


　我が国を取り巻くエネルギーの状況は、世界的なエネルギー需要の急増等による
原油をはじめとするエネルギー資源の国際価格の長期的に上昇基調など厳しい状況
にあります。そのため、エネルギー資源のほとんどを海外に依存している我が国に
とって、エネルギーの有効利用は極めて重要な課題です。
　また、温室効果ガスの約９割がエネルギーに起因する二酸化炭素であることか
ら、エネルギー対策は地球温暖化対策でもあります。
　政府は、京都議定書に基づき、同議定書の第一約束期間である２００８年から２０１２
年までの温室効果ガス排出量を基準年度である１９９０年度比で６％削減するとの目標
を掲げており、その実現のために、経済産業省は各種施策に取り組んでいますが、その
なかから、当局の省エネルギーおよび新エネルギーに関する取り組みをご紹介します。

　我が国は、１９７０年代の２度の石油ショック以降、官民が一体となって省エネに取
り組み、エネルギー消費効率を過去３０年間で３７％改善しました。その結果、我が国
のＧＤＰ単位当たりの一次エネルギー供給量は、世界で最小の水準となっています。

担当課室：エネルギー対策課
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温室効果ガス排出量削減のための取り組み

近畿経済産業局における省エネ・新エネの推進
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出所；資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

我が国の実質ＧＤＰ当たりエネルギー利用
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さらなる省エネルギー推進のために



　他方で、１９７３年から２００８年までの最終エネルギー消費はほぼ一貫して増
加傾向にあり、特に民生部門（業務・家庭部門）は約２．５倍と大幅に増加しています。
　エネルギー安定供給の確保と地球温暖化対策の推進のためには、エネルギー消費
の増加が著しい民生部門を中心に、一層の省エネ対策の強化を図ることが必要です。

最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移

　そこで、政府は、我が国の省エネルギー政策の基本である「エネルギーの使用の
合理化に関する法律（省エネ法）」を平成２０年 5 月に改正し、平成２２年４月から
運用を開始しました。
　今回の改正は、一言で言えば「事業所単位の規制から事業者（企業）単位の規制へ」
というものです。従来は、１年間のエネルギー使用量が原油換算で１，５００ｋｌ以
上の個々の工場や事業所を規制対象としてきましたが、昨年４月からは、事業者全体、
つまり本社・工場・支店・営業所などのエネルギー使用量の合計が１，５００ｋｌ以
上であれば、全体として規制対象となります。フランチャイズチェーンも一事業者
として扱います。これにより、従来は、エネルギー使用量ベースの省エネ法規制の
カバー率が、産業部門の約９割に対し、業務部門は約１割でしたが、この割合が高
まると期待されています。

省エネ法の改正
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　現在、近畿地域では約２，０００事業者が、省エネ法の規制対象である「特定事業
者」又は「特定連鎖化事業者」に指定されており、当局ではこれら事業者に対し
て、エネルギー管理体制の整備と、毎年、国に対する中長期計画書と定期報告書の
提出をお願いしているところです。

　また、当局では、業務部門の省エネルギーを推進するため、昨年３月から、オー
ル日本スーパーマーケット協会（ＡＪＳ）と協力し、中堅・中小食品スーパーの省
エネルギー・モデル事業を実施しています。
　本プロジェクトには、ＡＪＳ会員の５社が参加しており、まず、昨年５月から６
月にかけて、各社店舗において、（財）省エネルギーセンターの専門家による省エネ
ルギー診断を受けていただきました。その際の、専門家からの改善提案を参考に、
各店舗で省エネに努めていただいているところです。
　昨夏は猛暑で、どの店舗も空調のエネルギーが増え苦戦されていましたが、省エ
ネ診断の時に指摘された、外光で十分明るい場所の照明をさっそく消灯した店舗、
個別空調の室内温度をこまめに調整することにより対前年比で数％の省エネを実現
した店舗など、どの店舗も、当事業に参加することにより、省エネ意識が高まった
そうで、今後の効果が期待できます。

