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カーボンニュートラルとは
 地球規模のカーボンニュートラルの実現が世界的な潮流となる中、日本政府は、2020年10月に「2050
年カーボンニュートラル」を宣言しました。
 カーボンニュートラルとは、「温室効果ガス（GHG）の排出を全体としてゼロにする」こと。
⇒「全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林等による「吸収
量」等を差し引いて合計を実質的にゼロにすることを意味します。
 「温室効果ガス」排出量のうち、約85％を占めるエネルギー起源CO2の削減が特に重要です。
日本のGHG排出量
（2018）

出典︓NEDOホームページ「カーボンニュートラルって何︖」
https://green-innovation.nedo.go.jp/feature/to-consumer/

出典︓資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ
「カーボンニュートラル」って何ですか︖（前編）〜いつ、誰が実現するの︖
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon
̲neutral̲01.html

カーボンニュートラルに向けた手法
 カーボンニュートラルの実現に向けては、様々な手法がありますが、まずは現在のエネルギー起源のCO2排
出量を削減する「省エネルギーの推進」が重要です。
 次のステップとして、再生可能エネルギーの導入や、非化石燃料への転換、電化等により、非化石エネル
ギーの導入比率を高めることが考えられます。
カーボンニュートラルに向けた手法の例
高効率機器への更新

カ

運用改善

ボンニ

高効率生産プロセスへの転換

省エネルギーの推進

エネルギーマネジメントの導入
AI・IoTの導入

トラルの実現

断熱・保温
未利用熱の活用

非化石エネルギーの
導入拡大

再生可能エネルギーの導入
低炭素・脱炭素電力の購入
燃料転換
電化

製造業
工場

エネルギーの見える化・見せる化から始める省エネルギー

アズビル株式会社

〜2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す新たなステージへ〜

取組事例︓見える化による省エネ推進
省エネ効果
CO2削減効果
22.3kℓ／年

36.2 t-CO₂ ／年

※原油換算値

経済効果 11,070千円

※省エネ・CO2効果は取組概要①の導入効果
※経済効果は取組概要①及び②の効果の合算

取組概要
 電力量、ガス量だけでなく、外気温度、高圧エアー流量、空調機の効率等などを計
測し、エネルギー使用状況をリアルタイムで「見える化」するシステムを導入。社内
LANに接続して社員がいつでもどこでも閲覧可能とした。
 見える化システム活用事例
①不要時停止
• それぞれの設備の必要稼働時間や起動時間を見える化し、稼働時間をスケジュー
リングをすることで、現場だけでは気づきにくかった待機エネルギーを段階的に削減。
• リアルタイムで省エネ効果を確認しながらトライ＆エラーで省エネを実現。
＜省エネ効果＞
1)アズビル京都︓47,700kWh/年削減、CO2 18.0ｔ削減
2)アズビル金門和歌山︓22,900kWh、LPG 3,175kg削減、 CO2 18.2ｔ削減
②ピーク電力の平準化
• エネルギー使用状況を見える化し、ピーク電力の原因を分析。原因は大型ポンプの
稼働によるものと判明。ポンプ稼働時間をシフトすることで電力負荷平準化を実現。
＜省エネ効果＞
契約電力が600kW下がり、年間約10,000千円のコスト削減達成。

省エネプロジェクト活動の基本方針
①事業所単体でなく、省エネ担当、開発等との連携で、第3者の視点でテーマを探す
②机上ではなく、現場優先でテーマの発見や課題解決をする
③省エネの第１ステップは、『トメル』。不要時停止に勝る施策は無い
照明、空調、生産設備の予備運転、試験設備など、対象に聖域は設けない
④省エネ効果は、みんなが共感できる削減金額とCO2排出量で表現する
⑤省エネで生み出した削減金額で、照明、熱源などの高効率機器へ投資する
⑥開発との協業で、新しい省エネ手法を生み出し、トライアルする
⑦効果のあった施策は、他事業所との情報共有と水平展開で効率化

ご担当者に聞きました︕

Q.「見せる化」の事例を教えてください。
A.「見える化」により、コンプレッサーの切り忘れが課題となりました。切り忘れ対策として、
出口付近にランプを設置し、最終退出者がランプと併せてコンプレッサーを消灯するという
ポカ避けの「見せる化」を実施。切り忘れ防止と節電効果を得ることができました。
Q.カーボンニュートラルに向けた目標
を教えてください。
A.まずはエネルギー使用量の絶対量
を減らす省エネが大変重要であり、取
組の基本です。
省エネを継続しながら、再エネ導入を
順次進め、事業活動に伴う温室効
果ガス排出量は、 2030年で55％
削減、2050年には排出量実質ゼロ
を目指します。

