
太子食品工業株式会社 十和田工場
〒034－0041 青森県十和田市大字相坂字下前川原25－1 TEL. 0176－22－7001

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰

木質チップ
燃料収集

木質チップ
受入装置

木質チップ
供給装置

ボイラー
本体

灰処理

平成 年度 東 経済産業局長表彰

改善例１ 木質チップ焚きボイラー設備の導入による燃料削減

【改善の背景及び概要】

重油使用量は、年間4,000kℓに及んでいた

が 近年の原油価格の高騰と地球温暖化対策にが、近年の原油価格の高騰と地球温暖化対策に

貢献する観点から、近隣地域で排出される建築

廃材等を燃料とする木質チップ焚きボイラーを

2008年度に導入した。

バイオマス燃料の利用は、カーボンニュート

ラルの理論によりCO2排出量の大幅な削減に
ボイラー：炉筒煙管ボイラー

／最大蒸発量４t/hr／木質
供給部：木質チップの一次

ストック場所／ボイラー側
受入部：木質チップをトラッ

クから搬入する場所／容量2 減

つながるとともに、既設の重油焚きボイラーの

稼働率を低下させることになるため、燃料使用

量の削減に加え、メンテナス時間が確保され、

結果として緊急時におけるボイラー設備のバッ

クアップ体制を確立することができた。

燃焼灰：専用容器にストッ
ク／約２週間に一度の割合
で灰回収業者に処理依頼／
排出量 約280kg/日

／最大蒸発量４t/hr／木質
チップ１t当たり４tの蒸気
が発生

ストック場所／ボイラ 側
の負荷に合わせ木質チップ
を供給／容量90m3

供給コンベア：ボイラーの負
荷に比例動作／最大１t/hr

クから搬入する場所／容量
45m3（トラック1台分）／
重量 約9～10t/台

受入部から供給部にはエ
アーで木質チップを搬送／
搬送時間5t/hr

木質チップ：長さ約５cm
／含水率30～40%

【省エネ効果】

原油換算削減量 1,500kℓ/年

改善例２ 廃油混燃焼ボイラー設備の導入による燃料削減

【改善の背景及び概要】

木質チップボイラー工程図

【改善の背景及び概要】

油揚げ等の製造ラインにおいては、品質向上

に伴う植物油の交換サイクル短縮や生産増によ

る廃油の増加のほか、重油価格の高騰から燃料

費のコストダウンを図る必要が生じた。

この２つの課題に対処するため、新規導入す

植物廃油
タンク

油揚げ
フライヤーライン

焼き生
フライヤーライン

蒸気供給

製造工程
工場へ

45%

課題 対処す た 、新規導入す

るボイラーの仕様を重油専燃焚きから植物廃油

混燃焚きに変更することにより、重油の使用量

を年間300kℓ削減できたことに加え、廃油の

リサイクルにつながった。

【省エネ効果】

廃油混燃焼
ボイラー

混油
ミキサー
４５/５５

Ａ重油
タンク

味付け
フライヤーライン

55%

生産工程から
植物廃油を供出

【省エネ改善のポイント】
木質チップは水分を含み冬季に凍結してしま

うため、ボイラーの排熱を利用してチップの加
温を行い凍結防止に努めた

【受賞企業諸元】

本 社 青森県三戸郡三戸町

資 本 金 70百万円

原油換算削減量 300kℓ/年 廃油ボイラー工程図

温を行い凍結防止に努めた。
また、廃油には不純物が多くボイラーのスト

レーナーが詰まりやすくなるため、①複式スト
レーナーを採用しメンテナンスを容易にすると
ともに、②廃油タンクの加温により粘度をやわ
らげるといった対策を講じた。

従業員数 750名（2010年４月末現在）

事業内容 和日配食品の製造・販売、各種商品
の仕入れ・販売

URL http://www.taishi-food.co.jp/
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岩手農協チキンフーズ株式会社 県央工場
〒028－7113 岩手県八幡平市平笠19－50－2 TEL. 0195－76－3441

