や姿勢が変わった。これをきっかけ
に、現場社員が自発的に意見を出し、保温シート
の貼り方に工夫を加えながら、計 6か所の機器に、
保温対策を水平展開していった。これらの取組だ
けで、都市ガス 626 ㎡ / 年と、使用電力量
1,200kWh/ 年の削減を達成した。

　設備の導入に際しては、2011 年から 2015 年ま
での 5 年間で、3 種類計 5 件の補助金（国及び自
治体）を活用した。補助金を活用することによっ
て、計画時の予算より経費を抑えることができた
ため、当初より多くの取組を行うことができた。
毎年、取組を積極的に行うことで、売上高当たり
のエネルギー原単位は年約 1～ 3％の削減を達成
した。
　また、オーエム産業では、2013 年に表面処理
研究所を開設した。ここでは、最先端のめっき技
術の研究と開発を行っており、自社に適した高周
波リフロー炉の開発にも取り組んでいる。様々な
製品に対応でき、省エネとなるよう、日々研究を
進めている。

▲（熱処理炉の）保温対策の様子

　保温シートは、定期的な交換が必要になるため、
交換日が現場社員に周知できるようなシステムを検
討している。また、生産ラインごとに使用量が見え
るようにするなど、社員にも意識できるような電気
の見える化に取り組みたい。

保温シートの水平展開による取組

銀色面は全て保温シート

【拡大】
保温シート

これからの取組

▲近年の取組の成果
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・電力監視作業標準の作成電力監視作業標準の作成・電力監視作業標準の作成
・デマンドコントローラーの導入
・変圧器の台数適正化

使用電力を部屋ごとに測定し
徹底した運用管理の改善を目指す

11

きっかけ

取組の概要

クラレテクノ株式会社
ビル管理サービス事業部	岡山支所

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　施設・建物の設備管理や施設運営などの事業を行っているクラレテクノ株式会社ビル管理サービス事業
部岡山支所では、2010 年に地方自治体が所有する文化施設の指定管理者となったことにより、公の施設へ
の省エネに取り組むことにした。省エネ効果の高い取組としては、高効率機器への更新や導入が考えられ
るものの、指定管理者単独の実施は難しく、設備投資による改善策に取り組むことは困難であった。そこで、
徹底した運用管理の改善から取り組むことにした。

【主な取組の内容】

　測定の結果を有効に活用した取組を行うためデ
マンドコントローラーを導入したが、規模の小さ
い文化施設では、エネルギーを管理する専属の職
員はおらず、他の業務も行っている各職員によっ
て取り組んでもらう必要があった。そこで、デマ
ンドの意識を各職員に持ってもらうため、文化施
設専用の「電力監視作業標準」を作成した。この
作業標準は、デマンドコントローラーが警報を発
した際の対応方法などが記載されている。警報が
作動したときに、来館者に影響のない部分の電力
はどこで、どの程度の電力を使用しているのかと
いった内容だけでなく、電気料金の計算の仕方と
いった電気の消費を意識できる内容も記載したこ
とで、省エネの意識と取組が浸透した。これらに
より、管理を始める前の 2009 年から 2015 年ま
でに、契約電力を約31％減少させることができた。
　現在は、規模の小さい文化施設以外においても、
地方自治体が設定しているエネルギー管理標準を
遵守することを基本に、各施設に合った取組を検
討し、実施している。また、（一財）省エネルギー
センターによる省エネ診断などを利用し、更なる
省エネの気づきを得て、取組を進めている。

　使用電力を把握するため、休館日におけるベー
ス電力や各機器の電力の測定を行った。また、文
化施設の電力のピークは、季節変化よりも、施設
の利用状況による変動が大きいため、複数設備を
同時稼働させた際の使用電力を測定した。例えば、
電力のピークカットや省電力機器を把握するため
に、各部屋にある空調の使用を様々なパターンを
組み合わせて電力を測定したり、利用状況別に電
力を把握するため、各部屋単位での使用電力の測
定などを行った。

▲取組による省エネの効果

▲電力監視作業標準の内容（例）

　国の補助金制度の活用も視野に入れて、地方自治
体と協力しながら、設備投資による改善も目指した
い。また、水に着目して圧力や使用量の見直しなど
を検討し、節水にも取り組みたいと考えている。

