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○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜再生可能エネルギーの複数建物間熱融通型空調・給湯システム＞

わたらせ創薬センターは医薬品の研究開発をしている施設です。新施設を建築する際、環
境に優しい研究所をキーワードの１つに挙げ、従来の単一熱源を個別建物で利用するので
はなく、再生可能エネルギーを含む複数の熱源を複数の建物間で一つのループ（熱源水）
を介してベストミックスし熱融通するシステムを導入し、省エネを図ることができました。

○事業所概要

企業

概要 資本金
4,317

百万円
従業員数 1,502名

主 要

製品名
なし

事業所

概要
従業員数 258名

エネルギー関係者数
（電気関係）

6名
敷地

（建物）

66,000m2

(36,503m2)

年間エネルギー使用量 3,366kl

【再生可能エネルギーの複数建物間熱融通システム概略図】

杏林製薬株式会社 わたらせ創薬センター

○改善の理由
新研究施設（LAB1,CS)を建設するに当たり、既存施設（LAB2-5

）はエネルギー第２種指定工場であり、更にエネルギー負荷が増大し
第１種指定工場になることが想定されたため、新施設は環境に配慮し
た 新型省エネシステムの導入を目指した。LAB1の基礎杭を利用し
た地中熱とチラー冷却水排熱の複数熱源をLAB1（給湯）とCS（空調
）の複数建物間で熱融通するシステムである。

○改善の内容
新施設であるLAB1,CSの空調・給湯の一部に本システムを採用した。

LAB1地中熱による熱源水をベースとし、CSの空調及びLAB1の給湯
に利用する。冬期はチラー排熱をCSの暖房とLAB1の給湯に利用する。
熱源水を一つのループを介し季節毎にベストミックスさせている。地
中熱は基礎杭160本の中にUﾁｭｰﾌﾞｺｲﾙが挿入されており全長14kmに
及ぶ。内部には水（熱源水）が封入されている。本システムの監視及
び点検操作は施設管理担当がエネルギーセンターの中央監視装置で
行っている。定期にデータを解析し省エネ効果を継続検証している。
本システムは建設会社が開発したシステムであり、建設会社と協同で
新エネルギー促進協議会の補助金を活用し、実証事業として実施した。

○施主コメント
地中熱及び未利用エネルギーを有効利用したことで、新研究施設の

電気使用の合理化・ 大需要電力の低減化が図れたと実感しました。
今後も本システム効果を継続検証するとともに、更なる省エネ化を目
指したいと思います。

○改修前後の省エネ効果
LAB1給湯、CS空調を一般的な空気熱源システムとした場合をシ

ュミレーションし比較した結果、 年間３２％の削減効果が得られた
（節電量66,494kWh、エネルギー削減量17kl、コスト1,230千
円）。

投資回収年数：０年（補助金活用のため）



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜改善前＞ ＜改善後＞

＜ヒートポンプを利用した大容量空調の温水・冷水製造による省エネ＞

上尾事業所は電子材料に使用される銅箔を製造しています。製造工程内は、クリーン度が
高く、一定の温度・湿度環境が必要となるため、大容量の空調設備が必要になり、その熱
源として従来は吸収式冷凍機を用いて熱源製造していましたが、エネルギー効率の低いシ
ステムとなっていました。そこで今回、高効率ヒートポンプを導入して夏季は冷房用冷水
を、冬季は暖房用の温水を製造することで、大幅な省エネを図ることができました。

○工場概要

企業

概要 資本金
42,129

百万円
従業員数 1,943名

主 要

製品名
非鉄金属

工場

概要
従業員数 363名

エネルギー関係者数
（電気関係）

９名
敷地

（建物）

54,810.36m2

(22,929.413m2)

年間エネルギー使用量 29,635kl

○改修前後データ

エネルギー使用量（改修前）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 489,143 315,863 -

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

126 366 -

計【kL/年】 492

コスト【円】 24.0百万円(税抜)

エネルギー使用量（改修後）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 712,383 56,365

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

183 65

計【kL/年】 248

コスト【円】 12.4百万円(税抜)

投資回収年数：６年

三井金属鉱業株式会社 銅箔事業部 上尾事業所

○改善の理由
製造工程内の空調設備熱源として、ユーティリティー設備の中で

一番多くのエネルギーを、この吸収式冷凍機で使用しているが、経
年劣化により、エネルギー効率が低下しており生産設備品質への懸
念もあったため、省エネ・品質維持の両面での改善が急務でした。

○改善の内容
1）ヒートポンプ技術と、冷凍機13台の台数制御 + インバータ制

御により、高効率運転が可能(COPは更新前の4倍)
2）制御精度が高くなることにより高度な制御が可能になる。
3）ヒートポンプで温水を製造可能になり暖房蒸気が不要になる。
4）13台連結モジュール採用で、1台故障時の際のリスク低減
5）クーリングタワーが不要となり省スペースを実現

改修にあたっては、経済産業省の生産性革命投資促進事業費補助
金補助金を活用し、初期投資を抑えて実施した。

○施主コメント
冷房用としての高効率チラー機能のみならず、暖房用として、

高効率のヒートポンプ技術を年間を通じ使用できることで、大幅な
省エネ効果を実現できたと実感しました。

今後もヒートポンプ技術を有効活用し、省エネルギーに努めます。



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜改善前＞ ＜改善後＞

リンテック株式会社 熊谷工場

熊谷工場はカラー封筒用紙やクリーニング用のタグに使われている耐洗紙などの特殊紙、
シールやラベルに使われている剥離紙を製造する工場です。近年は生産品目の変更により
工場内の電気と蒸気のエネルギーバランスが電気寄りへシフトしている状況を踏まえ発電
効率の高いガスエンジンコージェネレーション設備へ更新し大幅な省エネが図れました。