メリット1︓トライ＆エラー（リアルタイムでの効果検証）の省エネ改善が進展
メリット2︓運用改善だけでも大きな省エネ効果を実現
メリット3︓いつでも誰でもエネルギー使用状況を見ることができ、省エネ意識が向上

「見える化」により、エネルギーの分析・効果検証を効果的に行い、
効率的な省エネをしていることがスゴイ︕
エネルギー使用状況を把握し、運用改善の省エネから始めよう︕
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企業情報
従業員数
（単体）

昭和24年8月

本社所在地

東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル

事業概要

建物向け製品/サービス、工場・プラント向け製品/サービス他

ピーク
シフト

契約電力
削減

資本金

105億
2,271万
6817円

設立年月

省エネ
プロジェクト

トライ＆
エラー

共感

5,357名

排出量
実質ゼロ

印刷業
工場

自然環境を生かした未利用エネルギーの活用がキーワード

株式会社サンニチ印刷

〜未利用エネルギー（地下水熱源）を利用した空調システムへの熱源転換〜

取組事例︓地下水利用空調設備の導入
省エネ効果

地下水利用空調システム全体像

CO2削減効果

88kℓ／年

182.4t-CO₂ ／年

※原油換算値

経済効果 7,654千円
投資回収年 8.9年

取組概要
 印刷室は春夏秋は冷房、冬は冷暖兼用で稼働しており、年間通して特に冷房負
荷が高く、空調設備のエネルギー削減が課題であった。
 そこで、熱源設備を一般的な水冷式チラーと重油ボイラ―から、地下水熱源の水
冷式ヒートポンプと地下水ダイレクトクーラーに更新し、エネルギー使用量を削減。
 冷房負荷が低い時期に地下水の冷熱を活用し、空調の省エネを実現。
 暖房時、水冷式ヒートポンプの冷排熱を印刷室の冷水として活用し、COPを向上。
 廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業の補助金
（2/3補助）を利用してイニシャルコストを抑制。
＜空調システム概要＞
水冷式ヒートポンプ
冷却能力︓327kW 暖房能力︓359kW 1台導入

メリット1︓ 高効率の熱源機器を導入して大幅な省エネを実現
メリット2︓ 地域の自然環境を生かした未利用エネルギーの活用
地産地消のエネルギー活用を目指し、
未利用熱を熱源として取り入れたことがスゴイ︕

ご担当者に聞きました︕

Q. 地下水を利用されるきっかけとなった理由は何ですか︖
A. 山梨県は豊富な地下水賦存量がありながら空調として活用している企業はまだ少な
く、 地下水を利用する事で、CO2排出量削減及び地産地消のエネルギー活用を目指
しました。
Q. 補助金を利用するために向けたアドバイスをお願いします。
A. 設備の更新には早急に更新しなければならないものと、計画的に更新するものの２
種類あり、計画的に更新するものについては、各省庁に掲載されている補助金情報の調
査、その計画の立案に関わる情報が必須と考えております。各省庁のHPや検討している
補助金の過去の事例集、検討している設備の最新情報などを常にアンテナを高くして探
す必要があると思います。
企業情報
設立年月

工場内や周辺環境にある未利用エネルギーを
有効活用して省エネしよう︕
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明治5年7月

資本金

9千万円

本社所在地

山梨県甲府市北口二丁目６番１０号

事業概要

印刷業
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外気導入
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補助金
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地産地消

製造業
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株式会社特殊金属エクセル

埼玉事業所
取組事例①︓危機感を持ったカーボンニュートラル戦略
再エネ導入量
CO2削減効果
60万kWh／年

カーボンニュートラルで企業価値の向上を目指す

300t-CO₂ ／年

電気代削減効果 １千万円/年
取組概要
 一般家庭の千軒分にも相当する電力を常時使用しており、環境負荷が高い企業
として、十分な対策ができない企業は今後淘汰されていくという危機感を持ち、
CO2削減対策を急務として脱炭素化に取り組む。
 カーボンニュートラルの実現に向け、持続可能にスパイラルアップしていくため、戦略
的に各種取組を実施。
①社内推進体制の構築
• 環境委員会を設置し、大きな推進対策等は委員会で決定しつつも、現場の対策
については現場に委ね、日々の対策は現場で迅速に決められる体制を構築。
②太陽光発電システムの導入
• 環境負荷の低減だけではなく、持続可能性の観点から、CO2も削減でき、一番経
済的であった自家消費型の太陽光発電の導入を選択。
③外部との連携
• 県の省エネ診断を実施した他、複数の専門家にも相談し、対応方針を検討。設
備導入については、専門家との連携により迅速かつ柔軟な対応を実現。
④補助金の活用
• 設備のイニシャルコスト削減のため、複数の補助金の活用を検討。複雑な申請・
手続きについては、コンサルと連携し、迅速かつ確実な結果を得ることが出来た。
メリット1︓脱炭素化への迅速な対応が企業価値を向上
メリット2︓国と県の補助金活用検討により導入コストのハードルを低減