約 31％の削減

名 称 ：

所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

クラレテクノ株式会社
ビル管理サービス事業部 岡山支所
岡山県岡山市南区海岸通 1-2-1
086-263-6079（代表）
ビル管理サービス事業
約 1,600 名（クラレテクノ（株）全体）

大ホールの移動式観客席について
　席を出した状態では、通路灯が自動点灯するため、
使用しない時は収納した状態としておく。
休館日について
　不要照明・エアコンなどの消灯をする。　…

警報設定
　警報設定値は契約電力の 80％の値とする。
警報作動時の処置
　来館者からのクレームのない状況を見計らって、
以下のエアコンを許容時間停止する。
　　●事務所エアコン　3.5kW
　　●喫茶コーナーのエアコン　3.5kW
　　●1階ロビーのエアコン　7.5kW
　　●2階ホワイエのエアコン　7.72kW　　…

使用電力量の見える化

電力監視作業標準の作成

経常管理

デマンドコントローラーの運用
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ISO パトロール（見える化）

点検方法などの講習会の開催

約 43.3％の削減約 3.1％の削減 約 12.7％の削減
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電力監視作業標準の作成

・ISO パトロール（見える化）ISO パトロール（見える化）

・点検方法などの講習会の開催点検方法などの講習会の開催

・ISO パトロール（見える化）
・エアコンプレッサの台数制御
・蒸気自動送気システムの導入
・ボイラ押込み送風機のインバータ化
・保温カバーの導入
・冷蔵庫照明の LED化
・ブースターコンプレッサの導入
・ブラインチラーの導入
・点検方法などの講習会の開催

丁寧な計測・記録で変化を把握
現場社員によって省エネ取組を推進

12

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

タカナシ乳業株式会社
岡山工場

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　タカナシ乳業株式会社岡山工場（以下、岡山工場とする。）は、2003 年に開設した。その後に ISO14001
の認証取得をきっかけに、積極的に省エネに取り組むことにした。各機器の見える化を行い、使用電力量
の大きいものから取り組むことで、毎年成果を上げている。

タカナシ乳業株式会社 岡山工場
岡山県倉敷市片島町 187-1
086-465-4011（代表）
牛乳、加工乳、乳飲料などの製造
約 800 名（タカナシ乳業（株）全体）

【主な取組の内容】

　2016 年には、現場社員による省エネ活動をよ
り推進するため、スチームトラップのメーカーに
よる点検方法などの講習会を、社内の省エネ委員
を対象に開催した。開催後は、より多くの社員へ
周知するため、受講した社員による講習会を複数
回実施している。

　特に、岡山工場では、「ISO パトロール」と名付
けている計測・記録を丁寧に取り組んでいる。エ
ア漏れや蒸気漏れがないかなどを確認するため、
電気のほか、水道や燃料についても毎月目視など
で調べている。電力量は、誘導形電力量計が各機
器に設置されているため、これらを目視にて確認
している。電力計が多数あり、確認に手間がかか
るが、人が時間をかけて行うことで、小さな変化
にも気づきやすいと感じている。また、そのデー
タを蓄積し、前年度との比較や使用量の順位付け、
省エネの取組の前後での比較など、丁寧な見える
化を実施している。これにより、改善できる可能
性がある機器を見つけ出し、省エネ活動につなげ
ている。

　近年では、エアコンプレッサの台数制御や、蒸
気自動送気システムの導入、ボイラ押込み送風機
のインバータ化などを行っている。特に、ボイラ
の押込み送風量をダンパー制御から、インバータ
制御に変更したことで、取組前に比べ、使用電力
量約 43.3％の削減を達成した。毎年取り組むこと
で、社員の省エネに対する意識が向上したと感じ
ている。現在では、取組の発案は、現場社員から
あがることが多く、工場一体となって省エネ活動
を促進している。

