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まえがき

1997年12月，気候変動枠組み条約第 3回締約国会議（通

常，地球温暖化防止条約京都会議，COP3 といわれている）

が開催され，そのなかで，2010年ごろの温暖化ガスを1990

年度レベルから世界で 5％，日本で 6％削減するという大

変厳しい内容が決定された。

一方，温暖化ガス発生の 90 ％がエネルギー消費に起因

することから，エネルギーの有効利用が大きなテーマとなっ

ている。

また，環境に関する国際標準規格 ISO14001 を取得また

は取得予定の企業が急増し，環境・省エネルギー問題に真

剣に取り組み始めたこと，改正された「エネルギーの使用

の合理化に関する法律」（以下，改正省エネ法という）が，

1999年 4 月 1 日から施行されたことなど，省エネルギー促

進の環境が整いつつある。しかし，エネルギー消費量は，

図１のとおり増加傾向にあることから，今後，さらに下記

のような取組みが重要であり，かつ急務であると考え，富

士電機として，これらのテーマに積極的に取り組んでいる。

電力負荷を低減する。

エネルギーの無駄をなくす。

電力使用の平準化を積極的に推進する。

改正省エネ法のポイント

増え続けるエネルギー消費をどう減らすかが改正省エネ

法の役割である。そのため，従来に比べ厳しい規制内容と

なっており，義務・罰則も強化された。

改正の大きなポイントは表１のとおりであるが，簡単に

まとめると下記となる。

従来のエネルギー管理指定工場を「第一種エネルギー

管理指定工場」とし，新たに「第二種エネルギー管理

指定工場」を設けた。

これにより，従来の 5業種以外の分野（ビル，デパー

ト，ホテル，学校，病院，官公庁など）にも対象が広がっ

た（従来の約 3,500 工場に約 9,000 工場・事業所が加え
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図１　わが国の最終エネルギー消費量の推移

（出典：総合エネルギー統計）

表１　改正省エネ法の改正ポイント 

分　類 
項　目 

第一種エネルギー 
管理指定工場 

電 力 使 用 量 / 年 
 （平均需要電力） 

原油換算使用量/年 

1,200万 kWh以上 
（約6,000～ 
　　　　7,000 kW） 

3,000 kL 以上 

目　　　　　　標 
エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

義　　　　　　務 

�合理化の努力義務 
�エネルギー管理者 
　の選任・届出義務 
�定期報告の提出義務 
�中長期計画 
　（3～5年）の提出 
　義務 

第二種エネルギー 
管理指定工場 

備　考 

：1998年6月改正，1999年4月施行 

600万 kWh以上 
（約3,000～ 
　　　　4,000 kW） 

1,500 kL 以上 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

電気の 
指定工場 

熱の 
指定工場 

省エネル 
ギーが 
不十分な 
場合 

�合理化の努力義務 
�エネルギー管理員 
　の選任・届出義務 
�エネルギー管理員 
　の定期受講義務 
�エネルギー使用状況 
　の記録義務 

罰　則（罰　金） あり 勧告のみ 

対　象（想　定） 約3,500工場 
（約9,000工場・ 
　　　　　　 事業所） 

対　象　業　種  

�トップランナー方式（エネルギー消費効率最高商品以上にする）の導入 
�エネルギー消費原単位＝エネルギー使用量/生産量 

5業種 
（製造業，鉱業，電気 
供給業，ガス供給業， 
熱供給業） 

左記の5業種に下記を 
追加（ビル，デパート， 
ホテル，学校，病院， 
官公庁など） 
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られたことになる）。

