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エネルギー管理優良工場等

株式会社日本マイクロニクス 青森工場
〒036－0114 青森県平川市町居南田571－2 TEL. 0172－44－7277

平成21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 クリーンルーム排熱回収によるエネルギーの削減

【改善の背景及び概要】

従来のクリーンルームへの給気については、

外気を蒸気ボイラーやチラーを用いて加熱、加

省エネ運転前

クリーンルーム

通路部分

クリーンルーム用
空気調整設備室外気を蒸気ボイラ やチラ を用いて加熱、加

湿及び冷却していたため、冬期間におけるＡ重

油使用量が嵩み課題となっていた。

取込外気温度のほか、エネルギー使用量（電

力、Ａ重油、上水道等）の基礎データを採取・

解析し、クリーンルームからの排熱回収と季節

変化を踏まえた外気取り込み 運転制御系を含
省エネ運転後

取込外気

通路部分

空気調整設備

変化を踏まえた外気取り込みの運転制御系を含

めた最適化を図ることにより、空調設備、ボイ

ラー、チラーユニット等に要するエネルギーの

削減が実現した。

【省エネ効果】

電力使用量削減率 14 1 %

省エネ運転後

クリーンルーム

通路部分

クリーンルーム用
空気調整設備室

電力使用量削減率 14.1 %

Ａ重油使用量削減率 21.5 %

上水道使用量削減率 24.6 % 空調設備の空気取り込みイメージ

改善例２ コンプレッサー使用合理化による電力使用量の削減

【改善の背景及び概要】 省エネ運転前

空気調整設備

【改善の背景及び概要】

コンプレッサーのアンロード状態が散見され

たため、ロード状況を調査した結果、コンプ

レッサーを一部停止した場合であってもエア供

給に支障ないことが判明した。

低稼働コンプレッサーを停止させるとともに、

省エネ運転前

バイパスライン

エア供給

エア供給

ユーティリティ設備

製造ライン

コンプレッサー
機械室

既設のバイパスエアラインを活用したコンプ

レッサーの高稼働化を実現することにより、電

力使用量の削減につなげた。

【省エネ効果】

アンロード時消費電力量削減率 86.5 %

省エネ運転後
ユーティリティ設備

製造ライン新たな供給ライン

コンプレッサー停止

エア供給

エア供給

コンプレッサー
機械室

電力使用量削減率 34.7 %
コンプレッサーの使用合理化イメージ

【省エネ改善のポイント】
『省エネ活動の原点は基礎データの採取にあり』
を合言葉に日々計測したデータを分析し、｢周
期性｣ ｢ 過性｣ ｢イレギュラ 性｣ を読み取り

【受賞企業諸元】

本 社 東京都武蔵野市

資 本 金 5,018百万円
期性｣ ｢一過性｣ ｢イレギュラー性｣ を読み取り
定期検討会において協議することで改善点が見
えてくる。また、既存のエネルギー消費設備の
特質を理解した上で最大限に有効活用し、更に
最新機器と比較することで将来の省エネルギー
につなげることができる。

資 本 金 5,018百万円

従業員数 1,172名（2010年９月末現在）

事業内容 半導体計測器具、半導体・LCD検
査機器等の開発・製造・販売

URL http://www.mjc.co.jp/
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【改善の背景及び概要】

ハード面からの省エネ推進は2003年度から

2007年度にかけて実施し、運転面での省エネ

は以前から行ってきたが、2008年度からは更

にワンランク上のレベルで取り進めている。

具体的な取り組みは、①省エネ推進組織の見

直し、②省エネ担当の明確化、③テナントへの

省エネ啓発、④多様な省エネアプローチ、⑤運

転改善による省エネ推進等である。

【省エネ効果】

省エネによる削減量 2,246GJ/年

※１ BEMS [Building and Energy Management System]：ビル
管理の効率化や省エネを目的として、ITの活用によりビルの設
備や機器を一元的・自動的に管理するシステム。計測・計量装
置、制御装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置等から
構成される。

※２ PMV値 [Predicted Mean Vote]：快適性を示す温熱指標で、
温度環境に関する６要素（空気温度、平均輻射温度、気温、温
度、着衣量、代謝量）から導き出される数値に置き換えたもの。
一般的に－0.5＜PMV＜0.5の間が最も快適とされている。