▲近年の取組の成果

▲各取組の省エネの効果

　今後もまずは、現状の機器の運用方法を見直し
て、省エネに取り組みたい。定置洗浄装置などの
リンスの見直しや削減、ブラインチラーの夜間停
止を検討している。

ISO パトロール（見える化）

点検方法などの講習会の開催
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削減量

約250kL/年
（原油換算）

（2014年）

・吸収式冷温水機及び温水ボイラから高効率な吸収式冷温水機及び温水ボイラから高効率な
   ヒートポンプチラーへ   ヒートポンプチラーへの更新の更新

・LED照明への更新
・受変電設備の更新
・吸収式冷温水機及び温水ボイラから高効率な
   ヒートポンプチラーへの更新

モジュール型ヒートポンプチラーの導入など
低負荷時にも対応可能な設備で原単位低減

13

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

安田工業株式会社

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　安田工業株式会社（以下、安田工業とする。）本社工場の空調設備は、生産系統や季節によって冷暖需要
が異なる複合的な負荷となっているため、ピーク負荷のみに対応した熱源負荷では、低負荷時の効率低下が
顕著であった。そのため、系統ごとに見直しを行い、高効率空調への更新や運用改善に取り組むことにした。

安田工業株式会社 
岡山県浅口郡里庄町浜中 1160
0865-64-2511（代表）
マシニングセンターやジグボーラーなどの製造
約 300 名（安田工業 ( 株 ) 全体）

【主な取組の内容】

　安田工業では、設備機械や加工部品の高精度化
を維持するために、空調を常時稼働させる必要が
ある。従来の空調設備は、灯油を燃料とした吸収
式冷温水機と温水ボイラの組み合わせであり、環
境負荷低減などの観点から、灯油を使用し続ける
ことを疑問視していた。2009 年に竣工した第三
工場に空調設備として導入した、ヒートポンプチ
ラーの効率が良かったこともあり、本社工場にお
いても空調設備の更新を検討することにした。
　まず、エネルギー診断を実施し、熱量の測定を
行った。また、気象データやこれまでの運用実績
などから年間の空調負荷需要を想定し、系統ごと
の空調負荷を算出した。これらの結果、冷暖需要
の異なる系統を個別に切り離し、それぞれの系統
に個別熱源を設置しても、十分な省エネ効果が得
られることがわかった。そのため、2013 年に国
の補助金を活用して、モジュール型の空気熱源
ヒートポンプチラーに更新した。これにより、原
油換算で約 207kL/ 年の削減を達成した。

▲近年の取組の成果

　機器の老朽化を意識し、把握することで、更新の
計画を綿密に立てている。これからも、LED 照明や
空調の更新など計画的に取り組みたい。また、人の
意識によってできる運用の改善についても、継続し
て実施していきたい。

高効率なヒートポンプチラーへの更新

　これまで、安田工業では、空調、LED 照明、受
変電設備などの高効率機器への計画的な更新や、
空調の温度設定の徹底、部分照明の活用、不要照
明の消灯など継続的に運用改善を行ってきた。こ
れにより、売上高当たりのエネルギー消費原単位
を毎年低減させている。

▲各取組による削減割合

高効率なヒートポンプ
チラーへの更新
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LED 照明への更新
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▲導入したモジュール型の空気熱源ヒートポンプチラー

操業変動要因を排除した補正燃料原単位解析   
   モデルの開発・実用化
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吸収式冷温水機及び温水ボイラから高効率な
   ヒートポンプチラーへの更新

・操業変動要因を排除した補正燃料原単位解析   操業変動要因を排除した補正燃料原単位解析   
   モデルの開発・実用化   モデルの開発・実用化
・操業変動要因を排除した補正燃料原単位解析   
   モデルの開発・実用化
・加熱炉スキッド高断熱化
・予兆管理による加熱炉適宜・適切保全
・炉圧設定制御による加熱炉侵入空気・放炎損失削減
・加熱炉高断熱塗料適用拡大

操業変動を排除した予兆管理で
設備劣化の「見える化」を実現

14

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：

所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

JFE スチール株式会社
西日本製鉄所	福山地区

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　JFE スチール株式会社西日本製鉄所福山地区（以下、福山地区とする。）では、燃料原単位の悪化が顕在
化したことをきっかけに、所長をヘッドとする「原単位削減 Pro.」を発足させた。まずは、圧延加工する
鋼材用加熱炉の設備劣化状況を見える化するため、操業変動要因を排除した補正燃料原単位モデルを開発
し、各工場の補正原単位を比較する取組を開始した。