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰平成 年度 東 経済産業局長表彰

改善例１ スコルダー（湯煮機）排水からの熱回収による燃料削減

【改善の背景及び概要】

スコルダーに鶏をつける連続工程で、一日当

たり60℃の温排水を約23m3捨てていたため

未利用機材 手製加熱槽 写真に示したよう
に加熱槽及び熱交
換器は、未利用機
材を活用して内製たり60℃の温排水を約23m3捨てていたため、

再利用を検討し、次の２点が改善された。

熱交換機で温排水の熱を回収し、スコルダー

補給水の温度を12℃から43℃に上昇させた。

従来は、補給水を直接60℃まで加熱してい

たが、熱回収により約30℃が賄えるため、
温排水

加熱槽

蒸気

60℃

42.6℃

給水
50ℓ /分

12℃

散水

補給水

材を活用して内製
している。

Ａ重油使用量の削減につながった。

二次的効果として、熱回収された温排水を屠

体（羽根が剥けた状態の鶏）に散水すること

によって、付着した血液、糞、ゴミを除去す

ることができた。

屠体の昇温、血液・糞ゴミの除去

温排水
スコルダー

熱交換槽
ライン
ポンプ

未利用機材 手製熱交換器

【省エネ効果】

Ａ重油削減量 約21kℓ/年

改善例２ 生鳥ホームファンインバーター制御による電力使用量の削減

【改善の背景】

鶏を食肉にする屠鳥工程前の生鳥は 高温環

温排水利用
フロー図

省エネ運転前

鶏を食肉にする屠鳥工程前の生鳥は、高温環

境下では熱死するため、換気扇で冷風を送って

いるが、設置数が多いことから電力使用量の削

減を検討し、次の２点が改善された。

 20台のインバーターを設置し、換気扇の効

率的な運転制御を実施した。

ノーヒューズ
ブレーカー

（ＮＦＢ）

マグネット
スイッチ

ＯＮ／ＯＦＦ

省エネ運転後

率的な運転制御を実施した。

二次的効果として、換気扇と併用するミスト

装置は、風の勢いが強すぎて気化熱による冷

却効果が妨げられていたが、風量の最適化が

図られたため飛躍的に冷却能力が上がった。

【省エネ効果】

ノーヒューズ
ブレーカー

（ＮＦＢ）

マグネット
スイッチ

ＯＮ／ＯＦＦ

インバーター設置

【省 ネ効果】

換気扇の電力使用量の削減率 約50％/年

【省エネ改善のポイント】
省エネ改善コンセプトを「手作りと廃棄物利

用｣、｢お金を掛けないで知恵と汗で省エネ」と
し 改善箇所の作業条件が悪い中で排熱利用を

【受賞企業諸元】

本 社 岩手県八幡平市
注：十文字チキンカンパニー(株)、全農、九戸

ふるさと環境保全組合の共同出資会社

換気扇のインバーター制御イメージ

し、改善箇所の作業条件が悪い中で排熱利用を
精力的に実施した。

また、ファンのインバーター制御では、回転
を下げた二次的効果で細霧気化熱の冷却能力が
格段に上がり、現場担当者が「寒い」を連発す
るほどの効果があった。

ふるさと環境保全組合の共同出資会社

資 本 金 8５百万円
従業員数 400名
事業内容 食肉製造業
URL http://www.chicken.co.jp/

（十文字チキンカンパニー(株)） 8
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給気（外気）

排気
（45℃前後）

排気

排気（変動）

給気（一定）

外気
給排気風量
アンバランス

空 調
機 械 室

生産現場

排気

排気（変動）

給気（変動）

外気 給排気風量
バランス（差圧一定）

空 調
機 械 室

生産現場

凸版印刷株式会社 東日本事業部
〒981－3296 宮城県仙台市泉区明通3－30 TEL. 022－377－5121

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰

【改善の背景及び概要】

