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特集

次代を拓く

明日の省エネ

〜冬季の省エネキャンペーン中！！〜

担当課室：エネルギー対策課

１１月から３月は冬季の省エネキャンペーン
エネルギー資源の有効活用と地球温暖化防止に対応するためには、 各分野に
おけるエネルギー使用の合理化をなお一層進めることが急務です。
政府では、 政府関係機関で構成される省エネルギー ・ 省資源対策推進会議省
庁連絡会議において、 今冬の省エネルギー推進に向けた 「冬の省エネルギー対
策について」 を決定し、 国、 地方公共団体、 事業者及び国民が一体となった省
エネルギーの推進を呼びかけております。
（関連 URL ： http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121102002/20121102002.html）
経済産業省資源エネルギー庁及び各地方経済産業局では、 パンフレット配布、
ホームページ掲載やイベント開催等を通じ、 省エネルギーの普及促進を図ってい
るところです。
（資源エネルギー庁 URL ： http://www.enecho.meti.go.jp/index.htm）

【冬の省エネポスター】
(※) 冬の省エネポスター（ＰＤＦ版）は以下の URL からダウンロードできます。
http://www.enecho.meti.go.jp/info/event/1212syouene.htm
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２月は 「省エネルギー月間」 です
政府は２月を 「省エネルギー月間」 と定めています。
経済産業省資源エネルギー庁では、「省エネルギー月間」 中の主な取組として 「平
成２４年度エネルギー使用合理化シンポジウム」 を全国１０会場で開催し、 事業者
の皆様を対象に、 我が国の省エネルギー政策の現状と今後の方向、 及び工場 ・
事業場における省エネルギー取組事例といった情報を、 講演等を通じて幅広く提
供していきます。
シンポジウムの詳しい内容については、 専用サイトに順次掲載しますので、 是非
この機会にご来場下さい。
【平成 24 年度エネルギー使用合理化シンポジウム（大阪会場）】
・
・
・
・

日
場
定
内

員

時
所
数
容

平成２５年２月１２日 （火） １３:００～１６:００
大阪商工会議所 国際会議ホール （大阪府大阪市中央区本町橋２-８）
７００名 （入場無料）
基調講演 ： 東京電機大学 工学部 教授 高村 淑彦氏
省エネルギー政策について ： 資源エネルギー庁
工場 ・ 事業場における効果的な省エネ取組事例の紹介 ：
オムロン綾部工場 ECO ファクトリー活動の紹介 工場の 「診える化」 と
「最適化」 ECO 活動
オムロン株式会社綾部工場
（一財） 省エネルギーセンター主催
平成２４年度省エネ大賞 省エネ事例部門 経済産業大臣賞 （産業分野）

実践！札幌発、 省エネのし ・ か ・ け

札幌市環境局

（一財） 省エネルギーセンター主催
平成２３年度省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞

・ 専用サイトＵＲＬ

http://shoene-form.jp/

（大阪会場に関するお問い合せ）
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
Tel ０６-６９６６-６０４３
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省エネルギーの動き及び当局の取組
「省エネルギー月間」 にちなんで、 省エネルギーに関する様々な動き、 及び当
局の取組を紹介します。
１．ますます高まる省エネルギーの重要性
東日本大震災 ・ 原発事故を受けて、 我が国のエネルギー ・ 環境政策は白紙か
ら見直されています。
そのなかで、 省エネルギーは、 再生可能エネルギーと併せて、 エネルギー問題
に寄与するものとして、 大いに期待されています。
先頃発表された 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」 においても、 成長力
強化の具体的施策のひとつとして、 「省エネルギー ・ 再生可能エネルギー等促進
のための設備投資の促進」 が謳われています。 また、 ２５年度の経済産業省関連
予算案においても、 「再エネ ・ 省エネの最大限の推進」 「クリーンエネルギー関連
産業の創出」 を重点分野としています。