エネルギー管理優良工場等

平成21年度 東北経済産業局長表彰

改善例１ ＢＥＭＳ導入（ＰＭＶ制御導入を含む）による省エネルギー

第一生命保険株式会社
仙台第一生命タワービルディング

〒980－0811
宮城県仙台市青葉区一番町4－6－1

【改善の背景及び概要】

ESCO事業者の診断で、2002年度当時の実

績が同規模同用途のビルと比較してエネルギー

消費原単位がやや高いと判断された。

関係者の協力を得ながら多面的に省エネ措置

を検討した結果、2006年度にBEMS※1導入

と併せて、PMV値※2を中央監視装置で算出し、

適正室内温度や快適性を追求しながら最適化運

転を実施した。

【省エネ効果】

BEMS導入後のエネルギー削減率 7.9%/年

【仙台第一生命タワービルディング諸元】

敷地面積 6,938.73m2（2,098.9坪）

延床面積 55,540.10m2（16,800.88坪）

構 造 鉄骨造､一部鉄骨鉄筋コンクリート造

規 模 地下２階、地上21階、塔屋２階

竣 工 1985年５月

【受賞企業諸元】

本 社 東京都千代田区

資 本 金 210,200百万円

従業員数 57,844名（2010年９月末現在）

事業内容 保険業

URL http://www.dai-ichi-life.co.jp/

仙台第一生命タワービルディングの全景

改善例２ 省エネ診断・省エネ研修をきっかけとした設備運転改善、
チューニング見直し

B E MS のオペ
レーション風景

真剣です!!

省エネ効果の高
いターボ冷凍機
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エネルギー管理優良工場等

ニプロファーマ株式会社 大館工場
〒018－5751 秋田県大館市二井田字前田野5－7 TEL. 0186－44－8650

平成21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 炉筒煙管型蒸気ボイラーから貫流ボイラーへの変更による燃料削減

【改善の背景及び概要】

従来から使用していた炉筒煙管型蒸気ボイ

ラ は 運転立ち上がり時の燃焼効率が低く

工場増築前 （省エネ運転前）

既存棟炉筒煙管型ボイラー

ラーは、運転立ち上がり時の燃焼効率が低く、

追従運転における燃費向上が課題となっていた。

工場の新規増築に伴い、次に掲げる見直しを

行い追従運転時の燃料削減を実現した。

既存棟：炉筒煙管型ボイラーはベース運転用

として運用し、追従運転は小型貫流ボイラー

工場増築後 （省エネ運転後）

ベース兼追従運転

蒸気供給

小型貫流ボイラー 既存棟

蒸気供給

炉筒煙管型ボイラー

、 貫

を導入して対応。

新規棟：小型貫流ボイラーと低高燃焼型貫流

ボイラーを導入し、前者はベース運転用、後

者は追従運転用として運用。

【省エネ効果】

ベース運転

追従運転

小型貫流ボイラー

ベース運転 追従運転

低高燃焼型貫流ボイラー

蒸気供給

蒸気供給

新規棟

Ａ重油削減額 約10百千円/年 工場増築前後の蒸気ボイラーの設置・運転イメージ

改善例２ 空調用冷水製造装置の省エネ対策によるエネルギーの削減

【改善の背景及び概要】

蒸気使用量のウエイトが大きい空調用冷水製

省エネ運転前

冷水ヘッダー（往） 空調機クーリングタワー

クーリングタワー 冷水ヘッダー（往）

空調機

造において、次に掲げる省エネ対策を講じた。

冷水槽を冷水温度にバラツキがあるヘッダー

からタンク水槽に変更。

電気ターボ冷凍機を導入し、従来の蒸気焚き

吸収式冷凍機は故障時の予備機とする。

余剰となる吸収式冷凍機用クーリングタワー

省エネ運転後

給気

給気ボイラー 吸収式冷凍機

冷水ヘッダー（復）

空調機

蒸気

給気

給気

ボイラー

蒸気

吸収式冷凍機

冷水ヘッダー（復）

空調機

空調機

高効率ターボ冷凍機

熱交換器

冷水タンク

吸収式冷凍機の台数制御により余剰となる冷却塔をフリークーリングに活用
効率の低い冷熱機器は台数制御により稼働率を低減

余剰となる吸収式冷凍機用クーリングタワー

と冷水タンクの間に熱交換機を設置し、冬期

間における外気温を利用したフリークーリン

グ設備として使用。

【省エネ効果】

Ａ重油削減額－追加電力量料金＝約５億円/年 吸収式冷凍機の台数制御により余剰となる冷却塔をフリ ク リングに活用Ａ重油削減額 追加電力量料金＝約５億円/年

空調用冷水製造工程の改造イメージ

【省エネ改善のポイント】
頻繁に運転・停止を繰り返すボイラーを小型

貫流ボイラーで追従するにあたり、ベース運転
の条件設定に予想外の時間を要したが 運転管

【受賞企業諸元】

本 社 大阪府大阪市中央区

資 本 金 8,669百万円
の条件設定に予想外の時間を要したが、運転管
理員のスキルアップにつながっている。

また、フリークーリング設備として使用する
クーリングタワーに雪氷が付着し、吸い込み部
に目詰まりが生じたが、ファンを逆転させるこ
とにより自然に雪氷を除去できた。