軟包材生産のドライラミネート工程では、塗

工された溶剤を乾燥装置にて乾燥・排気してい

るが、稼働時間が長く消費熱量が多いことから、

他工場で実績があり、省エネの投資回収効果が

期待できる温排気の有効利用に取り組んだ。

乾燥エアーは蒸気を使用して取り込んだ外気

を加熱しているものであるが、この負荷を軽減

させるため、右図に示したように、排気から熱

を回収し給気（外気）に熱を供給する熱交換器

を設置することにより、燃料（ガス）の使用量

が３割程度減少した。

【省エネ効果】

ガス使用量削減額 270万円/年

改善例１ 乾燥装置排気の熱交換器設置による燃料削減

改善例２ 空調機ファンのインバーター制御化（室内差圧一定制御）

【省エネ改善のポイント】

省エネを進める上で、①エネルギー負荷の高

い蒸気・ガス使用設備に主に対策実施→重点志

向、②社内他工場の優良省エネ施策を迅速に水

平展開→早くて確実、③工場のTMP活動※に

より「生産性向上＝エネルギー原単位改善」を

推進、の３点を主体に活動を進めている。

※ Total Productive Maintenance：全員参加の生産保全

【受賞企業諸元】

本 社 東京都台東区

資 本 金 104,896百万円

従業員数 8,696名（2010年10月末現在）

事業内容 印刷業

ＵRL http://www.toppan.co.jp/

【改善の背景及び概要】

軟包材生産エリアは食品包材としてのクリー

ン度を保つため、陽圧に管理し外部からの麈等

の混入を防止している。しかし、空調での給気

風量は一定であるのに対し、排気風量は生産機

の稼働により変動するため、過剰な陽圧になる

ケースが発生していた。

そのため、空調機ファンのインバーター化と

差圧計の設置により、場内差圧が一定になるよ

う給気ファンの回転数を制御し、過剰な給気を

なくしたことで、電力量が７割程度、ガス使用

量が２割程度減少した。

【省エネ効果】

電力及びガス使用量削減額 約670万円/年

熱交換器

給気
（熱供給）

排気
（熱回収）

熱交換器の設置イメージ
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インバーター制御化のイメージ

省エネ
運転前

省エネ
運転後

熱交換器外観



ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス株式会社
登米事業所豊里サイト

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰

〒987－0362 宮城県登米市豊里町小口前130
TEL. 0225－76－3181

平成 年度 東 経済産業局長表彰

【改善の背景及び概要】

真空エジェクターによるエアー供給は、エ

アー消費の大きい磁気テープ自動巻き上げ機製

改善例１ 生産設備稼働停止時の真空機器変更及び電源ＯＦＦ

電源ＯＦＦエリア

磁気テープ自動巻き上げ機製造ライン

ア 消費の大きい磁気テ プ自動巻き上げ機製

造ラインに合わせて24時間運転していたが、

設備が稼働していない工程にあっても待機状態

と見なしてエアーが消費されていたため、次の

２点について改善を行った。

 真空エジェクターに替えて小型真空ポンプを

導入し 必要な真空回路を変更する とによ導入し、必要な真空回路を変更することによ

り、ムダなエアー（電力）消費が解消された。

 夜間や休日に電源を停止できるようになり、

翌日の立ち上げロスを最小限にして設備の電

源OFFを実施した。

【省エネ効果】 真空エジ クタ 小型真空ポンプ【省エネ効果】

電気使用量削減額 約600万円/年

改善例２ インバーター式コンプレッサーの導入による電力使用量の削減

【改善の背景及び概要】

ンプレ サ のアンロ ド運転（無負荷運

真空エジェクター 小型真空ポンプ

真空機器の変更と電源OFFエリア