JFE スチール株式会社
西日本製鉄所 福山地区
広島県福山市鋼管町 1
084-945-3611
薄板商品、鋼材商品の製造
約 3,600 名

【主な取組の内容】

　予兆管理ができることにより、異常の兆候をい
ち早く把握できるようになった。例えば、異常兆
候が見出された加熱炉は、詳細な燃焼診断を実施
し、全体の約 34％にあたる設備不良なバーナを
特定した。バーナを修理することで、原油換算で
約 1,410kL/ 年の削減を達成した。

　福山地区では、西日本製鉄所に所属する倉敷地
区も含めた、20 個以上の加熱炉において設備劣
化の見える化を行うことにした。しかし、設備劣
化を燃料原単位変動で把握するためには、操業変
動要因を除く必要があった。そのため、操業変動
を排除した「補正燃料原単位解析モデル（以下、
解析モデルとする。）」を開発し、予兆管理で設備
劣化の見える化を実現した。

　加熱炉は、経年劣化による燃料原単位の悪化が
顕在化し、保全による設備管理だけでなく、適切
な改造による省エネの推進が求められていた。そ
こで、同原単位解析モデルを用いて西日本製鉄所
の全連続加熱炉性能を横断的に解析した。その結
果、炉の原単位に影響を与える、①冷却水損失､②
排ガス顕熱、③侵入空気･放炎損失､④炉体損失を
改善することが最も効果的であることが判明し
た。この知見に基づき、福山地区では、①冷却水
損失が最も高い ( 劣っている ) 加熱炉を同定し、
スキッド高性能化 ( 高断熱キャスタブル採用 ) を
実現することで、原油換算で約 2,752kL/ 年の削
減を達成した。他の加熱炉と比較し、省エネを推
進することで、炉を利用する現場社員の意識向上
にもつながっている。

▲予兆管理による設備劣化の見える化（例）

▲各取組による削減割合

約 146kL/ 年の削減

　解析モデルを用いた「見える化」は、操業条件の
影響を受けない普遍的な取組である。今後、この見
える化を利用し、連続焼鈍炉などの設備への適用拡
大や、他地区へも水平展開し、大幅な省エネを実現
したいと考えている。
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悪化傾向『見える化』

予兆管理(傾向管理)

15/414/413/4

従来

削減量

約5,031kL/年
（原油換算）

加熱炉スキッド
高断熱化
55%

加熱炉高断熱塗料
適用拡大
8%

炉圧設定制御による
加熱炉侵入空気
・放炎損失削減

9%

予兆管理による
加熱炉適宜
・適切保全
28%

予兆管理による加熱炉適宜・適切保全

加熱炉スキッド高断熱化

補正燃料原単位解析モデルの開発・実用化
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・スチーム式の加湿器を直接噴霧式に変更スチーム式の加湿器を直接噴霧式に変更

・空調用チラーを高効率設備へ更新
・外気取り込みファンを外調機へ変更
・パッケージエアコンの更新
・エアハンドリングユニット（AHU）ファンモーター
    及び冷水ポンプモーターをインバータ化
・スチーム式の加湿器を直接噴霧式に変更
・室内外の照明の LED化
・EMS の導入

加湿器を直接噴霧式に変更し
クリーンルームにかかる電力を大幅削減

15

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

株式会社テック

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　株式会社テック（以下、テックとする。）では、2000 年ごろから省エネに取り組んでいたが、業務内容
の変化によって、クリーンルームの拡張や、温度・湿度などの設定を変更する必要があった。しかし、そ
れに伴って使用電力量が増加し、デマンドコントローラーの活用や空調用チラーへの散水、屋根への断熱
塗装などの取組を行うものの、既存設備では対応できなくなった。そこで、2014年 7月に省エネ診断を受け、
国の補助金を活用し、大規模な省エネ対策を行うことにした。

株式会社テック
広島県竹原市西野町 195-1
0846-29-1888
電子部品の受託生産
約 70 名

【主な取組の内容】
　省エネ診断後、社内に省エネ管理委員会を発足、
翌年には活動計画を立案した。国の補助金を活用
し、機器の更新や変更、モーターのインバータ化、
EMS の導入など大規模な省エネ対策を実施した。
これにより、取組前と比べ、原油換算で、約 160
ｋL/ 年、約 23％の削減を達成した。

