


担当課室：製造産業課

関西国際航空機市場参入等支援事業の展開
～成功事例の創出に向け、新たなステージへ！～

　　はじめに

　民間航空機関連産業は、今後長期にわたり年率平均４～５％程度で成長する有
望分野の一つです。近畿経済産業局では、関西の技術力のある中小企業の新規・
本格参入の支援、関西における航空機分野のサプライチェーンの強化等を通じて
関西から国際航空機市場への供給を拡大し、地域経済の発展に貢献することを目
的として、平成２１年度より、関西の川下メーカー（川崎重工業、島津製作所、
新明和工業、住友精密工業）、関係支援機関等との連携により「関西国際航空機
市場参入等支援事業」（協働プログラム）を展開しています。
　これまでの取組の中で、関西の技術力のある中小企業約８０社がビジネスマッ
チングに参加し、うち十数社の新規・本格参入が実現したほか、オンリーワン技
術を有する中小企業数社が自社技術・製品の採用に向けて海外大手メーカーとの
ミーティングを重ねています。さらに、平成２２年度にスタートした「先導的モ
デル事業」では、住友精密工業の協力により、中核企業と中小零細機械加工企業
との連携体を構築し、ＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）向け部品などの受注も
実現しました。
　以下、「関西国際航空機市場参入等支援事業」について、これまでの成果と今後
の実施方針を中心に概要を紹介するとともに、先導的モデル事業をご指導いただ
いている住友精密工業の五十嵐調査役のインタビューを併せて掲載いたします。

　　１．関西国際航空機市場参入等支援事業の主な取組と成果

（１）テキスト「航空機産業参入事例集」の作成・頒布
新規参入・本格参入を目指す全国の中小企業や支援機関向け
の参考書として「航空機産業参入事例集」を平成２２年３月
に作成しました。全国の企業・地域の取組み及び海外の参考
事例を調査し、約４０事例を「モデル事例」又は「個別事例」
として紹介しています。解説編では、参入パターンを、「４つ
の世代別」、「３つの機会別」に整理するとともに、今後新規
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に参入するために必要と考えられる「準備」や「課題」をまとめました。当局のホー
ムページに掲載するとともに、関西のみならず全国に向けて啓発活動を推進して
います。

（２）専門家による実践的なアドバイスと事業提案ブラッシュアップ
　川下企業のニーズに合致したビジネスマッチングを進めるため、当該川下企
業の推薦による専門家を複数名アドバイザーとして登録し、新規参入・本格参
入を目指す中小企業を訪問し、ビジネスマッチングに向けた評価・アドバイス、
事業提案のブラッシュアップ等を実施しています（指導企業累計約７０社）。

（３）様々なスタイルで国内大手企業とのビジネスマッチングを実施
　個別面談、工場別の提案会、合同で
の提案会など、川上企業・川下企業双
方のニーズにもとづき、様々な形式で
ビジネスマッチングを展開していま
す。これまでに、合同提案会を計３回
実施するなど、累計で８０社がビジネ
スマッチングに参加いただきました。
その結果、２０社以上が次のステップ
（見積、試作、受注等）へ移行してい
ます。

（４）海外ミッションの派遣とエアショー出展支援
　平成２２年３月に、米国（シアトル）へミッションを派遣し、オンリーワン
技術を有する関西の中小企業とボーイング社担当部門の技術者との個別面談等
を実施しました。
　また、海外の展示会（エアショー）に関しては、平成２２年７月の英国ファ
ンボローエアショー、平成２３年３月の香港エアショー、平成２３年６月のパ
リエアショーへの出展を支援し、　関西からの参加企業の交流・商談件数は延べ
１００件以上を数え、今後の成果が期待されます。

（５）輸入部品の国産化、将来の輸出を目指す「先導的モデル事業」を推進
　平成２２年１０月には、中核企業の育成による輸入部品の国産化、海外展開
を目指す「先導的モデル事業」を開始しました。その第一弾として、住友精密
工業の協力を得て、中核企業１社と機械加工会社１０社が新規・本格参入を実
現しています（詳細は後述）。

【写真】ボーイング社との意見交換
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　　２．先導的モデル事業の推進