従業員数 1,834名（2010年４月末現在）

事業内容 医療用医薬品の製造・販売及び受
託製造

URL http://www.np.nipro-pharma.co.jp/
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エネルギー管理優良工場等

エムテックスマツムラ株式会社 尾花沢事業所
〒999－4231 山形県尾花沢市北町2－2－2 TEL. 0237－22－3902

平成21年度 東北経済産業局長表彰

改善例１ 超純水製造装置ＲＯ膜ポンプの小型化による電力消費量の削減

【改善の背景及び概要】

超純水製造装置の稼働状況は、定期整備を除

き通年連続運転していることに加え、負荷変動

もほとんどないことが判明したため、製造メー

カーと協力して省エネ改善の余地を検討した。

その結果、構成機器の中で負荷が一番大きな

逆浸透膜（RO膜）加圧ポンプは、流量が常時一

定であることから、同等の流量性能を有する小

型汎用ポンプと交換することにより、電力使用

量の削減につなげた。ポンプ交換後に設備の不

具合や超純水の比抵抗値や電導率の変化はなく、

十分に使用できることが検証されている。

【省エネ効果】

RO膜ポンプ電力使用量削減率 67.9 % 超純水製造装置の全景写真

改善例２ ヒートレスドライヤーの露点緩和による乾燥エアー量の低減

【改善の背景及び概要】

ドライエアーの大気圧露点温度は、社内規格

と実効レベルの間に45℃の差が生じ過剰品質

となっていたが、設備導入時の仕様に起因する

ため、ヒートレスドライヤーの構造及び動作条

件をチェックし省エネ改善を検討した。

その結果、右図下段に示したように、乾燥剤

の水蒸気吸着行程と再生行程サイクルにおいて、

再生行程で使う乾燥エアー（パージエアー）の

圧力を下げ使用量を削減することにより、社内

規格露点温度との差を15℃に縮小できた。

【省エネ効果】

コンプレッサー電力使用量削減率 11.3 % ヒートレスドライヤーの動作フロー

【省エネ改善のポイント】
超純水製造装置のポンプを取り替えるにあた

り、限られた空間に設置することを余儀なくさ
れ試行錯誤を繰り返した（写真参照）。

また、ヒートレスドライヤーのパージ量を調
整して露点を下げ、再生行程エアーの消費量を
削減するためには、ドライエアー供給先に対す
る“品質の担保”が絶対条件であり、懸念要因
を明らかにして説得を行った。