２．強化される省エネルギー政策
経済産業省では、 石油危機を契機に１９７９年に制定された 「エネルギーの使用
の合理化に関する法律」 （以下 ： 省エネ法） により、 工場 ・ 事業場等についての
エネルギーの利用の合理化に関する様々な措置を講じてきました。
省エネ法はエネルギーをめぐる社会的経済的環境に応じた燃料資源の有効な利
用の確保に資するもので、 現在 「工場等」、 「輸送」、 「住宅・建築物」、 「機械器具」
の４つの事業分野を対象としています。
また、 時代の要請にあわせて改正されており、 直近では平成２０年度の改正によ
り、「工場等」 の分野で、事業者単位 （企業単位） のエネルギー管理義務を導入し、
またフランチャイズチェーンについても規制対象とするなど、 オフィスやコンビニと
いった業務部門の省エネルギー対策を強化しました。 更に 「住宅 ・ 建築物」 の分
野では、 従来２０００㎡以上の新築住宅 ・ 建築物が対象であった省エネルギーの
取組に関する届出義務を、 ３００㎡以上の新築住宅 ・ 建築物に拡大する措置が実
施されました。
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【省エネ法の変遷】

我が国の最終エネルギー消費量はほぼ一貫して増加傾向です。
部門別で見てみると、減少傾向の産業部門 （１９７３年比 0.9 倍） とは対照的に、
家庭や、 ビルなどの民生部門 （同 2.5 倍）、 運輸部門 （1.9 倍） では大幅に増
加しています。
【最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移】

E ! KANSAI 2013 年 2 月号
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こうしたことから住宅 ・ 建築物自体の省エネルギー化等民生部門の対策強化や、
ビルや家庭へのＥＭＳ（エネルギー ・ マネジメント ・ システム） の導入等、 無駄なく
賢い使い方による省エネルギーも重要となっています。 経済産業省では昨年１２月
に、 １３年ぶりに住宅 ・ 建築物の省エネルギー基準の見直しを行ったほか、 省エ
ネ法の改正も視野に入れています。
また、 東日本大震災後、 電力需給の逼迫の経験から、 総量を低減させる従来
の省エネルギーに加えて、 ピークシフトといった電力需給バランスを意識したエネ
ルギー管理が必要となってきます。

【省エネルギー政策の今後の重点領域】

１月に発表の経済対策や２５年度の予算案等においても、 こうした省エネルギー
の方向性を反映させています。
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【支援策の一例】
（24 年度予備費）

次世代型熱利用設備導入緊急対策事業費補助金

（24 年度補正）

スマートマンション導入加速化推進事業費補助金
次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金

（25 年度概算要求）

住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金
エネルギー使用合理化事業者支援補助金
省エネ型ロジスティクス等推進事業費補助金

３．「省エネフェスタ in KANSAI」の開催について
近畿経済産業局では、 省エネルギーの推進、 関連ビジネスの振興の取組の一
環として、 省エネルギー製品・サービスや省エネルギー政策についての情報提供 ・
展示を行う標記展示会を、 昨年１１月に開催しました。
「省エネフェスタ in KANSAI」では、今回で７回目の「省エネフェア」と、２回目の「省
エネイノベーションフォーラム」 を融合し、 ６０の企業 ・ 団体から幅広い分野の省エ
ネ関連機器 ・ サービスをご展示いただきました。
【開催概要】
・
・
・
・

開
会
主
協
後

催

日
場
催
賛
援

平成２４年１１月２９日 （木） ～３０日 （金）
梅田スカイビル １０Ｆ アウラホール （大阪市北区大淀中１－１）
近畿経済産業局
社団法人大阪 ESCO 協会
近畿農政局、 近畿地方整備局、 近畿地方環境事務所、 大阪府、
大阪市、中小機構 近畿、大阪商工会議所、( 一財 ) 省エネルギー
センター近畿支部、 ( 社 ) 建築設備技術者協会近畿支部、 近
畿地域エネルギー ・ 温暖化対策推進会議

一口に省エネルギーと言っても多種多様なアプローチがあります。 従来の省エネ
ルギーの概念のみで、 「うちはもう十分やっているから」 「検討したことはあるが、 う
ちにできることがなかった」 と思われている事業者もいらっしゃいます。
当展示会ではこうしたみなさまに、 「こういう省エネルギーもあるのか」 「これならで
きるかも」 を感じていただくために、 ボイラー、 空調、 照明、 見える化という省エ
ネルギー機に加え、 建築関係、 運輸関係など広い分野における最新の省エネル
ギーをご提案しました。
E ! KANSAI 2013 年 2 月号