（１）先導的モデル事業の概要
　航空機部品分野において、顧客である川下企業の調達ニーズに対応するととも
に、輸入部品の国産化や海外展開を進めるためには、一貫生産体制を構築する必
要があります。そのためには、顧客からの図面発注（発注図面に基づき、材料調達、
工程設計、外注管理、非破壊検査等まで、所定の品質管理により責任を持って完
成品を供給）に対応できる中核企業の育成が不可欠です。
　近畿経済産業局では、平成２２年度より、川下メーカーの協力を得て、そのた
めの新たな取組み（先導的モデル事業）を開始しました。まず第一弾として、将
来有望な部品供給企業・グループの体制整備のために必要となる課題に対して、
住友精密工業から現役・ＯＢ人材による指導等を集中的に実施しています。これ
により、今後、輸入部品の国産化、さらには海外展開につながる成功事例の創出
が期待されます。

　ところで、いわゆる産業クラスター政策等では、主として、産学連携による先
端的なものづくり、ニッチトップ企業の創出などに着目しているケースが多いと
思いますが、それに対して本事業で支援するビジネスプランには以下のユニーク
さがあります。
　１）先端的技術やオンリーワン技術で勝負しているわけではない
　２）大企業（川下企業）とのWIN-WIN関係（補完関係）を基軸にしている
　３）良き大阪の問屋機能（企画・物流・在庫・金融等）を活かしている
　４）傘下企業が各々担当するピースパーツを責任を持って分担する

【図】先導的モデル事業のイメージ図
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　５）小規模企業が強みを持ち寄ってコスト競争力を確保する
といったものです。
　参加している中小企業の多くは従業員５人～２０人程度の小規模製造業で
すが、それらがチームを組むことによって、先端産業といわれる航空機分野
において海外展開を目指すことができるという意味で、これが成功すれば他
の小規模企業に大きな勇気を与えるものになると期待されます。

(2)先導的モデル事業のこれまでの成果と今後の取り組み
　この取組の結果、一貫生産による部品のキットをジャストインタイムで供
給する中小企業グループの形成と、それら中小企業約十数社の新規・本格参
入が実現しました。特に、ＭＲＪ向けのパーツも含め、既に数十アイテムを受
注しています。なお、この取組は、各種新聞や全国放送を含むテレビ番組で
も紹介されるなど関心が高まっています。
　本モデル事業のこれまでの成果を別の言葉で言い換えますと、
１）中小企業十数社の航空機分野への新規・本格参入が実現
　　→参入のハードルが非常に高い航空機分野へ一気に十社以上が参入！
２）国産ジェット機であるＭＲＪ向けの部品など計数十アイテムの生産を開始
　　→日本の中小企業が、国際競争の激しい航空機市場で打ち勝てることを立証！
　今後の成果目標としては、本プログラム単体で、参加中小企業の５年後の
売上増加額計１５億円程度を期待しており、これが実現すれば、グローバル
な競争市場の中で、日本の中小製造業が世界に打ち勝つビジネスモデルとな
ることが期待されます。また、事業拡大に向けて、関西を中心に、石川県、
長野県等他圏域にも生産ネットワークを拡大中であり、今後、関西発の全国
プログラムへ発展していくことも期待されます。

　　　３．関西国際航空機市場参入等支援事業の今後の取り組みについて

(1) 今後の方向性
　今後、民間航空機関連市場は、ボーイング 787 や MRJ 等の生産拡大による
需要拡大期に移行すると見られます。そこで今後の２年間を、次期需要拡大
を見越した体制整備支援期間と位置付け、「国内川下企業とのマッチング・参
入支援」と「先導的モデル事業を中核とした輸入部品の国産化、海外展開支援」
に注力し、中長期的な視点で成功事例の創出とサプライチェーンの強化等を
目指します。



(2) 平成２３年度の主な事業
① 国内ビジネスマッチング
　　川下企業のニーズ調査をベースにしたビジネスマッチングを全国連携で実施
　します。また、サプライチェーンの強化とともに、震災対応の一環として東北
　地区でのマッチング会開催を予定しています。
② 先導的モデル事業の推進
　　既にパリ・エアショー（６月）への出展支援を実施したところですが、引き続き、
　国内供給体制整備を継続強化するとともに、海外展開に向けた準備を進めます。
③ 効果的な情報提供の実施
　　海外展開、品質保証、難削材加工といった具体的テーマでセミナー、フォー
　ラムを開催し、参加中小企業のレベルアップをサポートします。
④ 専門家による指導の実施
　　川下企業が推薦するＯＢを引き続き専門家として登録し、過去の指導企業も
　含め、ビジネスマッチングや体制整備に向けた実践的指導を継続します。