【受賞企業諸元】
本 社 山形県天童市
資 本 金 449,650千円
従業員数 630名
事業内容 半導体製造装置並びに半導体モール

ド金型の開発・設計及び製造、各種
製造装置・合理化設備の設計・製造、
半導体デバイスの後工程製造 他

URL http://www.mtex.co.jp/

ドライエアー製造フロー

超純水製造フロー

超純水製造装置

ＲＯ膜

イオン
除去装置カ

ー
ボ
ナ
ー

ＲＯ膜
ポンプ

循環
ポンプ

透過水
ポンプ

透
過
水
タ
ン
ク

濃縮水

市水

ユースへ改善箇所

改善箇所

オイルフリー
空気圧縮機

冷凍式
ドライヤー

【水分除去】

ヒートレス
ドライヤー

【乾燥】

生産設備へ

フィルター

省エネ運転前 省エネ運転後

旧ポンプ

新ポンプ

乾燥エアー

Ａ
塔

（
乾
燥
行
程
）

Ｂ
塔

（再
生
行
程
）

パージエアー
乾燥エアー

Ａ
塔

（
再
生
行
程
）

Ｂ
塔

（乾
燥
行
程
）

乾燥・再生サイクル

乾燥エアー

Ａ
塔

（
乾
燥
行
程
）

Ｂ
塔

（再
生
行
程
）

パージエアー
削減

乾燥エアー

Ａ
塔

（
再
生
行
程
）

Ｂ
塔

（乾
燥
行
程
）

乾燥・再生サイクル
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エネルギー管理優良工場等

平成21年度 東北経済産業局長表彰

藤倉ゴム工業株式会社 原町工場
〒975－0027 福島県南相馬市原町区上北高平字植松268 TEL.0244－22－4151

平成 年度 東 経済産業局長表彰

改善例１ 工業用水加圧ポンプのインバーター化による電力使用量削減

【改善の背景及び概要】

工業用水加圧ポンプは、休日や休息時間等の

給水不用時にも定速回転していたため 工場で

発信機付
圧力計

給水不用時にも定速回転していたため、工場で

の使用量と整合性のとれたポンプ駆動システム

の導入が課題となっていた。

そのため、右図に示すように、レシーバータ

ンクの下流側に発信機付圧力計を取り付け、送

られてくるパルスから加圧ポンプユニットをイ

制御盤

レシーバータンク

工場給水へ

ンバーター駆動させることにより、給水圧力を

一定にし、軽負荷時には回転を下げるシステム

を導入した。負荷と連動して回転制御が行われ、

かつ、通年運転している設備であることから、

大きな省エネ効果が得られた。
水 槽

加圧ポンプ
ユニット

加圧ポンプ
ユニット

【省エネ効果】

電力使用量削減額 約245万円/年

改善例２ 蒸気配管の断熱及び不要配管の撤去による燃料削減

【改善の背景及び概要】

水 槽

工業用水加圧ポンプ駆動システムのイメージ

ボイラー室内や製造ラインの蒸気配管末端部

分（フランジ、バルブ等）の保温断熱状況を調

査したところ、未施工の箇所が多く発見され、

放熱ロスに加えて、これに対応する空調設備の

負荷拡大を招いていることが判明した。

そのため 1 980箇所に及ぶ未施工部分の保そのため、1,980箇所に及ぶ未施工部分の保

温断熱工事を2007年度から４カ年計画で実施

している。因みに、保温材にはグラスウールを

採用し、工事施工は社員が行っている。

【省エネ効果】

燃料使用量削減額 約700万円/年 フランジ バルブ部分への保温断熱工事施工箇所燃料使用量削減額 約700万円/年

【省エネ改善のポイント】

断熱効果の算出では、156箇所・約700点

の蒸気配管径、長さ、温度等を調査し、想定以

【受賞企業諸元】

本 社 東京都品川区

資 本 金 3,804百万円

フランジ、バルブ部分への保温断熱工事施工箇所

上の時間を費やした。加えて、施工は休日利用

による自社工事であるため長期間を要した。

また、ポンプのインバーター駆動では、給水

圧力を必要最低限にするため、調整時には圧力

不足から設備が停止するハプニングも起きた。

資 本 金 3,804百万円

従業員数 1,246名（2010年６月末現在）

事業内容 ゴム製品、スポーツ用品製造業

URL http://www.fujikurarubber.com/
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エネルギー管理優良工場等

平成21年度 東北経済産業局長表彰

株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク 福 島 工 場
〒970－1375 福島県いわき市三和町中三坂字湯の向105 TEL.0246－85－2111