エネルギー原単位が明確になった。

（エネルギー原単位＝エネルギー使用量/生産量）

トップランナー方式を導入した（エネルギー消費効率

を現在商品化されている製品のうち最も優れている機器

の性能以上にする）。

第一種エネルギー管理指定工場には，合理化に関する

将来の計画の提出を義務づけた。

そのほかに次の項目をあげることができる。

コンピュータなどによる計測・記録を義務づけた。

廃熱の積極的な再利用と高効率機器・方式（機能）

の採用を義務づけた。

太陽光発電，風力発電などの非化石燃料を使用する

クリーンエネルギーを原単位管理の対象から除外した

（総消費エネルギーから除外できる）。

富士電機の省エネルギー活動

富士電機では「省エネルギー」を切り口として，需要家

が本当に求めているサービス，システム，単体機器，ソフ

トウェア，ハードウェアなどを，需要家と協力して創造・

開発し，供給をしていく。産業界の生産設備は，その用途，

運転方式，エネルギー消費形態，運転サイクルなど千差万

別であるから，省エネルギーの手法はあらゆる分野の技術

者の英知を集めることが重要である。これらの状況に対応

して富士電機は，省エネルギー活動の中核として，エコプ

ロジェクト推進室を創設した。エコプロジェクト推進室の

活動の基本方針は次のとおりである。

地球温暖化防止に貢献すること

無駄なエネルギーの削減を推進すること

需要家にフィットした省エネルギーシステムを提案・

構築すること

非化石燃料エネルギー，特に新エネルギー・代替エネ

ルギーの普及・拡販に貢献すること

具体的な活動内容としては，改正省エネ法でいう第一

種・第二種エネルギー管理指定工場を中心とした需要家に

対し，図２のような省エネルギー診断サービスを通して「需

要家の問題・課題」を互いに認識し，何を考え，何を実施

すればよいかを需要家と対話方式で解決していくことにし

ている。

特に，第一種エネルギー管理指定工場では，省エネルギー

の短期対策だけでなく，改正省エネ法で提出義務のある中

長期対策についても「需要家の立場で考え」「需要家に役

立つ」ことを提案するように心がけている。

また，長引く不況（投資環境悪化）下で，改正省エネ法

に従い，エネルギー消費原単位の対前年比 1％以上改善に

あたっては，投資効果，マンパワーの最小化，プラント停

止期間の最小化などを十分考慮し，特に投資については，

図３のとおり「需要家に無理のない，償却期間の短い」計

画で施工できることを心がけている。

エネルギー管理指定工場の生産設備には，その工場特有

の機械設備が多く，省エネルギー対策を提案するには高度

な技術力・知識，その他現場特有の問題の把握が要求され

る。

そこで，常に一番重要なことは，需要家の立場になって

「一緒に悩み」「一緒に問題・課題を見つけ」「一緒に検討

し」「一緒に解決し」「一緒に満足する」ことである。

今まで実施した主な診断対象は，図４のとおりである。

次章で述べる省エネルギー機器・システムなどをバランス

よく活用して，効果的な「省エネルギー・エンジニアリン

グ」を実現することが最も重要である。
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図２　省エネルギー診断サービス

①〔診断申込み〕

ファクシミリなどに
よる簡単な申込み，
受付け

富士電機の診断スタッ
フによる需要家設備の
調査

調査結果の報告と経済
効果率の提案

より掘り下げた調査を
行い対策を提案

調査結果に基づき期待効
果，投資コストなど需要
家に最適な省エネルギー
対策を提案

②〔一次診断実施〕 ③〔一次診断報告〕 ④〔二次診断実施〕 ⑤〔二次診断報告〕

省エネルギー診断サービス実施 

省エネルギーの提言 
（電力量・燃料削減） 

省マネー・コストダウン検討・報告 
（電気料金・燃料費削減と割引電気料金の有効活用） 

無理のない合理化投資 
（償却期間3年以下を目標） 

図３　省エネルギー投資の手順の一例



省エネルギーソリューション

省エネルギー機器・システム系列の構築

富士電機は，図５のとおり，多岐にわたる省エネルギー

機器・システムを製造・販売している。

一方，改正省エネ法では，特に図６のとおり三つの推進

を強調していることから，これらのシステム系列を分析し，

相互間に有効に働く方式を構築することが重要である。

４.１ 廃熱有効利用と高効率機器などを活用した高効率化の

推進

廃熱有効利用

廃熱回収についてはボイラ廃熱回収，蒸気ドレン回収，

工業炉の廃熱回収など種々の対象があるが，富士電機では

特に改正省エネ法で活用を強調されているコージェネレー

ションの有効活用に力を入れている。富士電機が系列化し

ているコージェネレーションを表２に示す。選定にあたっ

（1）
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　　（射出成形機， 
　　　研磨機， 
　　　 プレスなど） 