(3)新たに支援事業への参加を希望される中小企業の方へ
　今後新たに航空機分野への新規・本格参入を検討されておられる企業の皆様、
それら中小企業の取組を支援されたい支援機関におかれては、当局が編集しまし
た入門テキスト「航空機産業参入事例集」をご参照いただいた上で、支援等を希
望される場合は、事務局（製造産業課）までお気軽にご連絡下さい。まずは専門
家の訪問指導などからスタートし、参入可能性と準備状況に応じて必要な支援メ
ニューを提供いたします。

　　４．住友精密工業 調査役　五十嵐 健 氏 インタビュー

　関西国際航空機市場参入等支援事業、特に「先導的モデル事業」を積極的に進
めていただいています 住友精密工業の五十嵐 調査役に、プログラムの現状と今
後の取組についてお聞きしました。

【五十嵐 健 氏】（写真右端）
　昭和２３年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、
住友精密工業入社。資材部、生産部（航空宇宙）
を経て平成１５年６月より支配人。現在調査役。
これまで海外調達推進グループ長、航機輸出
事業プロジェクトチーム長を歴任するなど国
際化、海外展開事業に精通。平成２１年４月
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より「関西国際航空機市場参入等支援事業検討委員会」委員、訪問指導担当ア
ドバイザーとして活躍中。

－ 御社にとっての「先導的モデル事業」の狙いを教えて下さい。
（五十嵐）
　このプログラムの目的は、近畿経済産業局のお立場としては、現在多くを輸
入品に頼っている調達部品を国産化し、さらにその先には輸出をしていくとい
うこと。それによって、中小企業の参入が増え、関西からの供給を増加させ
て、地域の活性化に貢献するということですね。
　当社の立場から見た場合は、それに加えて、コスト競争力のあるサプライ
ヤーを育てることによって、そのメリットを享受しながら、当社としても、航
空機装備品分野での国際競争を生き残る、できれば、装備品のシステムインテ
グレーターとして発展していきたい、そういう目的もあるわけです。いわゆ
る、WIN-WINの関係です。

－ 調達部品国産化の具体的なメリットについて詳しく聞かせて下さい。
（五十嵐）
　現在、調達部品の７割ほどを北米などから輸入しているのですが、海外のサ
プライヤーは忙しくなると日本からの注文を後回しにしてくるのです。また日
本とは品質の基準といいますか、考え方が少し違うため、品質でも満足できな
いことが多分にあります。その結果、納期遅れや不良品により当社の生産計
画、利益に大きな影響を及ぼしてきました。ですので、以前から、何とか国産
化できるなら国産化したいと考えていたのです。
　最近になって、海外のコストが上昇してきたことで日本での生産コストが相
対的に低下してきました。国産化の可能性が見えてきたこの時期に、ちょう
ど、近畿経済産業局の支援事業がスタートしました。当社としては、このタイ
ミングで調達部品の国産化を進めてみようということになったわけです。

－ 「コスト競争力のあるサプライヤーを育てる」ということですが、具体的
にどのような取組をされておられるのでしょうか。
（五十嵐）
　当社の現役・ＯＢ人材数名を中核企業である由良産商とそこにぶらさがるピ



ースパーツのサプライヤーへ派遣し、集中的に指導しています。中核企業の由
良産商というのは、大阪の立売堀にあるネジの商社で、いわゆる古き良き大阪
の問屋機能である、中小製造業のとりまとめ機能、在庫機能、金融機能などをしっ
かりと持っている企業です。同社は先ず、航空機分野の運転免許ともいえるＪＩ
ＳＱ９１００を昨年６月の時点で取得しています。しかし、中核企業に必要なも
のは、外注管理はもちろんのこと、航空機専用の材料調達、工程設計、非破壊検
査機能など、一般の中小企業では非常に難しい能力を備える必要があります。そ
こで、当社の人材を送り込んで、徹底的に鍛えているところです。
　その成果は着実にあがっておりまして、この４月には新工場も竣工させ、非破
壊検査設備を導入し、本格的な体制作りへの新たな一歩を踏み出しました。とこ
ろで、非破壊検査と一口に言っておりますが、実は、航空機分野において、中小
企業にとって最も難しい部分です。詳細は省略しますが、非破壊検査、めっきな
どは特殊工程と言いまして、航空機分野では非常にハードルが高い、ボトルネッ
クでもあります。中小企業が新規に単独でそれに対応することはまず無理ですの
で川下企業の協力が不可欠です。そして、国際競争力を持つためには、コストダ
ウンが必要ですので、コストダウンをも両立させる戦略的な投資が必要です。そ
ういうわけで、我々はそのための体制整備、戦略的な設備投資と人材育成を進め
ているわけです。
　また、由良産商にぶら下がる中小零細の加工企業群、現在大阪を中心に１０社
ほどありますが、こちらにも、順番に当社の人材を割当て、Ｑ（品質）、Ｃ（コスト）、
Ｄ（納期）トータルで国際競争に勝てるレベルに上げるために、図面の見方から、
一定の品質を保つための加工方法、コストダウン等々、レベルアップを進めてい
ます。