特集
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 食品スーパーの省エネルギー・モデル事業

工場・事業場ごとのエネルギー管理 事業者全体としてのエネルギー管理

工場 事業所 事業所 事業所 営業所 事業所 事業所 営業所

第一種 第ニ種 対象外 対象外 対象外
エネルギー管理
指定工場として

指定

エネルギー管理
指定工場として

指定

この場合、事業者全体で 1,500kl 以上となるため、
特定事業者として指定



　また、今回、初の取組として、出展者にご負
担いただき、会場での電力利用等に伴って排出
される温室効果ガス排出量を、オフセットする
カーボン・オフセットを実施しました。

 省エネ機器、ESCO事業の紹介等を目的とする「省エネフェア２０１１」を、１月
１８日（火）、１９日（水）の２日間、マイドームおおさかで開催しました。５回目
となる今回は、国内クレジット制度をテーマに、省エネ機器メーカーや、ESCO事業
者、国内クレジット制度への参加を支援する機関等、４３の企業・団体に出展いた
だき、約１２００名の来場がありました。
 会場では、省エネ機器・サービスの展示だけでなく、「無料省エネ診断」や「省エ
ネ法の手続き・管理標準の作成等に関する個別相談会」も実施するとともに、併設
事業として、「省エネ制度セミナー」及び「排出量取引制度セミナー」を開催し、
省エネ事例や国内クレジット制度活用事例の紹介等、省エネルギーに関する様々な
情報を発信しました。
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 省エネフェア２０１１



２月は「省エネルギー月間」です　冬期の省エネルギーへのご協力をお願いします

 先般、関係政府機関で構成される省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連
絡会議は、「冬季の省エネルギー対策について」を決定しました。冬は暖房
等、エネルギー消費が大きく増加する季節です。下記項目を中心に、省エネル
ギーへのより一層のご協力をお願いいたします。

■ 工場・事業場関係
　改正省エネ法に基づくエネルギー管理を行い、自主的・計画的に省エネル
ギーへの取組を徹底して推進し、ＥＳＣＯ事業の活用や省エネ診断の実施を検
討することにより、さらなる省エネの可能性を把握してください。
■ 業務・家庭関係
 家電機器等エネルギー消費機器の待機時消費電力の削減に努め、エネルギー
消費効率の高い機器を選択するとともに、エネルギー使用量の把握に努め、省
エネルギーの創意工夫や実践をお願いします。
　住宅・ビルにおいては、暖房中の室温２０℃を徹底し、不要時の消灯等によ
るエネルギー消費の適正な管理を行ってください。また、住宅、ビル等の新
築、増改築、改修等に当たっては、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による
熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行う等、積極的なエコ住宅の新築やエ
コリフォームに努めてください。
 省エネ法を遵守し、省エネに資する事業活動の合理化と従業員の意識向上に
努めてください。
■ 運輸関係
 輸送事業者におかれては、省エネ法に基づくエネルギーの管理を徹底し、輸
送機器等の製造・輸入事業者におかれては、製造・輸入する機器のエネルギー
消費効率の向上に努めてください。
 公共交通機関の利用や、エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択、輸送機
関における暖房温度の適正化やエコドライブの実践を心がけてください。
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　新エネルギー対策は地球温暖化対策やエネルギーの自給率向上の観点から、省エ
ネルギーと並ぶ重要な取り組み課題です。
　特に、燃料電池への取り組みは、我が国のエネルギー供給の安定化や地球温暖化
問題に寄与するのみならず、新しい産業の創出や雇用の拡大に繋がるものです。し
かし、普及のためには、耐久性や効率の向上のみならず、販売価格の大幅な低下を
目指したコストの削減が求められているところです。
　これら諸課題の解決と新エネルギー関連産業の振興を目的として、当局が取り組
んでいる事業のうち、代表的なものをいくつかご紹介いたします。
 平成２１年度から、家庭用燃料電池は「エネファーム」の統一名称で販売されてい
ますが、今後の普及拡大には、低コスト化が大きな課題となっています。特に、ポ
ンプや流量計等の補機（周辺部品）は、コストの半分近くを占めているのが現状で
あり、低コスト化の課題解決のためにも、これらの分野への技術力の高い中堅・中
小企業の新規参入が期待されているところです。
 平成２１年度、当局では①オープンな形で多くの中小企業に参加いただき、燃料電
池システムメーカー（パナソニック（株））からのニーズ発表会と商談会、②燃料電
池システムメーカー（パナソニック（株））と中堅企業との研究会形式のマッチング
会、③燃料電池補機メーカーから中小製造業に対するニーズ発表会の３通りの家庭
用燃料電池に関するマッチングの場を設定し、家庭用定置型燃料電池のコスト低減
に及び関連産業の裾野拡大に取り組みました。
 今年度は、さらに多くの企業の参加による効果創出を目指して、以下２つの事業を
実施しています。