　特に省エネ効果の高かった取組は、加湿器の変
更である。これは、省エネ診断をきっかけに、他
にも省エネできる部分があるのではないかと考え
た社員の提案による取組であり、検討した結果、
機器を変更することにした。テックでは、インフ
ラが電気のみのため、従来は電熱式スチーム加湿
器を使用していたが、直接噴霧式加湿器に変更し
たことで、使用電力量約 196MWh/ 年を削減でき
る見通しである。

▲取組による省エネの効果

▲各取組による削減割合▲加湿器の変更内容

電熱式スチーム加湿器
電気ポットと同様の仕組み
で水を加熱し、発生させた
蒸気を利用して加湿する。
高精度な湿度制御ができる
が、使用電力が大きい。

変更前

電極 蒸気

水

※タンク内部のイメージ

変更後

※クリーンルームのイメージ

直接噴霧式加湿器
水に圧縮空気をあて、細か
い霧状にし、天井から直接
室内に吹きかけ加湿する。
電熱式スチーム加湿器ほど
湿度制御の精度は高くない
が、使用電力は小さい。

水
天井

加湿 加湿 加湿

　EMS の導入によって、現状の使用電力量の動き
が見えてきたところである。クリーンルームを使用
していない休日には、パッケージエアコンの交互運
転又は間引き運転をすることや、季節によるチラー
の最適な制御方法などを検討している。

霧霧

室内へ

削減量

約160kL/年
（原油換算）

加湿器
42%

EMS
0.2%

約 23％の削減

外調機
7%
照明
9%

エアコン（A棟）
17%

チラー
21%

インバータ
4%

スチーム式の加湿器を直接噴霧式に変更
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スチーム式の加湿器を直接噴霧式に変更

・使用電力の使用電力の見える化見える化・使用電力の見える化
・コンバッションブロアの更新及びインバータ化
・プラント照明設備の更新
・スクリューコンプレッサの更新
・ダストコレクターブロアモーターのインバータ化
・空圧機器メンテナンスの最適化の検討

電力の管理ポイントをピックアップし
全体の 85％の使用電力を「見える化」

16

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

これからの取組

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　アルマティス株式会社（以下、アルマティスとする。）では、2000 年ごろから、主に高効率機器への設
備更新によって、省エネに取り組んできた。これにより、2008 年ごろまでは、順調に電力を削減すること
ができたものの、2009 年以降は、取組の方針に行き詰まりを感じはじめた。アルマティスには、電力会社
との取引メーターしか電力量計が設置されておらず、個々の機器が使用している具体的な電力量がわから
ない状態では取り組むことが難しいと感じていた。そこで、2011 年ごろから各設備に電力計を取り付けて、
細かな「見える化」を行うことにした。

アルマティス株式会社  岩国工場
山口県岩国市長野 1815-2
0827-38-1271
焼結アルミナの製造
約 60 名

【主な取組の内容】

　見える化するために、電力計を取り付けること
にしたが、社内の動力は百数十台あり、全てに設
置することは困難であった。そこで、設備容量が
大きく、稼働時間が長いものを中心に、計 36 か
所の管理ポイントをピックアップし、設置するこ
とにした。2011 年度から 2013 年度にかけて設置
を行い、2013 年度には全体の 85％の使用電力を
把握することができるようになった。使用電力は、
ネットワーク対応で常にロギングを行い、自動で
ファイルサーバーにデータが分単位で記録される
システムを構築した。これにより、ほぼリアルタ
イムで、どの施設がどれだけの電力を使用してい
るかわかるようになった。

　使用電力の状況が設備ごとに細かく見えるよう
になったため、どの設備を対象とすれば、大きな
効果が得られるのかを明確にすることができた。
製品のカタログなどを比較し、社内で検討した結
果、コンバッションブロアの更新及びインバータ
化、プラント照明設備の更新、スクリューコンプ
レッサの更新などを実施した。これにより、原油
換算で約 205.1kL/ 年、約 830 万円 / 年の削減を
達成した。
　また、取組後は、製造部門のリーダーなどに、
データをフィードバックしている。これにより、
社員全員が効果を実感でき、各社員が効率的な運
転を意識し、維持できるようにしている。日ごろ
から意識付けを行うことで、異常をいち早く発見
し、エネルギーロスをできる限りなくす努力をし
ている。