－ ご指導いただいた結果、手応えは感じておられますか。
（五十嵐）
　おかげさまで、何とか、このチームで、当社の新たな調達部品の一部を安定的
にかつ国際競争力のあるコストで供給していくことができるのではないかという
目処がついてきました。既に、米国のガルフストリーム向けの部品、そして、日
本のＭＲＪ向けの部品、合わせて数十アイテムを発注しており、順次納品が進ん
でいます。
　しかし、まだまだレベルアップが必要ですので、これからも厳しく指導してい
きます。
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－ ところで、海外のエアショーに参加いただいていますが、海外の顧客の反
応はいかがでしたでしょうか。
（五十嵐）
　これまでの成果をＰＲするために、３月に香港エアショー（Asian 
Aerospace2011）に試行出展しました。そして、そこでの反省点を踏まえ、ＰＲ
ツールをブラッシュアップした上で、６月に開催された世界最大のエアショー
でありますパリエアショーに出展しました。そこでは我々の「ウリ」でありま
すキットモデル（ピースパーツをキットにして並べたショーケース）を展示
し、併せて、部品の製造工程全体フローと参加企業の役割分担を一目でわかる
ように表示したことで、我々の取組に理解と関心を持っていただけたと思いま
す。

－ 今後はどのような方針で取り組まれるのでしょうか。
（五十嵐）
　今回のパリ出展は世界市場に向けてのＰＲ活動の最初の一歩でしかありませ
ん。我々の体制整備としてはまだまだ未完成です。例えば、特殊工程担当企業
のNadcap（国際航空宇宙産業特殊工程認証プログラム）の認証取得を進める必
要があります。来年の半ば頃にはその目途もつけて、名実共に一貫生産体制を
整え、その上で、本格的なＰＲ活動を展開していきます。
　なお、現在の由良産商とそのチームだけでは当社が必要とする部品全てを賄
うことは到底できないわけで、当社のプロジェクトとしては、関西以外の企
業・グループ、具体的には石川県などですが、そういった地域の中小企業とも
工程連携、分担生産を進めています。今後、このプロジェクトが成功していけ
ば、さらに新たなサプライヤーも必要になってくるでしょう。そのことから、
今後も引き続き、近畿経済産業局が実施される全国規模でのマッチング事業に
も積極的に参加し、東日本も含めて、当社のニーズにマッチする企業があれば
新たなサプライヤーの候補として検討したいと考えています。
　当社としても、このプロジェクトを社内の戦略的事業として位置づけて強化
しています。今後とも、近畿経済産業局と連携させていただいて、当社の事業
も発展させ、そして、近畿経済産業局が目指す、航空機分野のサプライチェー
ンの強化、国際航空機市場の獲得に貢献していきたいと考えています。

－ ありがとうございました。



「多賀そば」で観光と雇用創出を
～滋賀県多賀町による「多賀そば」のブランド化による地域活性化～

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを設け
ました。今回は滋賀県多賀町による「多賀そば」のブランド化による地域活性化、バイ
セン株式会社をご紹介します。

担当課室：資源エネルギー環境部 電力事業課

■ブランド化のきっかけ
　多賀町で本格的にそばが栽培されるようになったのは、平成１０年ごろの
減反政策において生産を始めたのがきっかけです。集落の多くが中山間地域
にあり、朝夕の温度差が大きいことから、冷涼な気候を好むそばの生育には
大変適していたためです。栽培面積は年々増加し、現在では１２集落が
約８０ヘクタールで栽培しており、市町村単位では近畿地域で一番の作付面
積となっています。しかしながら、収穫したそばは地元で乾燥調整や選別は
行われるものの、その大半は大阪など県外へ出荷・販売されており「多賀そば」
として町内で消費されることは少なく、多賀産のそばは全国的にも知られて
いない状況でありました。こうした状況を変えようと、地元商工会や東びわ
こ農業協同組合などを中心に、そばの栽培から販売まで自分たちで行い、そ
ばを活かしたまちづくりを展開しようという機運が盛り上がってきたのです。