特集
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中小企業の新エネルギー産業への参入支援



 今年度から新たなマッチングの場として「関西燃料電池ビジネス研究会」を設置い
たしました。
　「関西燃料電池ビジネス研究会」では、より多くの企業（ニーズ提供大企業2社
（パナソニック（株）、大阪ガス（株））シーズ提案中堅・中小企業２４社）がマッチ
ングに参加されるとともに、１０名の中小企業診断士等をコーディネータとして活
用し、シーズ提案を行う中堅・中小企業の発掘・勧誘、マッチング推進のためのア
ドバイス等を実施し、「エネファーム」に加えて次世代の家庭用燃料電池である
SOFC(固体酸化物形燃料電池)を対象とするなど、研究会の内容を拡充することがで
きました。
 

特集

第 1回関西燃料電池研究会

　１２月に開催された２回の研究会では、大阪ガス（株）及びパナソニック（株）から
それぞれ、燃料電池に関する戦略、中堅・中小企業に対する技術ニーズ等について
発表がありました。
　本年２月には中堅・中小企業から技術シーズを提案する個別商談会が予定されて
います。中堅・中小企業から２０件以上の提案申込があり、行われるビジネスマッ
チングが、具体的な成約に繋がることが期待されています。

『関西燃料電池ビジネス研究会』の設置
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　平成２３年３月２４～２５日に大阪国際会議場において「ＦＣ ＦＥＳＴＡ ２０１１
ビジネスミーティング　in　関西」を開催いたします。これは、大阪府が実施する
「大阪新エネルギーフォーラム」との同時開催事業でもあります。
 このイベントは３月２４日のセミナー・パネルディスカッションと３月２５日のア
ライアンスセミナーにより構成されています。
　３月２４日は、①経済産業省から燃料電池に関する施策、②トヨタ自動車㈱及び
JX日鉱日石エネルギー（株）から燃料電池自動車及び水素インフラにかかる最新動向
や将来展望等について、③大阪ガス㈱及びパナソニック㈱から家庭用定置型燃料電
池等にかかる最新動向や将来展望等について発表され、④これらの方々によるパネ
ルディスカッションが予定されています。
　また、３月２５日は、家庭用燃料電池メーカー及び燃料電池に関係する補機メー
カーからのニーズ発表会と中堅・中小企業によるシーズ提案が行われる商談会が予
定されています。
　これらの情報提供や商談会によって、関西の優秀な中堅・中小企業が新たな事業
進出の分野として燃料電池関係市場への関心を高めていただくとともに、補機分野
でのビジネスマッチングの創出、ひいては家庭用燃料電池のコスト低減に寄与する
ことを目指します。
　３月２５日のアライアンスセミナーはクローズ方式ですが、２４日のセミナー・
パネルディスカッションはどなたでもご参加いただけますので、燃料電池関連分野
への事業参加をお考えの中堅・中小企業をはじめ、本事業にご関心をお持ちの皆様
方の参加をお待ち申し上げます。

（詳細は後日、当局ホームページで発表）
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『ＦＣ ＦＥＳＴＡ ２０１１ ビジネスミーティング ｉｎ 関西』の開催