　省エネ活動を継続することによって、近年では、
使用電力量は前年度比約 2～ 12％の削減を達成
した。

▲近年の取組の成果

▲各取組による削減割合

　「見える化」だけで、使用電力量を削減できるわ
けではないが、どこから取り組むかの参考となった。
今後も、見える化を参考に、中長期的な計画の下に
削減を行い、企業の社会的責任を継続して果たすこ
とができるよう取り組みたい。

アルマティス株式会社
岩国工場

削減量

約205.1kL/年
（原油換算）

コンバッションブロア
更新及びインバータ化

26%

ダストコレクターブロア
モーターのインバータ化

16%

空圧機器メンテナンスの
最適化検討
16%

スクリュー
コンプレッサ更新

20%

プラント照明設備更新
22%

使用電力の見える化
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（2012 年度＝100）
100.0 

95.8 

84.0 
82.2 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

使
用
電
力
量

0.0

【最終版】中国地域の省エネルギー事例集2016.ai   2017/01/24   17:31:36



・ドレントラップをディスク式から温調式へ一部変更ドレントラップをディスク式から温調式へ一部変更

・生産ラインのインバータ化
・パッケージボイラの稼働台数の適正化
・冷凍機を適正サイズへ更新
・コンプレッサを高効率設備へ更新
・LED照明の導入
・変圧器を高効率設備へ更新
・ドレントラップをディスク式から温調式へ一部変更

すべてのドレントラップを見直し
蒸気によるエネルギーロスを減らす

17

名 称 ：
所 在 地：
連 絡 先：
事業内容：
従業員数：

きっかけ

取組の概要

帝人株式会社
徳山事業所

これからの取組

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

最新機器の設置・更新 運転条件の適正化

EMSの導入 操業スケジュール・運用形態の見直し

　帝人株式会社徳山事業所では、これまで生産ラインのインバータ化や用役供給設備の適正化などの省エネ
に取り組んできた。2011 年、生産工程の大幅な負荷の減少に伴い、エネルギー供給形態を自家発電からパッ
ケージボイラと全受電に変更した。これを契機に、2013年、事業所全体のエネルギーマップの見直しを実施し、
この結果を基にドレントラップからの蒸気ロスに着目した省エネ対策に事業所全体で取り組むことにした。

帝人株式会社 徳山事業所
山口県周南市由加町 1-1
0834-25-4555
ポリエステル短繊維の製造
約 9,300 名（帝人（株）連携国内）

【主な取組の内容】

　最初に、蒸気ロスがどこにあるのかを把握する
ため、 蒸気漏れや保温不良箇所などを記載したア
イソメトリック図を作成し、その図面を参考に不
要配管の縁切りと、蒸気漏れ・保温不良箇所であっ
た計 26 か所を徹底的に補修した。
　補修後、より省エネに取り組むため、ドレント
ラップの見直しを行うことにした。以前からメー
カーと、部分的なトラップの診断は実施していた
ものの、蒸気の供給設備から生産設備の末端まで
一貫して確認したことはなく、今回、全てのトラッ
プ（計 447 台）の診断を実施した。
　診断の結果、生産設備の供給点では、過熱蒸気
が飽和蒸気化している場所が 43 か所あったため、
この部分については、ディスク式から飽和蒸気に
適した温調式に変更した。
　このような取組により、2012 年から 2013 年に
おいて、製品当たりのエネルギー原単位で約
7.5％、原油換算で約 665kL/ 年の削減を達成した。 ▲取組による省エネの効果

▲ドレントラップの変更内容

　現在は、ドレントラップについて導入時の効果維
持や作動不良によるエネルギーロスを早期発見する
ために、目視確認による日常管理を行っている。そ
の他の設備においても設定した管理標準を常に意識
し、今ある設備をどのようにすれば省エネとなるか
考え、最適な運用を目指している。

乾き度の高い
設備、過熱蒸
気の配管に適
している。ド
レン排出時、
少量の蒸気の
排出を伴う。

乾き度の高い
設備に適さず、
飽和蒸気の配
管に適してい
る。ドレン排
出時、ドレン
は残存するが、
蒸気の排出は
ない。

変更前 変更後

約 7.5％の削減

ドレントラップをディスク式から温調式へ変更

ディスク式 温調式

（取組前（2012 年度）＝100）
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ドレントラップをディスク式から温調式へ一部変更