現場判断や外部連携等の戦略で、
迅速な対応を実現しているところがスゴイ︕
カーボンニュートラルに向け、自社にあった戦略を立てて取り組もう︕
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〜危機感をもったカーボンニュートラル戦略〜

取組事例②︓管理標準の迅速な改訂と
ベクトルを合わせた全社一致の取組
取組概要
 省エネ効果を効果的に向上
させるために、管理標準を
日々迅速に改訂。
 従業員からの省エネ提案がよ
ければ採用し､誉める。誉め
ることで更に従業員の省エネ
提案が活性化され、省エネ
推進、脱炭素活動が持続可
能にスパイラルアップしていく。
 全社員のベクトルが合うことで
大きな推進力になっている。

ご担当者に聞きました︕

Q.今、企業に求められる企業価値とは何でしょうか︖
A.脱炭素化に向けてサスティナブルに取組むことによって、企業が習得する脱炭素対
策、スキル、戦略、従業員教育、情報発信等、様々なものがカーボンニュートラル時
代の新たな企業価値を決める判断基準・材料となると考えます。
Q.2050カーボンニュートラル実現に向けて今、企業に必要なことは何でしょうか︖
A.今､まさに企業存続の岐路に立っているという自覚と危機感が必要と考えます。カー
ボンニュートラルは世界的な潮流です。これに如何に対応できるかで企業の実力が問
われます。脱炭素化への変化への対応力が今後の事業の成否を大きく左右すると考
えます。
企業情報
グループ創業

昭和15年5月

本社所在地

東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル６F

事業概要

リロールメーカーとして5万点を超える特殊仕様の金属材料を開発・製造・販売

外部支援

補助金
利用

資本金

企業価値

1億円

管理標準

従業員数

褒める

225名

スパイラル
アップ

製造業
工場

Cost + Carbon +Cooling

日本電子株式会社

〜太陽光発電システムを屋根の遮熱対策に活用して空調の省エネ化を実現〜

取組事例①︓断熱対策としての太陽光発電設備導入
省エネ効果

CO2削減効果

41.6kℓ／年

76.3t-CO₂ ／年

※原油換算値

経済効果 2,514千円
投資回収年 4.1年
取組概要
 空調負荷の大きな要因となっている鋼製折半屋根(高熱還流率の屋根材)の遮熱
塗装および断熱材施工による省エネを当初検討していたが、躯体施工には大きな費
用と長い工期を要することから、更なる費用対効果の向上を目指し、断熱対策とし
て太陽光パネルを設置。
 太陽光パネル設置により折半屋根露出面積が半減し、断熱効果により室内環境
が改善。空調エネルギーの削減に繋がった。
 併せて、太陽光発電システムの発電量を自家消費することにより、系統からの購入
電力も削減。CO2の削減にも繋がった。
 東京都の補助金（1/2補助）を利用してイニシャルコストを抑制し、断熱対策×
太陽光発電自家消費の組み合わせにより、短投資回収年（4.1年）での導入を
実現。
＜太陽光発電システム概要＞
発電容量︓330W 360枚 パワーコンディショナー︓10ｋW 10台

メリット1︓ 太陽光パネルによる屋根の遮熱効果による空調の省エネ
メリット2︓ 再生可能エネルギーの自家消費によるCO2削減
メリット3︓ 非常用電源の確保（レジリエンス対応）
「太陽光パネル」の一石三鳥の使い方に目をつけたところがスゴイ︕
太陽光を屋根に置くなら遮熱対策にも使って省エネしよう︕
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取組事例②︓外調機への純水供給方法見直しによる
純水消費量の削減
取組概要
 製品の歩留まりへの影響から、年間を通してクリーンルームの湿度を安定させ
る必要があり、純水供給量が過大となる傾向があったが、必要な純水量の試
算値と、実際の外調機への給水量並びに気化しきれていない純水の排水量
を測定したところ、温度条件によっては供給する純水の7割を排水しているこ
とがわかった。
 純水の供給ｼｽﾃﾑに制御回路を追加することにより純水供給をパルス化し、十
分な給水量によるろ材全体の湿潤は確保しつつ、蒸発により次の湿潤が必
要になるまで純水を供給しない仕組みを構築。
 クリーンルームの外調機への加湿用純水供給方法の見直しにより、安定器的
な加湿制御を維持しながら純水の約9,891m3/年の消費量を大幅に削
減。併せて、純水精製に
投資回収年
必要な原水並びに精製
0年
に必要な使用電力量
（約10万kWh、約47
0万円）も削減。