■ブランド化に向けた取り組み
　多賀町商工会では、平成２０年に、そばの生産者、商業者、消費者などが
連携して、「多賀そば地域協議会」を設置しました。イベントなどを通じて町
内外に「多賀そば」をＰＲするため、「そば打ち体験交流会」や「手打ち多賀
蕎麦試食会」を開催したり、また、将来、手打ちそば店を開業することを目
的とした方を対象とした「多賀そば手打ち職人養成塾」を開催したりするな
ど様々な活動を展開しています。
　　 　 

　また、東びわこ農業協同組合多賀そば部会では、平成２０年度に包丁をイ
メージした多賀そばのシンボルマークをデザイン化し、多賀ふるさと楽市な
どでの試食販売会を開催するなど、「多賀そば」のイメージ定着に向けて活動
を続けています。また、「多賀そば」を地域団体商標制度として出願中です。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>



　こうした「多賀そば」の生産から商品開発、そ
ばによる地域活性化に向けた努力が認められ、全
国優良そば生産表彰事業で、平成２０年度「全国
農業協同組合中央会長賞」を受賞しています。
　一方、行政としても、多賀そば地域協議会や東
びわこ農業協同組合等と連携し、地域資源である
「多賀そば」のブランド化を具体化するための施策
を展開しつつあります。多賀町の玄関口である近
江鉄道の多賀大社前駅前に民家を改造した「もん
ぜん亭」に、そばの製粉設備を新たに導入し、そ
ば粉を町内で供給するための第一歩を踏み出して
います。製粉設備を使用して製粉されたそば粉は、
現在は、「もんぜん亭」や「多賀『里の駅』」等で
のイベントやそば打ち体験講座などで使用されて
おり、まだまだ地域にそば粉を供給するほどの規
模ではありませんが、成果を見つつ規模を拡大し
ていきたいとのことです。
　また、多賀町では、平成２３年度に「開業支援補助金」を創設いたしました。
これは、多賀大社前駅周辺の商店街などで新規に開業を行った者に、開業資
金の二分の一、最大３００万円の補助を行うものです。この支援策を活用して、
そば職人養成塾の卒業生などによる開業を促すことや、集落などで計画され
る「そば打ち体験」のための貸し出し用「そば打ち道具」を整備することで、
新たな観光客の呼び込みと雇用の創出を期待しています。
　 　 　

【今後の課題と展望】
　「多賀そば」のブランド化における最大の課題は、知名度の低さにあると思
われます。地元で収穫されたそばの大半を県外へ出荷・販売をしているため、
出荷された蕎麦が「多賀そば」と呼ばれることなく消費されてしまうからです。
全国でそばを観光資源として活用する自治体が多い中、他との差別化をどの
ように図っていくかが重要であると思われます。
　このため、多賀町では、延命長寿・縁結びの神として古くから全国的な信
仰を集める多賀大社のブランド力を活用した多賀そばの商品化やＰＲ方法を
検討している他、昨年１１月に新たにオープンした「エクスパーサ多賀」（多
賀ＳＡ）での「多賀そば試食会」など、様々な機会を用いて「多賀そば」の
ＰＲに力を入れています。

お問い合わせ窓口：近畿経済産業局電力事業課
電話番号：０６－６９６６－６０４６
U   R   L：http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html
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行動解析専門大学発ベンチャー海外を攻める！
  ～ “ 行動の翻訳 ”をめざすバイセン株式会社～

担当課室：国際事業課

　近畿経済産業局では、２０１０年１０月に「近
畿地域中小企業海外展開支援会議」を設置し、中
小企業の海外展開支援を強力に推進しています。
　「他の中小企業はどのように海外販路開拓をし
ているんだろう？」
　新たに、またはさらなる海外展開を目指す中
小企業の皆様の参考になることを期待して、先
進的に海外展開に取り組んでおられるバイセン
株式会社をご紹介します。