18

（参考）「補助金・補助事業」、「運転条件の適正化」、「エネルギーマネジメント支援ビジネス」について

　なお、省エネルギーに関する補助金・補助事業などの最新情報は、経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ「省エ
ネルギー政策について」（URL：http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/）にて、確認すること
ができます。（平成２９年１月時点）

補助金・補助事業

運転条件の適正化

　平成２９年度予算案における省エネルギー関する主な補助金・補助事業です。（平成２９年１月時点）
補助金などを活用することで、機器の更新にかかる初期費用を抑えることができます。

・省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
・中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金
・ 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金
・エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金
・革新的な省エネルギー技術の開発促進事業
・トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金　など

　竣工時、工場や事業所の設備機器は、ピーク負荷を考慮し設定されて
いるため、実際にはエネルギーロスが生じている場合があります。また、
生産する製品や生産量の変化、建物の使い方の変化、機器の老朽化など
により、最適な運転条件は変化します。そのため、実際の設備特性に合
わせた細やかな設備やシステムの運用・調整を行うことで省エネになる
可能性があります。
　運転条件の適正化するためには、まず、使用エネルギー量などを管理、
把握、評価し、改善目標を設定します。その後、改善活動を実行し、効
果を確認することを繰り返し行い、最適な条件に調整します。調整後に
おいても、定期的に見直すことが大切です。
　適正化できる運転条件の項目には、以下のようなものがあります。

財団法人省エネルギーセンター（2007）「省エネチューニングガイドブック」
財団法人省エネルギーセンター（2008）「省エネチューニングマニュアル」（経済産業省委託事業）

省エネルギー上の問題点や
建物によって異なる設備の特性
 
・負荷変動が異なる
　例）負荷条件、季節変動、設備方式、
         　運転時間・稼働率など
・設計条件と使用条件が異なる
・機器類の選定条件と使用条件が異なる
・冷房時、暖房時の運用が異なる
・クレームやトラブルが生じる

（参考文献）

実際の設備特性に合わせた、
細やかな設備やシステムの運用・調整

運転条件の適正化

・負荷の軽減
　例）室内温度条件の緩和、外気量の削減、外気導入制御、
　　　外気冷房（適温外気の積極的取り入れ）、室内混合損失の改善など
　　

・機器の効率運転（熱源設備）
　例）除湿・再熱制御システムの運用見直し、熱源運転方法の調整、
　　　熱源台数制御方式設定値の変更、燃焼機空気比の調整、
　　　蒸気ボイラ設定圧力の調整、冷温水出口温度設定値の変更、
　　　冷却水温度設定値の変更など
　　・搬送動力の節減
　例）冷温水量の変更（過剰流量の抑制化）、ポンプ変流量方式の改善（台数制御・インバータ制御）、冷却水量の変更、 
　　　VAV 方式送風温度の変更など
　　　

・運用
　例）空調機起動時刻の改善（立ち上げ時間の短縮）、ナイトパージ（適温外気の積極的取り入れ）、間欠運転送・排風機など

補助金
補助事業

EMS

エネルギーマネジメント支援ビジネス

経済産業省資源エネルギー庁（2007）「攻めの省エネ」（参考文献）

　エネルギーの最適利用を図るシステム「エネマネ（エネルギーマネジ
メントシステム（EMS））」を活用したエネルギーマネジメント支援ビジ
ネスは、工場、オフィス、家庭、集合住宅、小売店など、様々な分野に拡がっ
ています。
　エネマネ事業者は、省エネを必要としているものの、エネルギー管理
が行えない中小ビルや小規模事業所などを対象に、既存の工場や事業場
などにおける省エネ設備・システムなどの導入にあたり、EMS を導入し、
使用電力量の見える化や接続機器の遠隔制御、多拠点一括管理、運用改
善や設備更新のアドバイスなどを行い、省エネ活動を支援します。
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資源エネルギー環境部　エネルギー対策課
〒７３０-８５３１   広島市中区上八丁堀６番３０号

TEL  ０８２-２２４-５７４１　　FAX  ０８２-２２４-５６４７
（平成２８年度省エネルギー設備導入等促進広報事業）

●本発行物の無断転載を禁じます。
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