ご担当者に聞きました︕

Q.省エネのポイントを教えてください。
A.製品への歩留まりの影響もあるためこれまで手を付けていなかった部分に対し
て、製造サイドを巻き込んだ活動を実施することにより大幅な純水消費量を削減
することができました。聖域を作らずに省エネを検討することがポイントです。
企業情報
設立年

1949年

本社所在地

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

事業概要

精密機器製造業

純水供給
方式見直し

バルブ
開閉制御

資本金

給水
パルス化

2,139千万円

補助金
利用

従業員数

投資回収
ゼロ年

3,198名

聖域なき
省エネ

製造業
工場

三井金属鉱業株式会社

サステナブルな事業経営を目指した
“設備投資の徹底戦略” で短投資回収年の省エネ実現

上尾事業所
取組事例①︓空調システム最適化更新
省エネ効果
CO2削減効果
173kℓ／年

取組事例②︓溶解炉保温
取組概要
 「もったいない」を探すため、小型ハンディタイプのサーモカメラを使用し、事業所内
設備の放熱の見える化・分かる化を実施。
 銅原料を溶解する溶解塔を保温することで蒸気使用量を削減（80.5kℓ/年)

403t-CO₂ ／年

※原油換算値

経済効果 9,200千円
投資回収年 8.2年
取組概要
 老朽化した都市ガス焚き吸収式冷凍機の性能劣化が課題だったところ、更新の際
に、エネルギー効率向上の他、故障停止による生産停止リスク低減についても対
応を検討。
 高効率ヒートポンプ（モジュールチラー）に更新するとともに、暖房熱源としても活
用する温冷水製造ヒートポンプを採用し、温冷水製造切替型として、夏期は冷房
用熱源として、冬は暖房用熱源として利用することで、通年を通じ都市ガス使用量
の削減を行った。
 加熱燃料の都市ガスが不要となった他、温冷水の製造可能により暖房蒸気が不
要に。結果的にエネルギー使用量約50％削減を達成。
 「補助金が使えるタイミング」+「設備更新のタイミング」+「全体の設備投資コス
トを踏まえた投資タイミング」の３つタイミングを見極めることで、ベストタイミングでの
設備更新を実現。省エネ補助金（設備費1/3）を活用し、イニシャルコストを削
減。投資回収年の短縮（8.2年）となった。

保温前

（熱漏れあり）

メリット1︓高効率ヒートポンプの導入による熱源転換で大幅な省エネを実現
メリット2︓制御分解能の向上により空調制御安定
メリット3︓複数台連結のモジュールチラーの採用により、1台故障時のリスクを大幅軽減

ベストタイミングを見極め、「タイムリー」かつ「サステナブル」に設備投資しよう︕
KEYWORDS

高効率
ヒートポンプ

熱源転換

空調最適
化更新

保温

（熱漏れなし）

ご担当者に聞きました︕

＜高効率ヒートポンプ（モジュールチラー）の概要＞
✓ インバータ搭載の13台連結ヒートポンプ
✓ COPは従来の吸収式冷凍機の約4倍

省エネと生産性向上のどちらも実現したことがスゴイ︕

投資回収
0.5年

保温後

Q.設備投資の徹底戦略(ベストタイミングの見極め)について教えてください。
A.「中期経営計画」（3年毎更新）中の投資計画に「再エネ・省エネ、サステナブル投
資」という項目を設定し「将来のあり方」という観点からも積極的な提案を実施。経営層
からは設備投資の内容の妥当性や省エネ効果等のチェックを受けています。ベストタイミン
グの見極めは、一見難しく思えますが、設備更新と投資のタイミングについて中長期計画
をしっかり計画しておけば、補助金の動向を確認するのが主たる監視すべきタイミングとな
ります。
Q. 外部支援の重要性は何でしょうか︖
A.エネルギー供給事業者様になるべく具体的なお困り事を伝えておくと、ベストなタイミン
グで提案を頂くことができ、タイムリーな省エネ対策につながります。多方面にコミュニケー
ションを取っておくことが、設備更新や補助金取得等のタイミングを逃がさないコツです。
企業情報
従業員数
（単体）