コンプレッサーのアンロード運転（無負荷運

転）時の消費電力が、負荷運転時の70％を必

要としたため、負荷変動や過剰負荷に追従でき

るコンプレッサーの導入を検討し、次の２点が

改善された。

 旧式コンプレッサー４台に替えてインバー

旧式コンプレッサー（上）
とインバーター制御コン

旧式コンプレッサ ４台に替えてインバ

ター制御（VSD式）のコンプレッサー１台

を導入し、電力使用量を削減した。

 ４台を１台のコンプレッサーにすることで、

メンテナンス費用の削減につながった。

【省エネ効果】 とインバ タ 制御コン
プレッサー（右）

【省 ネ効果】

電気使用量削減率 約22％/月

【省エネ改善のポイント】

工場で使用するエネルギーの95％を電力が

占め、更に電力消費の30％がコンプレッサー

【受賞企業諸元】

本 社 東京都品川区

資 本 金 5,480百万円

10

となっていたため、圧縮エアー使用削減に的を

絞って省エネを行った。

また、停止設備の改善及び代替装置導入に際

しては、製品の品質維持について関係部署の理

解と協力が不可欠である。

従業員数 3,217名（2010年３月末現在）

事業内容 電子部品、接合材料、光ディスク
メディア、磁気テープ、磁気デバ
イスの製造

URL http://www.sonycid.jp/



山 形 ス リ ー エ ム 株 式 会 社
〒999－3737 山形県東根市大字若木5500 TEL. 0237－48－1211

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰

ドレンポンプ
戻り蒸気ドレン
の圧送

軟水器
スケール付着防止蒸気ドレン発生

平成 年度 東 経済産業局長表彰

改善例１ 脱気装置の蒸気量削減

【改善の背景及び概要】

効率の良い新設ボイラーの運転を優先し、既

設ボイラ の稼働が低下したため ボイラ へ

改善箇所

Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

ドレンタンク
戻り蒸気ドレンの
一時貯槽

の圧送

軟脱気ポ プザ脱気流ボ

ドレン
フィルター

蒸気供給
設ボイラーの稼働が低下したため、ボイラーへ

の給水工程にあっては、既設ボイラーの排ガス

で水を加熱するエコノマイザーの能力が低下し、

次の工程で94℃に加熱する脱気器の蒸気使用

量が増加するようになった。

そのため、①製造ラインで排水していた蒸気
軟水タンク

戻りドレンと軟水の
一時貯槽

脱気ポンプ
混合給水の圧送

エコノマイザー
混合給水を排ガス熱で
熱交換し高温にする

加熱式脱気器
液中の脱酸素にて
腐食防止

貫流ボイラー

ボイラー室

、① 蒸

ヘッダーの蒸気ドレンをドレンタンクに戻す、

②ドレンフィルター本体の放熱対策として断熱

施工を講じたことにより、給水温度が上昇し、

脱気装置の蒸気使用量が削減された。

【省エネ効果】

蒸気供給システムのフロー図（上）
断熱加工したドレンフィルター（右）

ドレンフィルター本体は、フレキシブル
断熱ジャケットを用い断熱。給水温度

改善例２ 休日の空調加湿の見直しによる過剰蒸気の削減

【改善の背景及び概要】

加湿・加熱用の蒸気は、工場系統ごとに使用

灯油削減額 約360万円/年
断熱ジャケッ を用 断熱。給水温度

上昇も１.５℃が見込める。

設定変更には手動で
蒸気バルブの操作が
必要 プレートを付け

量が測定され各空調機器に送られるが、保管製

品への悪影響を懸念したため、製造停止日にも

係わらず温湿度は通常設定され､１時間当たり

４t の蒸気を使用してした。

そのため、製造ラインごとの空調運転マニュ

アルの検証と並行して 休日の温湿度設定値の

必要。プレ トを付け
て周知を図った。

冷水管

蒸気管

外気 給気アルの検証と並行して、休日の温湿度設定値の

大幅な見直しを行うことによって、暖房及び加