改善例１ 工場ループエアー配管の適正化とコンプレッサーの台数制御運転見直し

平成 年度 東 経済産業局長表彰

【改善の背景及び概要】

コンプレッサーの台数制御運転は2006年か

ら実施しており 工場建屋毎に圧力センサ を

２工場～３工場 建屋間ループ配管追加 コンプレッサー
台数制御盤

ら実施しており、工場建屋毎に圧力センサーを

設置し、需要低下時のコンプレッサーの停止と

アンロード運転の廃止を行っている。

更に、配管ロスによる発生するエアー圧力の

ばらつきを抑えるため、工場建屋間にループ配

管を増設し、吐出圧力の低圧化の実現と圧力自 １工場～２工場
建屋間 プ配管追加

、 現

動運転回路の見直しを加えたことより、消費電

力量と最大需要電力の両方を削減することがで

き、契約電力の低減につなげた。

【省エネ効果】

コンプレッサー電力使用量削減率 23.1 %

建屋間ループ配管追加

工場建屋間圧力チェック

改善例２ 設備冷却循環水の供給におけるクーリングタワー運転の適正化

【改善の背景及び概要】

工場の設備冷却循環水は、井水地下タンクと

クーリングタワーを循環させ冷却していたが、

工場建屋間圧力チェック

循環ポンプ

クリーングタワー
（通年停止）

ク リングタワ を循環させ冷却していたが、

冬期間にあっては、凍結防止のためクーリング

タワーを連続運転することから、循環水の温度

がオーバークールとなっていることが判明した。

そのため、クーリングタワーを経由せずに、

井水地下タンクから需要生産設備に直接循環さ

方 替 グ

循環ポンプ
（通年停止）

連結穴

せる方式に切り替えたことにより、クーリング

タワーへの循環ポンプの使用電力量が削減され

た。また、夏場においてもクーリングタワーの

停止を継続させ、更なる削減につなげている。

【省エネ効果】

冷却塔 ポンプ電力使用量削減率 100 0 %

バイパス補給水
（夏場０.５ｔ/ｈ）

井水温度１４℃
(注)地下水面はイメー

ジを強調するため
着色しています。

地下水タンク冷却塔・ポンプ電力使用量削減率 100.0 %

【省エネ改善のポイント】
コンプレッサーの台数制御の導入だけで終わ

らず、問題点の「見える化」を促進し、改善を
継続させることで更なる省エネにつながった

ルも減り、生産設備の管理ポイントも分かりや
すくなり全体の改善が図れている。

【受賞企業諸元】

地下水タンク

継続させることで更なる省エネにつながった。
また、クーリングタワー停止については、冬場
の実績から夏場に継続させても問題がないこと
を明らかにし、更なる省エネにつなげた。

どちらの事案も、｢それは大丈夫か？｣ ｢後で
やれば？」との声もあったが、実施後はトラブ

本 社 神奈川県川崎市

資 本 金 4,000百万円

従業員数 1,200名（2010年４月末現在）

事業内容 自動車部分品、附属品製造業

URL http://www.faltec.co.jp/ 6



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

9

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
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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/
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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。