7

特集
来場者アンケートでも 「省エネルギーの様々な取組方法を知ることができた」 「省
エネルギーに各社が力を入れていることがよく分かった」 といったご意見をいただい
ております。

【会場内のようす】

【基調講演】
毎回ご好評の基調講演では、 公益財団法人地球環境産業技術研究所 （RITE）
の理事 ・ 研究所長 山地 憲治氏に 「我が国のエネルギー政策はどうなるのか―
需要側への期待―」 をご講演いただきました。 震災以降、 議論が重ねられている
エネルギー問題に関して、 議論の現状や今後は供給側の役割だけではなく、 需
要側の果たす役割が大きいことをわかりやすくご説明をいただきました。

【講演する山地氏】

【基調講演のようす】

エネルギー問題の重要性がますます高まっている事から、 省エネルギーも今後こ
れまで以上に注目されていきます。
近畿経済産業局では、 引き続き、 省エネ法の執行、 説明会における施策 ・ 支
援策の紹介やイベントの実施を通じて省エネルギーを推進して参ります。
8
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よしもと笑エネ LIVE ～笑いだって再生可能エネルギー

【解説する薗次長】

資源エネルギー庁では吉本興業とタッグを組み、 「再生可能エネルギー」 に
ついてより多くのかたに知っていただくイベントを全国で実施しています。
大阪でも平成２４年１２月１２日に開催され、再生可能エネルギーを普及する 「再
生可能ボーイズ＊」 のひとり、 レイザーラモンＨＧさんなどが出演した満員の会
場で、 参加者は再生可能エネルギーにちなんだコントやクイズを楽しみました。
当局からも、 薗資源エネルギー環境部次長が参加して、 再生可能エネルギー
に関するクイズの解説を行いました。
＊再生可能ボーイズ
風力：レイザーラモンＨＧ、太陽光：三瓶、地熱：楽しんご、
中小水力：天津・木村、バイオマス：ムーディ勝山
なお、 京都でも以下のとおり開催されます。 ぜひお越しください
・日
・会
・詳

時 平成２５年２月２６日 （火） 17:00 ～ 18:20
場 京都府立文化芸術会館
細 http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/event.html#yoshimoto
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「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
設けています。今回は小川工業株式会社、鈴木産業株式会社をご紹介します。