湿蒸気が削減された。

【省エネ効果】

休日の空調加湿・蒸気製造に伴う削減額

約1800万円/年 指示パネル付き蒸気バルブ（上）と空調機の構造（下）

加熱ヒーター

加湿

冷却除湿
フィルター

外気 給気

約1,800万円/年

【省エネ改善のポイント】
世界同時不況の中、生産量が大きく落ち込ん

だ2009年は、如何にお金を使わず原単位の
悪化を防止するかが大きな課題となっていた

【受賞企業諸元】

本 社 山形県東根市

資 本 金 360百万円

指示パネル付き蒸気バルブ（上）と空調機の構造（下）

悪化を防止するかが大きな課題となっていた。
空調用蒸気の削減が実現できた背景には、製

造責任者の決断とオペレーターの蒸気バルブ開
閉操作や設定値変更などの協力がなければ困難
であり、その成果が、原単位の悪化防止に貢献
している。

従業員数 750名（2010年４月末現在）

事業内容 有機化学工業製品製造業

URL http://www.mmm.co.jp/Yamagata/

11



株 式 会 社 で ん 六 本 社 工 場
〒990－8506 山形県山形市清住町3－2－45 TEL. 023－644－4422

エネルギー管理優良工場等

平成22年度 東北経済産業局長表彰平成 年度 東 経済産業局長表彰

【改善の背景及び概要】

生産設備の洗浄に必要な温水を作る給湯タン

クは 旧式で保温ができない構造であ たため

改善例１ 給湯タンク交換と蒸気配管保温による燃料削減

旧式タンクのため保温
力が低い。

クは、旧式で保温ができない構造であったため、

タンク表面からの放熱が多く、加えて、給湯能

力も不足していた。

老朽化した給湯タンクを保温機能付タンクへ

と更新するとともに、蒸気配管の未保温部に断

熱施工し、タンク表面と蒸気配管からの熱損失熱 、 表 蒸 熱損

の防止を図ることにより、燃料（Ａ重油）の使

用量を削減することができた。

【省エネ効果】

Ａ重油使用量削減額 140万円/年 配管部分からの熱損失
が大きい。

改善例２ ボイラー室付近の熱漏洩調査と熱損失の改善

【改善の背景及び概要】

ボイラー室付近の配管は、蒸気圧力が高く流

量も多いため 熱損失対策の重要ポイントと位

更新前の給湯タンク（左）とサーモグラフィ診断画像（右）

量も多いため、熱損失対策の重要ポイントと位

置付け、メンテナンス性や経済的損失の把握も

含めた熱漏洩調査を実施した。

その結果、課題となっていたボイラーヘッダ

からの放熱をはじめ、保温効果が喪失した架空

配管等の熱損失を金額で捉え、設備投資の回収

保温未施工の
バルブ部分か
らの熱損失が
顕著であること
が分かる。

配管等の熱損失を金額で捉え、設備投資の回収

期間も把握できたことから、効率的な改修に結

び付けることが適い、メインヘッダーの交換や

未保温バルブ13箇所の断熱施工により、更な

る燃料（Ａ重油）使用量の削減が実現した。

【省エネ効果】
改造前のボイラーヘッダの
サーモグラフィ診断画像（上）

ジャケットタイプの
断熱材を施工。

Ａ重油使用量削減額 95万円/年

【省エネ改善のポイント】

工場内には、蒸気・圧縮空気・LPG・水道

水・井戸水・温水・冷却水に加えて、原料輸送

が

【受賞企業諸元】

本 社 山形県山形市

資 本 金 425百万円

と改造後の外観（右）

用など多くの配管が複雑に張り巡らされており

放熱箇所の発見は容易でない。

サーモグラフィを活用することで配管やバル

ブのみならず、製造プロセスでの放熱ロスを視

的に把握し、改善や性能維持に役立てている。

従業員数 780名（2010年９月末現在）

事業内容 菓子の製造販売業

ＵRL http://www.denroku.co.jp/
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旧式タンクのため保温
力が低い。

配管部分からの熱損失
が大きい。


