
地球温暖化
大気中に熱を閉じ込め地
表を温める効果のあるガ
ス（温室効果ガス）が増加
したことにより、地球の
平均気温が上昇してい
る現象。

省エネ法
エネルギーの使用の合
理化に関する法律。石油
危機を契機として1979
年に制定された。工場等、
輸送、住宅・建築物、機械
器具の4分野の規制が定
められている。
2008年の法改正により、
工場等のエネルギー管
理の規制体系が、工場・
事業場単位から事業者
（企業）単位に変更され
た。エネルギー使用量が
1,500kL（原油換算）以
上の事業者は特定事業
者として指定され、エネ
ルギー管理統括者など
の選任や、年平均１％以
上の原単位改善などが
求められる。

地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進
に関する法律。「温室効
果ガスの算定・報告・公表
制度」では、各ガスを
3,000トン（CO2換算）以
上排出する事業者に、排
出量の報告義務を定め
ている。

温室効果ガス
地球温暖化の原因とな
るガス。京都議定書では、
CO2、メタン、一酸化二
窒素、ハイドロフルオロ
カーボン類、パーフルオ
ロカーボン、六フッ化硫
黄を指定している。
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地球温暖化*

基本的な考え方
　気候変動（地球温暖化）の深刻化に加え、東日本
大震災による電力供給の懸念により、企業のエネ
ルギー戦略の重要度が増しています。その中で、省
エネルギーは、工場、工程、設備、従業員などさまざ
まな規模で取り組むことができる活動です。
　そこで、省エネルギー推進室を中心として長期
的な対策を進めるとともに、日々の省エネ活動を
積み重ねることにより、グループ総員参加でエコビ
ジョン2015の達成を目指します。

2010年度目標、エコビジョン2010に対する結果
　2010年度のCO2排出量は18.8万トン（前年度
比10％増）であり、2010年度目標およびエコビジ
ョン2010を達成できませんでした。エコビジョン制
定以降の事業拡大と、2008年度の景気後退から

の回復により、生産が増加したことが要因です。

省エネ法*と地球温暖化対策推進法*
　当社および関係会社3社は、エネルギー使用量
が1,500kL （原油換算）を超えることから、省エネ
法の特定事業者に指定されています。指定を受け
た各社は、エネルギー管理統括者とエネルギー管
理企画推進者を選任し、省エネを推進しています。
　一方、当社のエネルギー起源CO2以外の温室効
果ガス*排出量は合計894トン（CO2換算）であり、
前年度から51％減少しました。3,000トン未満のた
め地球温暖化対策推進法の報告対象外でしたが、
今後も算定を行い、排出抑制に努めます。
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■ エネルギー起源CO2排出量の推移（オフィス・工場）
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■ CO2排出量の推移（国内グループ＋海外製造販売法人）

Voice

　世界各地で多発する異常気象、電力不足による日常
生活への影響など、省エネの重要性を身近に感じるよ
うになりました。省エネルギー推進室は、全社的な
CO2削減活動を推進する組織として昨年7月に発足し
ました。従来、現場主体で進めてきた削減活動を、より
着実に大きな成果を上げるために支援する組織です。
国内、海外拠点を含めてグローバルな視点でグルー
プ全体のCO2削減活動を推進し、
次世代に”住みよい地球”を継承し
ていきたいと思います。

省エネルギー推進室
室長　長崎 正人

2015年度目標と2011年度目標
　エコビジョン2015は、生産増を予測する中で
CO2排出量を抑制するため、総量目標と原単位目
標の二本立てにし、現在の事業形態に近い2007
年度を基準年としました。
　2011年度は、各事業部に目標管理者を選任す
るとともに、エア漏れの点検や省エネパトロールを
徹底し、目標達成を目指します。また、海外法人に
おいても、継続して地球温暖化防止に取り組みま
す。

■ 2010年度目標と結果

目標（排出量） 結果
グループ 17.6万トン以下 18.8万トン



緑のカーテン
ツル状の植物を窓沿い
に生育させた自然のカ
ーテン。直射日光の遮光
や植物の蒸散による冷
却効果により室温を下げ
る効果がある。

自然エネルギー
太陽光、太陽熱、風力、水
力、バイオマス、潮力、地
熱、雪氷熱などから得ら
れるエネルギーのこと。
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自然エネルギーの利用
　自然エネルギー*の一つである太陽光エネルギ
ーの利用を推進しています。
　本社工場には太陽光発電設備3基と太陽熱温水
器を設置しています。小牧工場には、発電能力が最
大107kWの大規模な太陽光発電設備を設置して
います。2010年度の発電量は合計17.3万kWhで、
57トン分のCO2削減に貢献しました。

太陽光パネル（小牧工場）

輸送における省エネ
　省エネ法の特定荷主として、輸送に伴うCO2排
出量の削減に取り組んでいます。2010年度は、廃
棄物の輸送の見直しを行いましたが、貨物輸送量
は44,305千トンキロ（前年度比15％増）となり、目
標未達成でした。また、CO2排出量は2,773トン（同
15％増）でした。エコビジョン2015では、エネルギ
ー使用原単位の2007年度比8％改善を目指します。

■ 荷主としてのCO2排出量の推移
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オフィスにおける省エネ
　休憩時の消灯・PC電源OFFはもちろんのこと、
夏季はクールビズで室温28℃、冬季はウォームビ
ズで室温20℃に設定し、省エネを図っています。
　また、宮之城工場では、2008年度より緑のカー
テン*として、事務棟南側でゴーヤ、かぼちゃ、ひょう
たんを栽培し、夏季のエアコンによる電力消費を抑
制しています。

ライトダウンキャンペーンへの参加
　環境省が実施する「CO2削減/ライトダウンキャ
ンペーン」に賛同し、毎年参加しています。
　2010年度は、6月21日（夏至）と7月7日（七夕）
の20～22時に、当社工場や営業所において広告
塔・看板を消灯したほか、販売店様にも協力をお願
いして当社の看板を消灯していただくなど、計16ヵ
所でライトダウンを実施しました。

通常時 消灯時

緑のカーテン
（育成中）

┃PICK UP┃

食堂の給排気ファンの運転見直しによる省エネ - 小牧工場
　小牧工場の第１食堂では、吸気ファンと排気フ
ァンを、日曜日を除いて連続運転していました。利
用者がいない時間帯に運転を抑えて省エネする
ことができないかと考えました。
　対策として、給気ファンにはインバータを取り
付け、食堂の照明を消すとモーターの回転が落
ちて運転を抑制し、排気ファンは一部が自動的に
停止するようにしました。
　照明に連動した省エネ運転を取り入れることに

より、通常運転が週142時間から60時間に減り、
CO2を年間10.3トン削減することができました。

日 月 火 水 木 金 土

対策前
対策後
通常運転　 省エネ運転　 停止

消灯中の食堂
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