企業連携で国際競争を勝ち抜く！
〜自動車部品メーカー「小川工業株式会社」の戦略〜
担当課室：地域経済課

「キラリと輝く清流工場づくり」 を合い言葉に、 高
付加価値の自動車部品を製造する企業が和歌山
県橋本市にあります。 小川工業の本社工場に入っ
た瞬間、 目に飛び込んだのは整理整頓が行き届
いた気持ちの良い製造現場でした。
自動車部品メーカーを取り巻く環境は一段と厳し
い局面にあります。 国内での自動車需要が頭打ち
となる一方、 海外ではアジア ・ 北米を中心に需要が旺盛であり、 日本車の海外生産
は増加の一途を辿っています。 それに比例するように現地での部品調達率が上昇す
る中で、 国内の自動車部品メーカーは、 国際競争力をいかに維持 ・ 向上していくか
が問われています。
これに対し、 小川工業は、 コストに主眼が置かれる汎用部品は海外での生産を、
コスト以外の面で勝負できる高付加価値部品は国内での生産というように一定の棲み
分けの上で事業を展開してきました。 本稿では、 プレス用金型を自社製造する事に
よりノウハウを凝縮し、 一貫して国内製造を図る 「ポールパーキング」 という部品に
フォーカスを当てたいと思います。
■ポールパーキングとは
車を駐車する際、 安全に停止させるため、 サイドブレー
キと併せてパーキングモードに入れてギアをロックさせます。
この時、 ギアと噛み合うのが 「ポールパーキング」 です。 相
手物のギアは歯山が幾つもあるのに対し、 ポールパーキング
の突起は１つしかなく、 破損した場合は重大事故に繋がりま
す。 それ故、 当該部品は AT( 自動変速機 ) の中で唯一の
重要保安部品と位置づけられており、 要求される品質水準が
高く、 コストのみで優劣がつくものではありません。 同社は、
優れたプレス加工技術等により、 主要取引先が海外での現地調達率を上げようとする
今も国内生産を維持し、 国内外に出荷しています。 しかし、 ポールパーキングにつ
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いても海外技術の向上が顕著であれば国内生産が危ぶまれると、 佐々木社長 ( 写真
右 ) と酒井営業部長 ( 写真左 ) は危機感を募らせます。
■事業連携によるシナジー効果の実現
これに対し、 同社が打つ次なる一手は、 「中
小企業同士の連携」 です。 これは、 熱処理を
得意とする大阪府富田林市の株式会社東研
サーモテックと、 加工に強い大阪府堺市の北
辰精工株式会社とで互いの強みを生かしながら
協働して事業を進めることによって大企業に負
けないシナジー効果を狙った取り組みです。
具体的には、 経済産業省が実施する設備投資
に係る補助金も活用しながら、 各々のコア技術
に設備投資を集中させ、 当該部品に係る３社総合の工程数を従来の１４工程から９
工程へ短縮、 材料歩留まりの向上や品質向上に伴う不良低減も含め、 約３０％も
のコストカットを実現させます。 ３社は現在、 交通至便な橋本市の 「紀北橋本エコ
ヒルズ」 内での近接立地に向け準備中です。 これにより生産管理の一元化や物流
コストの削減等が図られ連携効果をより高めます。 さらに、 連携する２社は地域外
からの新規立地でもあり、 地元雇用の増加や周辺産業の活性化といった地域経済
への波及効果も見込まれ、 中小企業同士が連携しながら国際競争力を身につける
一つの好事例として期待が寄せられます。
■今後の展開
「新興国を始めとする世界市場において、 価格重視の時代から、 やがて要求水
準が高まり、 コスト競争は限界に達する。 MADE IN JAPAN 製品に再びスポット
が当たる頃に、 国内でモノづくりができていること。」 と佐々木社長は力強く言いま
す。 これを見据え、 前述のような事業連携を併せた技術革新と並行して行うのは、
ものづくり体質の強靱化です。 同社は１９９５年から足かけ１７年、 全員参加の生産
保全活動と企業の体質改善活動に取り組み、 業界団体の数ある賞に輝いてきまし
た。 初めに目にした気持ちの良い製造現場にも納得がいきます。 こうした取り組み
は、 製造業である以上、 どの現場でも例外なく求められるものです。 経済情勢が
目まぐるしく変化する今日ですが、 「地に足をつけた成長」 の大切さを改めて実感
する取材となりました。
企 業 名：小川工業株式会社
U R L ：http://www.ogawa-industry.co.jp/
所 在 地：和歌山県橋本市隅田町真土３９
電話番号：０７３６−３２−２２２５
E ! KANSAI 2013 年 2 月号
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

先端的技術でアジアの環境負荷低減に貢献
〜現地ニーズに対応した手作り提案で躍進する鈴木産業株式会社〜
担当課室：国際課
近畿経済産業局は、 ２００８年１１月に設立した 「関西 ・ アジア 環境 ・ 省エネビジネス
交流促進フォーラム （Team E-Kansai）」 の事務局として、 関西の環境 ・ 省エネ関連企業
のアジアでのビジネス展開を支援しています。 今回は、 これまで Team E-Kansai の活動
に積極的に参加し、 アジアでの実績を上げている 「鈴木産業株式会社」 をご紹介します。
■研究開発型企業としての強み
鈴木産業株式会社は、 バイオテクノロジーと環境エンジニアリングを併せ持つ研究開発
型企業として、 現場のニーズに対応した様々な技術開発を行ってきました。 同社は、 これ
まで京都府中小企業創造化法の認定及び財団法人京都産業技術振興財団からの投資を
受け、 また、 “ 京都市 VC プランオスカー賞 ” を受賞しております。 さらに、 当省や中小
企業総合事業団あるいは独立行政法人新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構 （NEDO）
等からの補助金や海外への技術移転 ・ 委託研究開発等の助成を受け、 独創的な商品開
発と環境技術の構築を行ってきました。 例えば、 バイオテクノロジーを活用した環境にやさ
しいノンスラッジ排水処理システムの研究開発では、 京都大学大学院微生物工学科との産
学連携事業として、 京大桂ベンチャープラザ内の研究室を拠点に有用菌群によるバイオテ
クノロジーを活用した高速酸化バイオ処理法と高効率な散気管 （エアレーター S1） との組
み合わせにより、 高効率な処理の実現と省エネ等による大幅なコスト削減を同時に達成し
ました。
摩擦力