2,069名

昭和25年5月

本社所在地

東京都品川区大崎1−11−1

事業概要

機能材料・電子材料の製造・販売、非鉄金属製錬、資源開発、貴金属リサイクル、
素材関連事業、自動車部品の製造・販売 等

サーモカメラ

中期経営
計画

資本金

421億
2,946万円

設立年月

補助金
利用

外部支援

ベスト
タイミング

サステナブル

製造業
工場

今日から始める脱炭素

来ハトメ工業株式会社

〜CO2排出量50％削減をめざして〜

取組事例①︓燃料転換（炭化水素洗浄器の更新）
省エネ効果

CO2削減効果

56kℓ／年

150t-CO₂ ／年

※原油換算値

取組概要
 エネルギー使用量だけでなく、CO2排出量を可視化。どのエネルギーがどれほどの
CO2の排出をしているのかを分析し、取組べき箇所を明確化した上で、脱炭素に向
けた取組を実施。
 現有設備の使用エネルギーを把握。機器更新のタイミングを最強の削減策ととら
え、化石燃料を使用している設備を電気に置き換えられないか検討。
 炭化水素洗浄機の更新の際、重油使用から電力使用（電力ヒータ）への燃料
転換を実施。
 重油不使用により、約46％のCO２削減の大幅な削減効果。
 化石燃料から電気への燃料転換を実施後、使用する電気を再エネ由来の電気に
切り替えることで、脱炭素に向けて取組をステップアップ。
＜設備概要＞
炭化水素洗浄機
✓ 熱源︓電気式ヒーター100㎾(従来機︓重油ボイラー)
✓ 冷却設備︓チラー22.8㎾(従来機︓クーリングタワー)

メリット１︓重油不使用により、約46％のCO2を削減
メリット２︓チラー冷却となったため冷却塔が不要になり、水使用量削減
＋騒音・振動特定施設の廃止により法規制対応への負担軽減
メリット３︓炭化水素使用量約50％削減によりコスト減
CO2の見える化を行い、脱炭素に向けて、
効率的に機器更新を進めたことがスゴイ︕

燃料転換

機器更新

重油
不使用

【背景】
• 脱炭素に向けた取組として、 工場用の電力を
グリーン電力に転換し､大幅にCO2を削減。
• その後、電力会社より、グリーン電力より安価な
電力メニューを提示されると社内で「コスト重視」
が優勢となり、その形成を逆転させるために経営
者あての提案を実施。購入継続を維持した。
【経営層への提案ポイント】
ポイント１︓TCFDタスクフォースの存在や、自動車業界からの要請などの動向
を踏まえ、今後世の中で求められる環境対策であることを主張。
ポイント２︓自社のCO2の分析結果から、今後のCO2排出量削減は､電力
におけるCO2排出量が0であることに大きく依存していることを示す。
ポイント３︓経済的メリットだけでなく、CO2排出量増加のデメリットを含めて
提示。また、他の小売と排出係数の比較も行い、電力プランを変更
した際の影響を多角的な視点での検討するよう促す。

ご担当者に聞きました︕

Q.省エネ促進プラットホームを利用された理由とその効果について教えて下さい。
A.脱炭素に向けて省エネは重要と思っていましたが、省エネは、専門的で難しい、設備
投 資には費用的な負担がある、省エネを進めるにあたって経営層等からの協力が得
られない等の悩みがあり、「最後の切り札」として、省エネ促進プラットフォームの利用を
検討しました。少額投資で省エネ促進プラットフォームを活用でき、専門家から今まで
全く気づけなかった省エネ改善方法や費用負担の少ない省エネを教えて頂き、専門家
から経営層に直接提言を頂いたことで、経営層への強力な意識付けもできました。また、
従業員活動に参加したことで「省エネ（脱炭素）」を「自分ごと」として捉えやすくなる
等の効果もありました。
企業情報