照井土地改良区
～疎水百選の農業用水を利用した「水力発電」～

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

水力エネルギーの部

〒021－0027 岩手県一関市竹山町4－55
TEL. 0191－23－2135

照井土地改良区では､『地球の未来を考え、

農業団体として何ができるか？』を検討した結

農業 水を利 た水力発電を事業化す

取水口の位置 一関市赤荻字雲南39番地先

最大有効落差 6.88m

最大使 水量 3/

平成 年度 東 再 可能 ギ 利活用大賞

取 組 の 概 要 発 電 所 諸 元

果、農業用水を利用した水力発電を事業化する

ことによって、地球温暖化抑制の一助になろう

という結論に達し、2008 年度に経済産業省の

「地域新エネルギー等導入促進事業」の採択を

受け、東北地域で最初の農業水利施設を利用し

最大使用水量 1.087m3/S

非灌漑期 0.642m3/S

最大出力 50kW（5月1日～8月31日）

常時出力 30kW（9月1日～4月30日）

発電電力量 295MWh/年※2

たマイクロ水力※1発電事業を開始した。

※１ マイクロ水力：出力1,000kW以下の水力発電設備。少な

い水量とわずかな落差で発電できるため、山間地、中小

河川、農業用水路、上下水道施設、ビル施設、家庭など

における発電も可能である。

水車の構造 横軸軸流プロペラ水車

導入管路 φ800mm 内圧管 L＝55m

※2 一般家庭約85世帯の消費電力量に相当し、二酸化炭素排

出量で140t-CO2/年に相当する。

取 組 の 特 長取 組 の 特 長

全国に血管のように網羅している農業用水路

の総延長は地球10 周分にも相当する。用水路

には遊休的な落差が多数存在しており、その急

流工を利用した発電事業は 地球温暖化防止に

参加プレーヤーと役割

流工を利用した発電事業は、地球温暖化防止に

貢献するのみならず、売電した金額を土地改良

区の組合員の賦課金軽減につなげる。

東北 力株式会社 発 系統連携 び売

取水地点 導水管布設φ800

東北電力株式会社：発電の系統連携及び売電

先（基本価値分；3.50円/kWh）

やまがたグリーンパワー株式会社：発電電力

量に占める環境価値分の買取先（RPS法※3

の設備認定を受けグリーン電力証書を販売）

導水管埋め戻し後 発電所躯体

※3 RPS法：電気事業者に新エネルギー（太陽光、風力、バ

イオマス、中小水力、地熱）から発電される電気を一定

割合以上利用することを義務付ける法律。新エネルギー

で発電された電気（設備認定が必要）は、電気そのもの

の価値のほかに新エネルギーの普及促進のための付加価

値（環境価値）が含まれ、環境価値分は電力会社に販売

するか、グリーン電力証書として取引することができる

系統連系盤
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エネルギー削減率

化石燃料由来のエネルギー削減率 100％ 東北初のマイクロ水力発電
所ということで見学に訪れる
団体が多い。

発電所内部 （発電機）



八幡平市
～雪氷エネルギーを活用した、りんどう培養施設によるＣＯ２削減への取り組み～

〒028－7192 岩手県八幡平市大更第35地割62
TEL. 0195－72－2111

雪氷エネルギーの部

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

八幡平市の特産品である“りんどう”は、全

国一位のシェア約27％を誇り、新品種を開発

するために2008年３月に「低温培養施設」を

平成 年度 東 再 可能 ギ 利活用大賞

取 組 の 概 要 エネルギー削減率

化石燃料由来のエネルギー削減率 85％

雪氷庫内部風景するために2008年３月に「低温培養施設」を

設置し、１年間の試行運転を経て2009年４月

から本格的な稼働が始まった。

同施設は地域に豊富にある「雪」を利用した

冷房空調システムであり、冷熱源は近隣温泉施

設の駐車場の雪や 地域や道路の除排雪を活用

雪氷庫内部風景

設の駐車場の雪や、地域や道路の除排雪を活用

している。これまで「やっかいもの」であった

雪の有効活用ができ、さらに市の雪処分費の軽

減にもつながっている。

取 組 の 特 長組 特 長

りんどうのオリジナル品種の開発は、親株の

培養環境を、①室温10℃の年間冷房、②培養

棚の温度差を±２℃以内にすることが必須条件

となり、その対応策を2004年度の経済産業省

補助事業「バイオマス等未活用エネルギー事業

新方式
（導水路型雪氷熱交換器）

従来の雪冷房方式
（外辺給水方式）

補助事業「バイオマス等未活用エネルギー事業

調査」において検討した。

24時間・365日稼働の低温培養環境空調を

雪冷房により実現できることが確認されたため

熱源を雪冷房とする「放射冷却パネル併用最小

循環風量空調機」を採用した結果 ①及び②の

改良

参加プレーヤーと役割