■大学発ベンチャー企業
　神戸市の医療産業都市構想の進むポートアイ
ランドに立地する「神戸大学インキュベーショ
ンセンター」には、多くの産学連携研究に基づ
くベンチャー企業が入居しています。神戸大学農学部で脳と行動の関係を研
究していた千田社長は研究の末、行動を数値化・定量化する装置を開発。こ
れを広く世の中に役立てたいという思いから起業し、今期で 8 期目を迎えま
した。現在では神戸の本社の他に、東京にもシステム開発拠点を有しています。

■バイセン株式会社の売り
　同社を代表する商品に、行動定量化ツール「レグログ」という商品があり
ます。「レグログ」は人間や動物の身体に装着し、行動をわかりやすくリアル
タイムにグラフへ映し出すことが可能な無線型加速度センサシステムで、病
院のリハビリの現場等に多く使われており、軽くて小さく、誰もが簡単に装
着できます。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

「レグログ」は小さく誰にでも
装着しやすい

代表取締役社長　千田廉氏

モニターでリアルタイムに確認可能



■海外展開のきっかけ
　バイセン株式会社が初めて海外企業と提携したのは２００９年。カナダの
アルバータ州政府を通じて、アルバータ大学のスピンアウトベンチャー企業
からのコンタクトをきっかけに、本格的に海外市場へのチャレンジが始まり
ました。カナダ企業との提携により、同社製品の北米販路開拓が可能になる
点と、日本国内でカナダ企業製品の販売ができる点に大きなメリットを感じ
たようです。

■今後の事業展開
　さらなる海外展開を目指す同社は現在、アメリカの大手企業と共同で新たな
事業を進めています。１００円玉サイズのチップに、同社の３軸加速度センサ、
加速度計、GPS、Bluetooth 等を搭載した「スマートスコープ」を共同で製作
しました。連続したデータ通信には常にバッテリーの充電が不可欠ですが、太
陽電池を利用することで、電池交換の必要なく連続通信が可能になります。
　この「スマートスコープ」で通信回線を経由しデータを飛ばせば、物流や
農地調査、広大な農地での家畜の管理等に利用することができます。その他、
海上に浮かべて海洋生物の変化を把握することで漁業効率を向上させたり、
地表に設置して自然現象を把握したりといった様々な分野への応用も期待さ
れます。
　牛が大好きな千田社長。今後も積極的に海外市場開拓していきたいと、牛
の置物でいっぱいのデスクを前に熱く語っていただきました。

会 社 名：バイセン株式会社
U   R   L：http://www.bycen.co . jp/
所 在 地：神戸市中央区港島南町１－５－６
　　　　　神戸大学インキュベーションセンター４０１
電話番号：０７８－３０４－６０８３

スマートスコープを搭載した「STREAM」スマートスコープ　システムとビジネス概要

13E ! KANSAI   2011 年 8月号



14 E ! KANSAI  2011 年 8月号

　平成２３年７月２０日、政府の「電力需給に関する検討会合」において、
「西日本５社の今夏の需給対策」が公表されました。
　本対策では、関西電力管内において、今夏のピーク期間・時間帯（目安は、
７月 25 日から 9 月２２日の平日の９時から２０時）において、全体とし
て▲１０％以上を目途に節電に取り組むこととなっております。
　つきましては、本対策についてのご理解と引き続き節電へのご協力を
お願いいたします。
　皆さま一人ひとりの節電アクションが確実に大きな動きとなり、電力
消費をおさえることができています。夏の消費電力のピークとなる平日
の９時～２０時の間の節電は、安定した電力供給にもっとも効果的です。
　電力消費が特徴的な製造業、食品スーパー及びオフィスビルの３業種
について、標準的な節電アクション（資源エネルギー庁作成「節電アクショ
ン」パンフレットより抜粋）をご紹介しますので、節電の取り組みにご
活用ください。
　上記３業種以外の業種（卸・小売店、医療機関、ホテル・旅館、飲食店、
学校）及び家庭の節電については、こちらをご参照ください。

節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上、管理上不適切なものとならない

ようご注意ください。

TOPICS

節電対策
～消費電力をおさえるためには～

電力事業課

（お問い合わせ先）
近畿経済産業局　
資源エネルギー環境部 電力事業課
TEL：０６（６９６６）６０４６
E-mail：kin-setsuden@meti.go.jp

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/electricity/index.html
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製造業の節電対策は、ピーク時間帯（平日9時～20時）における
生産用動力の稼働シフトなどにより
生産設備の電力使用を見直すことが非常に効果的です。