現有設備の使用エネルギーを把握し、
機器更新のタイミングで燃料転換を検討しよう︕
KEYWORDS

取組事例②︓経営層への提案

電化

設立年月

昭和21年3月

本社所在地

埼玉県八潮市大瀬２０３１

事業概要

アルミ電解コンデンサ用ケース、リベット、香水瓶のボタン他の製造

グリーン
電力

見える化

資本金

経営層
への提案

3,000万円

多角的な
検討

従業員数

自分ごと

37名

省エネ促進プ
ラットホーム

製造業
工場

スペシャリストからゼネラリストへ

リコークリエイティブサービス株式会社

〜社内人材資源を活かした攻めの省エネ戦略〜

省エネ成果例（運用改善）

取組事例:「全社横断チーム」による省エネ推進
※リコーグループ事業所における
省エネ改善実績

CO2削減効果
1850t-CO₂
※2019年度実績（前年度比）

取組概要
 省エネ推進体制の構築
• 異なる事業内容の生産事業所であっても、各事業所で蓄積された実績・ノウハウ・
運用経験・着目点等は他の事業所でも活用可能なものが混在。
• それらの相互融通が新たな省エネ・省CO2リソースを創出する「重要技術資源」で
あることに気づき、データベース等を構築。また、従前のエネルギー管理体制に加え、
事業所を横断した組織を組み込んだ縦横からなる強固な省エネ推進体制を構築。
 全社横断チームの構築のポイント
① 各技術の専門家の視点
専門職（エネルギー管理士、技術士等有資格者）を主構成員とするチームを編
成。各事業所との意見交換により、専門職の複眼的視点を得られる環境を構築。
② 他事業所の技術者の視点
設備運用にあたる人材をメンバーとし、所属事業所の「当たり前」が他事業所では
新規性がある、近接技術の組み合わせを見出せる等の気づきを得た。
③ 最新技術の導入と検証・活用による視点
全国の事業所で取得した最新技術等の情報のデータベースを構築。検証結果を迅
速に展開するキーマンの資質が向上し、最新技術の導入と人的資源活用を促進。

視点の多様性を持った人員構成により、継続的に省エネ・CO2低減に関する改善
実績を積み上げ。省エネ活動で生み出した具体的運用改善事例は以下のとおり。
① トランス統合による省エネルギー
• 電気設備の専門技術者が受変電設備の日常点検記録等を確認した結果、設
備導入時に比べ生産設備の負荷・ピーク量が恒久的に低減していることを確認。
• 電灯用及び動力用トランス計8台を3台に集約し省エネを実現。他拠点にも展
開し、さらなる省エネにつなげた。
② 圧縮空気システムの漏えい防止と圧力適正化による省エネ動力の縮減
• 停止時の降圧評価について、漏洩
検知装置等を用いて漏洩を抽出。
徹底的に修理し、損失を縮減。
• 生産設備などの設定圧力・装置に
生じる運転中の圧力脈動を測定
器で計測しながら、圧縮機の圧力・
配管のループ化・レシーバータンクの
配置を見直す事で圧縮空気消費
電力の約20％を削減。

ご担当者に聞きました︕

Q.推進体制の作り方のコツを教えて下さい。
A.社内の多様な人材を集めることです。多様な人材は多様な視点や技術をもたらし、今
まで意図せず漏れていた省エネポテンシャルを拾い出し、持続可能な省エネ・省CO2活
動が可能となります。加えてスペシャリストをゼネラリストに人材育成することも重要です。ス
ペシャリストである中堅技術者をより幅広い環境・技術に触れさせることで､分析・計画立
案の資質を磨かせ、ゼネラリストに育成する多様な経験をさせることがポイントです。

メリット1︓人材資源を活用した全社横断チームにより堅固な省エネ体制を構築
メリット2︓スペシャリストをゼネラリストに育成することで人材資源をパワーアップ

社内の人材資源を活用して、 「視点の多様性」により、
効率的な省エネ対策を実施しているところがスゴイ︕
社内の人材・ノウハウ等を最大限に活用できる体制を構築しよう︕
KEYWORDS