エア関連の 
最適運転 

インバータ化の推進 

＊EcoEASIEST：Eco All mighty System by Intelligent and 
 Economical Solution Technology

　　   流水ポンプ， 
　     各種炉の送風 
　    用・各種集じ 
     ん機用・クー 
  リングタワー用 
ファンやブロワ 
   のインバー 
　　タ化 

図４　エネルギー管理指定工場におけるエネルギー消費分布と

省エネルギーアイテム

変電・配電 

クリーンエネルギー 

電源安定・改善 システム 

流通機器 

電動力応用 照明 

エネルギー 
有効利用 

計測システム 
ツール 

省エネルギー形 
自動販売機 
省エネルギー形 
オープンショー 
ケース 

節電装置 高効率モータ 
低騒音モータ 
PWMインバータ 
高圧インバータ 

エネルギー 
監視システム 
系統連系システム 
プログラマブル 
コントローラ 
EcoSPECIALIST

EcoPASSION

蓄熱槽 
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コンバインド 
サイクル発電 
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無停電電源装置 
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無効電力補償装置 

小水力発電 
燃料電池 
地熱発電 
太陽光発電 
風力発電 
波力発電 

変圧器 
電力監視 
機器 

図５　富士電機のエコロジー製品

表２　富士電機のコージェネレーション 

分　類 
項　目 

容　量 50 kW～11 MW

電気効率（LHV） 40％ 

～75％ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

樹脂交換：2,000 hごと 

1回/年 

△ 

総合効率（LHV） 

環境 
適合性 

保守性 

価　格 

NOx

ばいじん 

�排気がクリーン 
�部分負荷でも高効率 
�イニシャルコストが高い 

650 kW～10 MW

15～28％↑
＊ 

～75％ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

オイル交換：500 hごと 

1回/年 

○ ○ ◎ 

�軽量コンパクト 
�熱需要とのマッチングが重要 
�部分負荷で効率ダウン 

その他 

騒　音 

停止保守 

交換頻度 

SOx

燃料電池 ガスタービン 

～5 MW

27～35％
 

～80％ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

オイル交換：500 hごと 

1回/年 

�ばい煙が少なく熱回収が容易 
�部分負荷で効率ダウン 

ガスエンジン 

～10 MW

35～40％
 

～67％ 

△ 

○ 

△ 

△ 

オイル交換：500 hごと 

1回/年 

�発電効率が高い 
�ばい煙による熱交換器の汚れ 
�部分負荷で効率ダウン 

ディーゼルエンジン 

＊：数十 MW以上の規模になると36％になる。蒸気タービンと組み合わせると44％まで向上する。 
◎：非常に良好　○：良好の範囲に入る　△：劣る　×：不可 

　計測・記録の義務 
（コンピュータの活用 
　促進） 

非化石燃料設備の 
有効活用 

廃熱・高効率機器の 
活用促進 

企業イメージ向上 
省エネルギー促進 
省マネー追求 

図６　改正省エネ法の推進ポイント
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ては，電気・熱負荷の割合，容量系列，対環境性（企業イ