　（この記事に関するお問い合わせ先）
　　近畿経済産業局　資源エネルギー環境部　エネルギー対策課
　　電　話：０６－６９６６－６０４３



世界でひとつ　あなただけのフォントを提供します！
スキルインフォメーションズ株式会社　代表取締役　杉本 浩さん

「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。今回はスキルインフォメーションズ株式会社、有限会社創造工房をご紹介します。

担当課室：コンテンツ産業支援室

　コンテンツ産 業 支 援 室では、「クリエイティブ・イン
ダ ストリー・ショーケ ース i n 関 西（C r I S 関 西）」
（http://www.youtube.com/watch?v=ukPY51Wn5L0）の取り組みに
より、コンテンツ企業のビジネス展開を支援しています。
　今回は、このＣｒＩＳ関西の中核イベントで、西日本最
大のコンテンツ・ビジネス展示商談会「大阪創造取引所」

（http://www.youtube.com/watch?v=77S4kWAXkKM）に
おいて実施した大阪創造取引所アワードにおいて、クリエ
イティブ・アイデア賞を受賞したスキルインフォメーショ
ンズ株式会社をご紹介します。

　スキルインフォメーションズは、大阪市東淀川区に本社を置く、システムソフト
ウェアなどの開発・販売を行う会社です。同社は、通信・制御組込みソフト開発、医療・
健康関連ソフトウェア開発、フォント（字体）関連のコンテンツサービスを事業内
容としており、関西イノベーションシップ「ＲＩＰｓＫａｎｓａｉ」チャレンジ賞（主
催：（財）関西情報・活性化センター）等を受賞したＩＴ優良企業です。
　同社のフォント事業部は、パソコンで利用される様々なフォント（書体）を作成
しています。 その中の1つに手書文字のフォントがあります。筆文字、ペン文字等様々
な字体に加え、自分の手書文字をフォントに出来る「マイフォント」も販売されて
います。画一的な通常のフォントと異なり、自筆で書いたかのような温かみのある
仕上がりが特徴です。個人の方が挨拶状や年賀状、絵葉書等様々な用途で使用し、
好評を得ているとのことです。

　また、同社が新たなビジネスとして始めたのが、上記アワードで表彰されたオリ
ジナル文字フォントのコンテンツ作成サービス「フォントウィザード」です。
　専用のフォント自動作成システムを活用し、ひらがな・カタカナ・漢字７２文字
を指定された用紙に書くだけで、６，８７９文字のオリジナルに仕上げるという画
期的なシステムです。通常、日本語フォントデザインは完成するまでに、平均して
２年６ヶ月、２，８００万円の費用を要するとのことですが、このフォントウィザード
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<企業紹介のコーナー>
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http://www.youtube.com/watch?v=77S4kWAXkKM


会 社 名：スキルインフォメーションズ株式会社
U   R   L：http://www.sic-net .co . jp　
所 在 地：大阪府大阪市東淀川区東中島１－１７－２６
電話番号：０６－６３２０－４１９９

フォントウィザードで製作した文字例 手書フォントを利用した使用例

は製作作業にかかる労力・コスト・期間を大幅にカッ
トし、最短２ヶ月、約１０分の１のコストでのフォ
ント作成を実現しています。
　オリジナルフォントは、企業の独自ブランドの構
築や契約書の偽造防止などに資するものとして、
マーケットの広がりを見せているとのことであり、
初年度は１億５，０００万円の売上げを目指されて
います。さらに、開発スタッフからは、「国内の基
盤が固まれば、中国や韓国などにも進出したい。」
という意欲も語っていただけました。

　常にチャレンジ精神を欠かさない同社は、国の新連携支援事業を活用し、奈良先
端科学技術大学院大学等と連携して、「医療・介護機関の業務・教育支援マニュアル
コンテンツツールの販売」も手掛けています。これは、医療スタッフ研修等に用い
るマニュアルを各病院から購入し、作業手順の体系化、動画・静止画の挿入により、「使
える」マニュアルコンテンツへと改編し、それを別の病院や介護施設へ販売する日
本初の画期的な事業となるとのことです。