循環風量空調機」を採用した結果、①及び②の

条件をクリアーできたほか、空冷チラー＋全空

気方式による従来型の電気冷房空調機と比較し

てランニングコストが85％削減された。

均一な水の流れ予測不能な水の流れ

雪冷房方式の比較 （八幡平市は右に掲げた新方式を採用）

株式会社髙橋勲設計：設計

新菱冷熱工業株式会社東北支社：全体施工

国策建設株式会社：雪氷庫施工

北海道大学元教授 窪田英樹 氏：雪氷熱交換

器開発

りんどう培養室内部風景
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器開発

新菱冷熱工業株式会社中央研究所：温熱環境

評価

北海道大学准教授 濱田靖弘 氏：雪氷熱交換

器伝熱解析

八幡平市のオリジナル
品種 「安代りんどう」

貯雪の作業風景

雪氷庫内部風景雪氷庫内部風景



“1本の木を300％活用する”とは、キャッ

チワード等ではなく、既述したマテリアルリサ

イクルとサーマルリサイクルを融合させた取り

組みを的確に表現したもので、次に掲げる行程

を経て実現する。

100％：間伐材やＢ材と呼ばれる短尺材や曲

がり材を含む木材から合板や単板積層材

（LVL）に加工する。その過程で発生する端

材はパーティクルボード（PB）や中質繊維板

（MDF）として製品化し、木材の皮はエネル

ギープラントの燃料に使用する。

200％：建て替え等により回収した廃木材か

ら再び、PB、MDF を製造する。

300％：繊維質が劣化し再生できない廃木材

をエネルギープラントの燃料として活用する。

セイホク物流株式会社：燃料供給

石巻地区森林組合：林地残材供給

宮城県森林組合連合会：林地残材供給

バイオマスエネルギーの部

15

合板や繊維板を製造・販売するセイホク株式

会社は、木質素材を繰り返し製品化するマテリ

アルリサイクルに加え、循環利用が適わなく

なった廃木材を燃料として再利用するサーマル

リサイクルを並行して実施している。

同社のバイオマスエネルギープラントは、電

気と熱を併給するコージェネレーションシステ

ムを採用し、発電電力は工場使用量の約 85％

を賄い、二酸化炭素の削減量は２万t-CO2/年

を超えている。

燃料 木質バイオマスチップ

燃料使用量 6,520kg/h

実際蒸発量 27,000kg/h

プロセス送気量 20,000kg/h

発電端出力 2,300kW

送電端出力 約1,650kW

セイホク株式会社 石巻工場
～１本の木を３００％活用する木質資源循環システム～

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

取 組 の 概 要

取 組 の 特 長

参加プレーヤーと役割

エネルギー削減率

木質資源循環システムのフロー図

発 電 所 諸 元

〒986－0842 宮城県石巻市潮見町2－1
TEL. 0225－22－6511

化石燃料エネルギーの削減率 73％

参考：図中のバイオマス発電プラントは、2005年度に経済産
業省「新エネルギー事業者支援対策費補助事業」の採択
を受けて設置。

PB（左）とMDF（右）の断面

電力会社
新エネルギー電力

合板工場

剥き芯 バーク（木皮）

パーティクル
ボード

MDF

PB工場
MDF
工場

再生原料

工場用電力・熱源

環境

テクノセンター

原料及び燃料用チップ

バイオマス

発電プラント

植林木・間伐材

消費者

木皮・廃木材

回収

使用済製品・廃木材

国
産
材
合
板
・ネ
ダ
ノ
ン
・長
尺
合
板

燃料

サーマルリサイクル

マテリアルリサイクル



地熱エネルギーの部

鳴子温泉地域の風景 （源泉の温度が高いことで有名）

旅館・ホテルに設置されている熱交換機

 大崎市

 鳴子･早稲田桟敷湯

 鳴子ホテル

 鳴子観光ホテル

 ねまりこの宿ますや

 仙庄館

 しんとろの湯

 鳴子らどん温泉･東蛇の湯

 峯雲閣

 ホテル扇屋

 高友旅館

 中山平吹湯荘

 星の湯旅館

 名湯秘湯うなぎの湯の宿

 大沼旅館

 湯あみの宿ぬまくら

 かむろ荘

 ファミリーじすい岡崎荘

 ゆさや旅館

 姥乃湯旅館

 ホテル亀屋

 鳴子パールホテル

 湯の宿 吟の庄

 旅館弁天閣

 旅館すがわら

 ホテル紫雲峡

 登良家旅館

各参加プレーヤーは、施設の暖房・冷房・給湯等、道路及び駐車場の融雪、温泉
卵、蒸し料理、ドライフルーツ製作に温泉熱を利用している。

乾燥食材 蒸気乾燥した柿等

鳴子峡と大深沢橋 賑わう温泉風呂

化石燃料エネルギーの削減率 71％

鳴子まちづくり株式会社
～大崎市鳴子温泉地域における温泉エネルギーの利活用によるＣＯ２排出削減と地域づくり～

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

〒989－6822 宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷124－1
TEL. 0229－83－4751