全社横断
チーム

スペシャリスト

ゼネラリスト

人材育成

企業情報
設立年月

昭和55年2月

資本金

6,000万円

従業員数
（単体）

本社所在地

東京都大田区中馬込一丁目3番6号

事業概要

建設業、事業所運営事業、厚生支援事業、ビジネス支援事業など

人材資源

視点の
多様性

トランス
統合

圧縮空気システム
漏えい防止

714名

圧縮空気システム
圧力適正化

福祉施設

事業場

社会福祉法人白百合会
特別養護老人ホーム 恩方ホーム
省エネ効果

老人福祉施設における運用改善による省エネ実践

CO2削減効果

46.7kℓ／年

取組事例②︓エアコン室外機の省エネ対策

94.8t-CO₂ ／年

※原油換算値

※恩方ホーム全体の取組効果
2019年度実績（2017年度比）

取組事例①︓全員参加を目指した省エネ教育
取組概要
 エネルギー使用量は年々増加しているものの、省エネの基準が明確でない、スタッフの納
得を得らないため省エネ対策が続かない等の課題があった。そこで、「我慢しない」・「無
理しない」・「諦めない」をテーマに、快適性を維持した省エネを実践。
 以下の取組等により、職員の納得感を引出し、全員参加の省エネを実現。
①取組をイメージしやすいように伝える
節電勉強会を実施し、取組の効果やイメージを共有。専門用語等を使わず、削減効
果を金額で報告する、削減した費用の使途も説明すること等を実施。
②快適性を維持した省エネをする
設定温度については、高機能コントローラーを導入し、設定温度の上下限設定や消し
忘れ防止機能を活用しつつも、職員の意見や天候等の状況も取り入れ、柔軟に対応。
③根拠のある基準の掲示
空調の運転データや温湿度等のデータを踏まえた施設のベストの基準を設定。
 全員参加の省エネ対策により、空調機の運用改善のみで、施設全体の年間電気使
用量を１０％削減。
成果をわかりやすく共有

エアコン運転スケジュールも事前に周知

取組概要
 エアコン室外機に遮熱対策と散水対策を実施し、エアコンのヒートポンプ効率の
向上を実現。
①遮熱シートで作ったテントの設営
農業用の遮熱シートと農業用のビニールハウスの骨組みを利用して、エアコン室外
機の遮熱用のテントを設営。安価で簡単ながら、大きな省エネ効果を実現。
②散水機の設置・ホースによる冷却
熱交換器のフィンに散水すると気化熱効果で室外機周辺の温度が下がり、エアコン
効率が向上。園芸用ホースで夏季の11時〜15時まで毎時間30分おきの散水
を実施。
②ホースによる冷却がより効果的︕

①吹き出し口は必ず空けることが重要︕

ご担当者に聞きました︕

Q.外部支援の活用方法について教えて下さい。
A.専門家（ダイキン工業）の支援により省エネ診断を行い、当施設では空調機と照明の
使用量が約8割を占めていることがわかりました。その結果を踏まえ、照明のLED化や室外
機の高効率圧縮機へのメンテナンスなども含めて、省エネ対策を効果的に行うことが出来
ました。また、ダイキンさんに恩方ホームの運転データを分析してもらい、施設にとって、省エ
ネ且つ快適な温度・湿度を導きだし、当施設にあった省エネを実施することができました。
施設情報

職員の納得感を向上させ、全員参加の省エネを実現したことがスゴイ︕
全員参加により効率的な省エネを実現しよう︕
KEYWORDS

省エネ教育

全員参加

納得感

イメージの
共有

認可年月

昭和46年3月

施設所在地

東京都八王子市下恩方町180-1

事業概要

特別養護老人ホームの運営

根拠のある
基準

快適性を
維持した省エネ

基本財産

エアコン
室外機

100万円

散水

従業員数

遮熱

83名

外部支援

建築設計

事業場

株式会社日建設計

コープ共済プラザにおけるカーボンニュートラルの取り組み

取組事例︓コープ共済プラザにおける取組
省エネ効果
CO2削減効果
213.4kℓ／年

47.5t-CO₂ ／年

※原油換算値

※コープ共済ブラザ全体分（標準ビル比）

取組概要
 BCP性能と環境性能(カーボンニュートラル対応)の両立を目指し、非常時に必要な
機能や設備を日常の省エネに活用。常識にとらわれない発想の転換による設計を行う。
 設計の工夫例
①窓際に通路を配置
• 従来のオフィスでは管理職席等が配置されているペリメータゾーン（外気や直射日
光の影響を受けやすいゾーン）に通路を配置し、外部環境との緩衝帯を形成。
• 暑く寒いペリメータゾーンの個別空調が不要になる他、自然採光や換気にも繋がる。
②躯体熱容量の活用
• 全フロアを逆梁構造（リバーススラブ）とし、床のみを張ることで、躯体熱量を直接活
用し、少ないエネルギーで安定した内部環境を創出。
• ピーク日冷熱負荷分（3,500kWh）を蓄えることができ、BCP性能にも寄与。
 環境技術の活用例
①自然換気・ダイレクトナイトパージシステム
• 朝方の気温の低い外気を取り入れ、蓄冷。昼間に室内に放冷し、室温安定。
②再生可能エネルギー利用熱源システム（太陽熱温水器等）の導入
• 屋上スペースが狭く太陽光発電の導入ではそれほど効果が見込めなかったが、熱容量
を活用できる建物との相性がよく、省エネ効果も見込める太陽熱を導入。
• 熱源は太陽熱・コージェネレーションの廃熱を使用し、暖房時は直接利用、冷房時は
吸着式冷凍機を駆動。冷凍機のエネルギー源として、活用できなかった低温熱を利用
するなど、再生可能エネルギーを活用し、日常の省エネを実現する熱源システムを構
築。
メリット１︓非常時のBCP対策を日常の省エネを両立
メリット２︓自然エネルギーを活用し、少ないエネルギーで安定した室内環境を創出