■現場指導と提案型のビジネス展開
同社の特徴として、 まず、 工場排水の現場経験の豊富なバイオドクターが、 工場からの
原水内容の分析、 BOD･COD･ORP･DO･各種窒素･ﾘﾝ等の測定による各槽での処理能力
の数値化、 生物顕微鏡による菌群のチェック等を現場で行うと同時に、 現場担当者に対し、
状況の変化を早急に把握し対応するための技術指導 ・ 移転を行います。 また、 設備の引
渡後も、 排水量 ・ COD ・ DO ・ PH ・ SV30 （菌写真） 等の日常取得データを客先からメー
ルで送付して貰い、 処理状況の安定化のための指導を行っています。 さらに、 有用菌群
のスクリーニングと培養菌群による立上げ、 活性剤による増殖と安定化、 流動担体による
処理効果の向上と窒素処理等のトータルシステムを用いた提案を得意としています。
■タイでのビジネス展開
同社のアジアへのビジネス展開は、 Team E-Kansai として初の海外展示会出展事業とな
る２００９年のタイの 「ENTECH POLLUTEC ASIA」 にはじまります。 地元の環境エンジニ
ア会社や食品工場等との面談の中で、 環境改善や省エネ化等、 長年日本で培ってきた
現場での技術やノウハウを組み合わせた高付加価値の提案を行い、 現地ニーズに対応し
たシステムとして高い評価を得ました。 その後、 独創性の高い製品群とタイでの現地生産
による採算コストを意識した安価なシステムを武器に、 現地の業界のトップ企業への納入が
始まりました。 同社の製品は、 「現場の感覚」 を重視した１社毎の手作り提案で対応して
います。
12

E ! KANSAI 2013 年 2 月号

タイでの導入実績

Ｈ２２年 タイ ハジャイ
ＣＭＣツナ缶詰工場

Ｈ２３年 タイチョンブリ
AMATA CITY 工業団地

Ｈ２４年 タイ ラヨーン
インド ADITYA BIRLA
エポキシ工場

■タイから周辺国へのビジネスの拡大
タイでの生産拠点を確立するとともに、 現地パートナーとと
もに、現在、ミャンマー・マレーシア・インド・バングラデｲシュ・
ベトナム等へのビジネスの拡大が進んでいます。
・ インド ADITYA BIRLA（インド最大企業）
エポキシ樹脂新設排水装置
・ マレーシア SIME DARBY（マレーシア最大企業）
サバ州パームオイル排水装置
・ タイ Waste Management Siam
・ ミャンマー DAGON BREWERY

DAGON BREWERY ビール工場排水

■環境問題を多く抱えた最貧国への環境技術の提供
同社が最近ビジネス展開しているミャンマーやバングラデｲシュ等の最貧国では、 工場か
らの排水は殆どが垂れ流しの状態となっているが、 充分な資金がなく、 排水対策が進んで
いないとのことです。 このような最貧国では、 日本からの環境技術援助が求められていま
すが、 現地のニーズに適した技術移転を迅速に行うためには、 中小企業が活躍できる場
が多くある一方で、 こうした国々では、 中国から進出してきている環境企業から安価で低
品質な製品の拡販が始まって、 市場を押さえる勢いであり、 日本と現地との技術 ・ 情報 ・
販売のネットワークの構築が急務であると同社は指摘しています。
アジアでは、 経済成長に伴う環境対策の必要性がますます高まる中、 環境マーケットが
急速に拡大していますが、 我が国の中小企業等がこれまで培ってきた技術やノウハウを活
かすためには、 現地のニーズに適した技術やシステムの開発、 あるいはノウハウの提供が
求められ、 同社の取り組みはそのモデル的事例と言えるでしょう。
企 業 名：鈴木産業株式会社
U R L ：http://www.mmm.ne.jp/˜suzukisa
所 在 地：京都市西京区山田中吉見町５−６
電話番号：０７５−３９２−７５７７
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
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。
今月の表紙：冬の省エネポスター

〜 近畿経済産業局からの各種ご案内〜
今冬も節電にご協力お願いします。

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

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