メージも含む），経済性などの目的に合致することが重要

である。そのうえで，目標に近い最適なシステムを選定す

ることが重要である。

高効率機器などを活用した高効率化

ここでは表３のとおり，高効率機器の適用，既存システ

ム・機能の再評価・改善による高効率化，代替エネルギー

を活用したデマンド値削減，夜間電力の有効活用による高

効率化推進などの幅広い対策を有機的に結合，検討し採用

することにより，効率改善が可能となる。

４.２ 非化石燃料設備の有効活用

今後さらに一層の環境改善・保護が重要となり，CO2 ガ

ス削減が最重要課題である。そのため，あらゆる分野で企

業イメージをかけた取組みとして，ISO14001 や改正省エ

ネ法対応が重要となる。特に，改正省エネ法では，非化石

燃料設備の有効活用により，そのエネルギーを，原単位管

理から除外できるというメリットがある。適用にあたって

は，当然，経済性は重要な要素であるが，対環境性，企業

イメージなどが優先される場合もある。エコプロジェクト

推進室としては，表４に示す新エネルギー分野の普及・拡

販に力を入れている。本分野については，今後，さらに伸

長していくものと推測している。

なお，非化石燃料設備または新エネルギーには，多種の

導入支援策や補助金制度も適用可能である。

４.３ 計測・記録

省エネルギーの基本は，計測・記録である。エネルギー

が有効な条件（量，質，時間，場所）で使用・消費されて

いるかどうかを的確に知るために，まず，現場設備ごとの

エネルギー使用量を測定・記録し，エネルギーの使用実態

を把握する必要がある。

現状の実態が把握され，生産量・環境状況との相関など

が分析されれば，エネルギー使用量に大きく影響するのは

何であるか，また，それぞれの機器を効率よく運転するた

めの条件が何であるかなどを知ることができる。その結果，

設定条件などを変更することにより，どの程度の効果が期

待できるかを予測することも可能となる。

また，各種記録データは，予防保全や省エネルギー対策

の評価などにも活用できる。

計測・記録について，第二種エネルギー管理指定工場相

当の各企業からアンケートをとった結果，図７に示すよう

に，現状でも約半分が不完全であり，全体の約 60％がデー

（2）
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表４　新エネルギー分野の取組み状況 

分　野 国内市場 

風 力 発 電  

（1996年） 
1.4万 kW 
 
〔NEDO

＊

新エネルギーデータ集（1998年）〕 

（2010年） 
30万 kW 
　（対策ケース） 

富士電機の取組み 

�風車を含めて全体システムとして取組み 
　（特に，系統連系システムの実績が豊富である） 

備　考 

導入に際しては各種 
助成制度あり 
（補助金・融資・ 
　税制） 

＊NEDO：新エネルギー・産業技術総合開発機構 

太陽光発電  

（1996年） 
5.7万 kW 
 
〔NEDO新エネルギーデータ集（1998年）〕 

（2010年） 
500万 kW 
　（対策ケース） 

�産業用システムを主体として取組み 
　（電力システム用，村落電源用，通信計測用など実績は豊 
　　富である） 
�アモルファス太陽電池については開発中 

同　上 

燃 料 電 池  

（1996年） 
1.6万 kW 
 
〔NEDO新エネルギーデータ集（1998年）〕 

（2010年） 
220万 kW 
　（対策ケース） 

�リン酸形燃料電池について低コスト化製品を開発，今後， 
　量産機を発売 

同　上 

波 力 発 電  

（1997年） 
実海域実験中（数十件程度） 
〔賦存（ふぞん）エネルギーとしては豊富：日本海域では 
3,500万 kWの波パワーが平均的に来襲〕 
〔運輸省試算（1997年）〕 

�実海域実験システムのほとんどが富士電機製 ー 

ミニ水力発電 
ダム維持放流用 
農業用水 
水道施設など 

�大規模な水力発電はもとより，わずかな水の落差の活用が 
　可能なミニ水力発電についても取組み 

同　上 

表３　高効率機器などを活用した高効率化 

〈既存システム・機能の再評価・改善〉 
�小形分散配置によるロス削減 
　（エアコンプレッサ，ボイラ，冷凍機など） 
�配電電圧の適正化 
　（例えば200 Vから400 Vへ電圧変更など） 
�配電結線の短縮化 
�三相電源中のアンバランス除去 