16

取 組 の 概 要

取 組 の 特 長

参加プレーヤーと役割

エネルギー削減率

大崎市鳴子温泉地域は千年もの昔から湯治場

として栄え、年間220万人もの観光客が訪れ

ている。年平均気温は10.6℃と冷涼であり、

日照時間は一般的な東北地方と比較すると７～

８割程度である。

太陽光発電や風力発電には適さないが、温泉

郷には369本の源泉があり、そのうち236本

が旅館・ホテルや共同浴場等の暖房、給湯、冷

房のほか、道路の融雪やドライフルーツを始め

とする食材加工にも利用されるなど、地熱を活

用した多彩な取り組みがなされている。

鳴子地域での温泉熱による暖房・給湯利用は

1940年代から導入が進んでおり、2009年度

に実施したNEDO補助事業「新エネルギー・

省エネルギービジョン策定等事業」では、調査

対象とした40の宿泊施設のうち、23施設で

温泉熱が利用されており、これに排湯や共同湯

の利用を加えた化石燃料の削減効果は、灯油換

算で200ℓドラム缶9,897本分に達したほか、

灯油と買電の代替金額が約1.26億円/年、二酸

化炭素の削減量が4,936t-CO2/年となった。

また、この調査結果を契機として、温泉エネ

ルギーの利用方法と地域の営みに重点を置いた

新たな取り組みが民間主導で立ち上がっている。 湯たんぽサービス100m3集湯タンク



バイオマスエネルギーの部

最 上 町
～「ウエルネスタウン最上」木質バイオマスエネルギー地域システム化の取り組み～

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

〒999－6101 山形県最上郡最上町大字向町644
TEL. 0233－43－2111

平成 年度 東 再 可能 ギ 利活用大賞

最上町では、1975年前後に杉の一斉植林を

行った 1300haの森林整備が喫緊の課題と

な た 年度か 「

取 組 の 概 要

なっていた。2005年度からNEDOの「バイ

オマスエネルギー地域システム化実験事業」に

取り組み、森林整備を行いながら間伐材をチッ

プ化し、バイオマスボイラーで生成した温水を

町の総合施設「最上町ウエルネスプラザ」の冷

房、暖房、給湯用として活用した。

これにより、これまで確立していなかった木

質バイオマスの収集・運搬から、エネルギーの

転換と利用までのトータルシステムを地域で構

築することができたことに加え、起業と雇用を

傾斜解析図 樹高解析図

最上町の鳥瞰図

生み出し、木質バイオマスの地産地消・地域循

環型社会と低炭素社会の実現に寄与している。

取 組 の 特 長

GIS 支援システム（地理情報システム）によGIS 支援システム（地理情報システム）によ

り、エネルギー利用が可能な間伐材賦存量の把

握、中長期的な間伐計画と短期的な森林施業計

画の策定と並行して、施業地の団地集約化、列

状間伐と高性能林業機械の組合せによる低コス

ト生産システムを実証した

GIS を使って作業路の策定

更に、公共施設や園芸ハウスへの熱

供給することにより、木質バイオマ

スエネルギーの地産地消型サプライ

チェーンを構築した。 福祉センター

・暖房

ボイラシステム

園芸ハウス

550ｋｗ１基 ボイラシステム
700ｋｗ１基

老人集合住宅

ト生産システムを実証した。

・暖房

・冷房

最上病院

健康センター

老人保健施設
老人集合住宅

・暖房

・冷房

・給湯

参加プレーヤーと役割

株式会社もがみ木質エネルギー：

間伐材の収集運搬、チップ製造、

チップの運搬・供給

既設化石プラント
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エネルギー削減率

化石燃料エネルギーの削減率 45％
木質バイオマスエネルギーの最終利用システム
ボイラシステム（２系統）と熱負荷施設（最上町ウエルネスプラザ他）



天栄村は“天の恵みによって栄える”という

村の名前のとおり､“自然と人の共生”をテーマ

にした村づくりに取り組んでいる。導入のはじ

めは風の恵みで、2000年12月に村営風力発

電所を完成させ、風車という樹木が電気という

果実を実らせ、その果実が村の新エネルギー導

入と普及啓発促進に役だっている。このような

一連の取り組みが評価され2009年4月には経

済産業省とNEDOによる『新エネ百選』に選

定された。

事業の実施場所 天栄村大字湯本字二俣国有

林内（大川羽鳥県立自然公

園普通地域指定）

システム出力 3,000kW

風車規模 750kW×４基

総事業費 10億円（NEDO地域新エ

ネルギー導入促進対策費補

助金50％）

運転開始 2000年12月
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天 栄 村
～村営風力発電所による地域活性化の取り組み～

平成22年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞

〒962－0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78
TEL. 0248－82－2117

取 組 の 概 要

風力エネルギーの部

同村では、風力発電所の収益を新エネルギー

導入のための基金積立と村の一般会計への繰出

金に充てるほか、風力・太陽光発電ハイブリッ

ト街路灯の設置や民間住宅への太陽光発電シス

テム導入支援、村営保育園への地中熱利用ヒー

トポンプシステム導入等を行ってきた。

村直営の風車を持つ自治体ゆえに、他地域に

さきがけて自然エネルギーの活用に取り組んで

行きたいという思いもあり、現在、この取り組

みは村民の理解を得て、地域内の再生可能エネ

ルギーを最適に組み合わせて最大限に活用する

｢EIMY 湯本プロジェクト｣※1として、村のス

ローガン“まわそう風のちからで土のちから

で”を合い言葉に東北大学との連携により共同

研究を進めている。

※1 EIMY ( Ene rg y I n My Ya rd ) 湯本プロジェクト：

天栄村湯本地区で利用可能な風力、太陽光、水力、地熱

などの導入を推進し、先進的な中山間地モデルとして世

界に向けて情報発信している。

取 組 の 特 長

エネルギー削減率

化石燃料エネルギーの削減率 12.21％

発 電 所 諸 元

天栄風力発電所の全景

風力発電見学会の様子

１号風車

子供達へ風力発電の啓発

風車付近の除雪風景１号風車 風車付近の除雪風景



　省エネルギー優良工場及び事業所並びに再生可能エネルギー
利活用大賞に選定された企業や団体等の取り組みにつきまして
は、日頃見落としがちな省エネであったり、これまで顧みられ
なかったエネルギー資源の有効活用など、着目点やアプローチ
の仕方は多岐にわたっています。
　どの取り組みも創意工夫に溢れ、関係された皆様方の御苦労
が結実したものであり、エネルギー使用の見直しや設備の更新、
温室効果ガスの排出削減、地域資源の高付加価値化などを検討
するうえで参考となるものが多く、広く皆様に知っていただき、
更なる省エネルギーの普及、再生可能エネルギーの導入につな
げるため事例集を作成致しました。
　この事例集が、低炭素社会の実現に向けた様々な取り組みの
一助となれば幸甚です。今一度、御自分の身の回りに改善の鍵
がないか見渡してみては如何でしょうか。

●発行日：2011年２月
●発行元：経済産業省東北経済産業局
●本パンフレットに関するお問い合せ：東北経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL……022－221－4932　　FAX……022－213－0757

【事例集作成に当たって】