常識にとらわれない発想の転換で省エネを実現していてスゴイ︕
変動の大きい自然エネルギーもうまく取り入れて省エネしよう︕
KEYWORDS

BCP
性能

機器・システムをチーム化した省エネ対策

環境性能

ペリメータ
ゾーン

リバース
スラブ

 機器やシステムは、効率よく組
合せて使用することによってより
大きな省エネ効果を生み出す
ことができることから、機器やシ
ステムの「チームワーク」を意識
した設計を行う。
 汎用性のある「設備機器」､
「再生可能エネルギー」､熱融
通を中継する「水槽類」をメン
バーとし、機器やシステムを孤
立させず、強みを高め合うよう
な組合せを意識。
 コープ共済プラザの設計においても、カーボンニュートラルを実現する基本骨格の上、
最先端の環境試行技術を肉付けし、パフォーマンスを最大限に高める工夫。

ご担当者に聞きました︕

Q.省エネ、脱炭素対策として設計される際､心がけていることは何でしょうか︖
A.建物立地地域の気候に合わせるということを心がけています。建物のエネルギー消費傾
向や設備機器の特性は気候によって大きく異なることを理解することが重要です。日本は
南北に長く、寒冷地、温暖地、暑熱地が混在していますので、地域に合った要素技術・
設備機器を組み合わせることで、一歩進んだ省エネ・脱炭素となる設計を心がけています。
企業情報
設立年月

昭和25年7月

資本金

4億6,000
万円

本社所在地

東京都千代田区飯田橋2丁目18番3号

事業概要

建築設計事務所

自然換気

ダイレクトナイト
パージシステム

太陽熱

廃熱利用

従業員数

チームでの
省エネ

2035名

気候に合っ
た省エネ

ゴルフ場
事業場

環境にやさしいエコゴルフ場を目指して
〜サスティナビリティな脱炭素化の取組み〜

株式会社日高カントリ―倶楽部

取組事例①︓給油システムの見直し
省エネ効果

取組事例②︓照明のＬＥＤ化

CO2削減効果
80t-CO₂ ／年

燃料費削減効果
3,170千円 / 年

※燃料転換の効果

取組概要
 重油ボイラをLPGボイラに燃料転換し、大幅な省エネとCO2削減を実
現。エネルギーコストを20％、CO2排出量を25％削減。
 給湯システムの効率化を図りエコキュートを導入。
汲み上げた地下水を深夜電力を使い約20℃まで温め、一次保温タンク
（エコキュート）に溜める。その後LPG燃焼給湯機を通し、高温になった
お湯を二次タンクに溜め、お客様に供給。
 深夜電力を使うことにより電気代を削減した他、LPG燃焼使用時間が
短縮できることにより、エネルギー使用量とCO2排出量の同時削減。

メリット1︓燃料転換と高効率給湯器の同時導入で省エネ効果向上
メリット2︓重油ボイラ廃止により専任の資格担当者が不要に。
経営の効率化にもつなげた。

燃料転換により、省エネ・省CO2・経営の効率化を
同時に実現していることがスゴイ︕
エネルギーを多く使用する設備の燃料転換や電化を検討してみよう︕

KEYWORDS

給油
システム

燃料転換

電化

エコキュート

取組概要
 施設内の照明を徹底してLEDに交換。
 消費電力の大幅な削減に成功。年間3,497千円の電力料金を削減。
＜設備概要＞
ＬＥＤ交換本数︓684本 工事費用︓7,750千円（投資回収2.2年）

ご担当者に聞きました︕
Q.貴ゴルフ倶楽部では、「ピンチをチャンスに変える」実践を行われているそうです
が、具体的にどのようなことをされているのでしょうか︖
A.コース整備で発生する刈芝、落ち葉、雑草、間伐樹木、剪定木等の処分に年
間約500万円もの費用がかかり大きな負担となっていました。しかしこの緑化廃棄物
を資源と考えることで､ターフコンポスタによるコンポスト（肥料）への転換等を図るこ
とができました。
施設情報
設立年月

昭和34年8月

本社所在地

埼玉県日高市高萩1203

事業概要

ゴルフ場

経営の
効率化

ＬＥＤ

資本金

サスティナ
ビリティ

12億
1､335万円

バイオマス
リサイクル

従業員数

ピンチを
チャンスに

160名

エコゴルフ場