〈高効率機器の適用〉 
�高効率モータ 
�回転数制御装置 
　（インバータ） 
�モールド変圧器 
�照明用節電装置 

〈代替エネルギーによるデマンド値削減〉 
�コージェネレーションシステム 
�電気のみの供給システム 
　（常用発電システム，太陽光発電システム， 
　風力発電システムなど） 

＊SPS：Stand-by Power System

〈代替エネルギー 
　による夜間電力活用〉 
�蓄熱システム 
　（氷蓄熱など） 
�蓄電システム 
　（SPS

＊
など） 

記録の状況 

52％ 

（対象200社） 

記録あり 記録なし 
または不十分 希望しない 希望する 

（対象150社） 

48％ 60％ 40％ 

デ－タ記録の自動化 

図７　計測・記録の実状と自動化のニーズ



省エネルギーソリューション

タ収集の自動化を希望している。しかし，計測・記録の必

要性が分かっていても，従来のような計測システムを導入

することは，費用の捻出（ねんしゅつ）などで現実には非

常に困難となっている。

富士電機では，省エネルギーの計測システムツールの一

つとして，エネルギー計測が簡単で，かつ低価格で実現で

きるエコモニタリングシステム（EcoPASSION
〈注 1〉

）を用意

している。本システムを採用することにより，今まであき

らめていたきめ細かな設備ごとのエネルギーまで計測が可

能となる。なお，本システムの標準ソフトウェアパッケー

ジの一つとして，通商産業省への各種提出書類やデータを

電子化されたデータベースとして簡単に取り扱うことので

きる報告支援システム（EcoTOPICS
〈注2〉

）も用意している。

また，各種計測により，生産工程とエネルギー消費との

相関がとれれば，さらに高度な省エネルギーシステムの導

入が可能となる。このような検討が容易に実現できる支援

〈注 1〉EcoPASSION：Eco Power Analysis Sensor with Intelligent

Optional Needs

〈注 2〉EcoTOPICS ：Eco Total Power Informed in Consumption

Submitting System

〈注 3〉EcoSPECIALIST ：Eco Strategy of Power Economy by

Current Improvement Analysis for Line

Shop (being) Total

ツールとして，東京電力（株）との共同開発による需給調整

運用管理システム（EcoSPECIALIST
〈注3〉

）を商品化している。

このシステムは，生産量を変化させることなく，電気使用

料金を引き下げることを目的としたスケジューリングシス

テムであり，すでに実プラントに適用し，その効果を実証

している。

あとがき

富士電機の省エネルギー診断活動の一部を紹介した。し

かし，実際の現場を診断する場合は前述のように千差万別

で単純なシステムにまとめることはなかなか難しいが，そ

れぞれに最適な省エネルギーの提案も数多く実施し，実績

も上がっている。

今後，さらに省エネルギー診断を通して，多くの需要家

と面談し，議論し，悩みを共有化し，問題の解決を実行し

たいと考えている。

本来，省エネルギー活動とは設備のぜい肉を徹底的に削

り取る継続活動であり，けちけち運動である。組織全員を

巻き込んだ活動にすることが重要である。その意味でも，

需要家の設備・組織を十分に理解・把握し，需要家に満足

していただける提案を今後も継続していく所存である。

多くの需要家の設備の検証を行い，協力して大幅な省エ

ネルギーの実現が達成できることを期待している。
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富士電機総合研究所
〃

神 戸 工 場

田島　宏一
海田　英俊
鉄谷　裕司

インバータ出力電圧の高精度化 富士電機総合研究所
〃

伊東　淳一
石井　新一
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富士電機総合研究所
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阿部　　康
丸山　宏二
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〃
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西田　英幸
藤森　　晃
戸高　雄二
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ーデバイス

富士電機総合研究所
〃

松 本 工 場
〃

五十嵐征輝
鈴木　明夫
桑原今朝信
寺沢　徳保
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