の場合

1日の電気の使われ方 (夏期のピーク日)
●昼間操業の需要家（一般的な稼働時間）
 主な業種：金属加工、自動車部品製造、
  電気・一般機械製造（組立）など
 負荷設備：生産機械、電気炉、空調・照明など

●昼夜連続操業の需要家（高い稼働時間）
 主な業種：食品加工、電気・半導体製造など
 負荷設備：生産機械、空調・照明、クリーンルーム、
  冷凍・冷蔵設備など

電力消費の内訳(ピーク時：14時前後)
電力消費のうち、生産設備が占める割
合が高いため、生産工程の節電対策は
特に効果的です。業種（生産品目）や必
要な生産環境（空調）に応じて電力消
費形態が異なります。

空調 照明

電気炉・電気加熱装置

その他生産設備等

冷凍機

コンプレッサ・ポンプ・ファン

業種別電気負荷設備容量構成比（例）

4%
3%

5%
5%

6%
2% 6%

4%

製造業

金属加工 食料品 出版印刷

46 % 41 % 43 %

25 %
10 %

22 %

13 % 10 %

9% 9%
8%

59 %9%
10 %

9%

13 %

25 %

8%
7%

7%

49 %
11 %
15 %

9 %
8%

48 %

18 %

13 %

11 %
58 %

16 %

10 %
8%

8%

電気機械 一般機械 輸送用機械 左記6事例の平均

出典：資源エネルギー庁推計出典：資源エネルギー庁推計

今年の夏期の電力ピーク期間・時間帯（7月～9月の平日9時～20時） 今年の夏期の電力ピーク期間・時間帯（7月～9月の平日9時～20時）
［時刻］［時刻］

空調・照明
生産設備

空調・照明

［kW］ ［kW］

生産設備

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230
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食品スーパーの節電対策は、ピーク時間帯（平日9時～20時）における
空調、照明、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケース等）の
電力使用を見直すことが非常に効果的です。

冷蔵庫 7%

その他
17 %

の場合

出典：資源エネルギー庁推計

空調

25 %

照明

24 %
ショーケース

28 %

今年の夏期の電力ピーク期間・時間帯（7月～9月の平日9時～20時）

1日の電気の使われ方
(夏期のピーク日)

平均的な食品スーパーにおいて
は、昼間（10時～1７時）に高い
電力消費が続きます。
夜間の消費電力は昼間に比べ
30 %程度になります。

平均的な食品スーパーにおける電力需要カーブのイメージ

電力消費の内訳 (ピーク時:14時前後)
電力消費のうち、冷凍冷蔵（冷蔵庫、
ショーケース、ショーケース用照明等）が
約３５％、空調および照明(一般照明）が
約49%を占めます。
これらを合わせると電力消費の約84 %
を占めるため、これらの分野における節
電対策は特に効果的です。 

平均的な食品スーパーにおける用途別電力消費比率

空調、照明、冷凍冷蔵で

約84 %出典：資源エネルギー庁推計

食品スーパー 

［時刻］

﹈
率
比
費
消
力
電
﹇

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

※端数処理により合計値が100％とならないことがあります。
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オフィスビルの節電対策は、ピーク時間帯（平日9時～20時）における
空調・照明・OA機器 の電力使用を見直すことが非常に効果的です。

エレベーター 5%

の場合

1日の電気の使われ方
(夏期のピーク日)

平均的なオフィスビルにおいて
は、昼間 (10時～17時)に高い
電力消費が続きます。
夜間の消費電力は昼間に比べ
30 %程度になります。

電力消費の内訳 (ピーク時:14時前後)
電力消費のうち、空調用電力が約48%、
照明およびOA機器(パソコン、コピー機
等)が約40%を占めます。
これらを合わせると電力消費の約88 %を
占めるため、これらの分野における節電対
策は特に効果的です。 

その他
7%

空調

48 %
照明

24 %

OA機器

16 %

平均的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率

平均的なオフィスビルにおける電力需要カーブのイメージ

出典：資源エネルギー庁推計

今年の夏期の電力ピーク期間・時間帯（7月～9月の平日9時～20時）

空調、照明、OA機器で

約88 %出典：資源エネルギー庁推計

オフィスビル

［時刻］
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当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：関西国際航空機市場参入等支援事業「先導的モデル事業」支援企業グループ
「YURA Aero Network」（代表企業：由良産商㈱）が供給する航空機脚用部品です。
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