　最後に、杉本社長からは、IT ソリューションで日本を元気にしたいという、壮大
な夢を語ってくれました。今後のご活躍を大いに期待したいと思います。
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＜にんにくで広がる地域の活性化＞
限界集落でも作れるにんにくが最高のサプリとなり、

他業者を巻き込んで地域活性化に！
有限会社創造工房 代表取締役　早川　雅映さん

<企業紹介のコーナー>

担当課室：創業･経営支援課

　創業･経営支援課では農業と商業・
工業が連携することにより、それぞれ
の経営の向上・改善を目的とした「農
商工等連携事業計画」を認定し、事業
化等の展開を支援しています。
　今回は、京都府京丹後市で熟成にん
にく「京丹後フルーツガーリック」で
地域活性化に邁進されている有限会社
創造工房（本社：京丹後市　代表取締
役　早川雅映氏）をご紹介します。

　同社は東京でマーケティング会社に勤務していた早川社長がイベントで関わった
京丹後地域の人達とふれあう中で、「地域を知るには自分自身が移り住まないとわか
らない」と感じ、２６歳で単身同地に移り住み、２年後の１９９１年９月に起業し
たコンサルティング会社がスタートでした。
　現在はナホトカ号重油流出事故（１９９７年１月）の際に仲間と共に立ち上げた
丹後ボランティアネットで行政の情報発信をサポートしたことが契機となり、地域
活性化事業や地元観光業を中心とした地域に密着したホームページ製作事業を軌道

に乗せています。
　しかし、地域の基幹産業である
農業を活性化させたかった同社で
は、にんにくを長期間発酵熟成し、
にんにく臭さを消しつつ、フルー
ティーな味わいに変え、抗酸化力
向上も期待できる「熟成にんにく」
に注目しました。また、農産物被
害を与えているイノシシからの被
害も受けにくく、限界集落での栽
培の可能性が高いこともにんにく
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を選んだ理由の一つでした。
　農業者に説得を重ね、にんにく生
産の賛同者を募り、１５名・２．３
ｈa からにんにく栽培がスタートし
ました。
　その活動を続ける中で目に止まっ
たのが「農商工等連携」という新し
い施策でした。
　同社は更なる飛躍のために、実施
する計画のブラッシュアップを（独）
中小企業基盤整備機構から受け、２
００９年２月農林水産省と経済産業省の「農商工等連携」認定を受け、試作品を展
示会に出展したところ、高い評価を受けましたが、「これから！」と意気込んだ矢先
にトラブルが発生しました。
　農業者から買い取ったにんにくが発芽し、５００万円相当分が使えなくなったの
です。
　落胆する賛同者を前に「高品質化とブランド化で生き残るしかない」と鼓舞し、
商品名を「京丹後フルーツガーリック」に決め、特殊な技術を導入し、女性でも食
べやすいフルーティーな味わいの商品化を進めました。
　地域でも、その話題性・機能性に注目した地元事業者がこれを原料としたパンや
ドレッシングなどの製造を始め、地域農業に貢献できる商品を目指しています。今
では地元お土産物店、京都伊勢丹や錦市場、新宿中村屋でも販売がスタートし、ス
ペインからも引き合いがあります。
　また、限界集落でのにんにく栽培のマニュアル化のために同社自身でもにんにく
栽培に取り組んでいます。
　同社の喜びは地域が活性化し、にんにくに携わる仕事が増え、雇用が創出される
ことですが、まだまだ道は半ばであり、志ある人材を広く求めています。

会 社 名：有限会社創造工房　
U   R   L：http://www.ecotango.co . jp/
所 在 地：京都府京丹後市網野町浅茂川１８０８
電話番号：０７７２－７９－２０２０
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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 

今月の表紙は、省エネ機器・サービスが一堂に会した「省エネフェア２０１１」開催風景

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