○工場概要

企業

概要
資本金

23,249

百万円
従業員数 2,584名

主 要

製品名

粘着素材･特殊紙

剥離紙･剥離フィル
ム

工場

概要
従業員数 581名 エネルギー関係者数 21名

敷地

（建物）

117,413m2

(50,600m2)

年間エネルギー使用量 26,663kl

＜コージェネレーション設備更新による省エネ＞

○改善の理由
生産品目の変更により工場内のエネルギーバランスが電気寄りへ

シフトしてきていました。既存のガスタービンコージェネレーショ
ン設備では大きな電力需要に対応する為発電出力を下げられず、廃
熱ボイラから発生する蒸気を大気へ廃棄する事象が増加し、総合効
率が低下していました。そこで高効率かつ発電出力に比重を置いた
コージェネレーション設備が必要になっていました。

○改善の内容
既存のガスタービンコージェネレーション設備を発電効率の高い

ガスエンジンコージェネレーション設備へ更新するにあたり、利用
先のないガスエンジンから発生する廃温水を、効率的に蒸気に変換
する全蒸気回収システムを採用したことで高い蒸気回収効率を実現
し省エネ効果を高めました。また、夏季等の電力需要ピーク時には
全蒸気回収システムを停止し発電出力を 大化した運用に変えるこ
とで電力ピーク対策にも対応しています。また、本件はESCO事業
者とエネルギーサービス契約を締結し初期投資ゼロで実施していま
す。さらに「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」も利用で
きエネルギーサービス料金も抑えることができました。

○施主コメント
現状のエネルギー需要に 適なコージェネレーション設備へ更新

したことで常時 大効率の運転となり、省エネに貢献できました。
今後は老朽化や故障による運転効率の低下を 小限に抑えられるよ
う、保全にもしっかり取り組んでいきます。

○改修前後の省エネ効果
※省エネ効果の算出にあたり、工場の電気･熱負荷は変わらない

とし、ガスタービンコージェネレーション設備を存続した場合を
仮定します。これを基準としてガスエンジンコージェネレーショ
ン設備へ更新したことによる省エネ効果を記します。

投資回収年数：２. ２年
※投資費用は更新の際に
実施したユーティリ
ティー取り合い改造工事
費用としています

エネルギー削減量（改修後）

買電【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 8,514,000 82,000 -

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

2,127 91 -

計【kL/年】 2,218

コスト【円】 -



○省エネとＭＣＰ強化を両立した熱源システムフロー図

日本医科大学千葉北総病院は千葉県印西市に位置する基幹災害拠点病院です。既存の熱源
システムは設置後20年が経過し、省エネ性能の低下やメンテナンス費増大等の課題を抱
えていました。そこでESCO事業を導入し、省エネ・省コストと共に、災害時の外部イン
フラ（電力・ガス・水）途絶時にも、備蓄燃料と非常用発電機による72時間電力供給が
可能なシステムを構築しました。

○事業所概要

企業

概要
資本金 － 従業員数 5,550名

主 要

製品名
教育、医療

事業所

概要
従業員数 1,224名

エネルギー関係者数
（電気関係）

６名
敷地

（建物）

105,127m2

（65,020m2）

年間エネルギー使用量 4,415kl

○改修前後データ

エネルギー使用量（改修前）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 10,360,000 2,070,000 340,000

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

2,608 2,405 343

計【kL/年】 5,356

コスト【円】 422,400,000

エネルギー使用量（改修後）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油等【L】

合計 12,202,000 1,161,000 4,000

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

3,063 1,348 ４

計【kL/年】 4,415

コスト【円】 348,400,000

投資回収年数：ESCO事業のため投資回収なし

＜改善前＞ ＜改善後＞ 熱源システム更新の他、継続的な省エネ運用、
建物照明のLED化を実施し、省エネを推進

学校法人日本医科大学 日本医科大学千葉北総病院

＜地域基幹病院における省エネとＭＣＰ強化を両立した熱源システムの構築＞

○改善の理由
既存の熱源システムはコージェネレーションシステム（以下、

CGS）やターボ冷凍機、蒸気吸収冷凍機が更新時期を迎えていまし
た。特にCGSにおいては、廃熱が使いきれないことによる総合効率
の低下やメンテナンス費増大等の課題がありました。また、基幹災
害拠点病院として、設備更新にあたっては単なる設備更新ではなく
、平常時の省エネと非常時のＭＣＰ（医療継続計画）強化を両立す
る新たなシステムを構築する必要がありました。

○改善の内容
課題を解決するため、補助金を活用し、ターボ冷凍機と蒸気吸収

冷凍機は高効率型へ更新しました。併せてCGSは保安用発電機へ更
新し、オイルタンクを増設したことで、大幅な省エネ・省コストを
達成するとともに、外部インフラ途絶時にも、非常用発電機による
電力供給が可能となり、MCPの強化を実現しました。また、照明の
LED化を追加実施し、更なる省エネを図りました。

改善にあたり、ESCO事業を専門とする日本ﾌｧｼﾘﾃｨ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱に
依頼し、初期投資を抑え、省エネ・省コストを 大化しました。

○施主コメント
ESCO事業により初期投資なしで高効率機器に更新し、大幅な省

エネを達成することができました。同時にMCPの強化まで実現でき
たことは大きなメリットです。今後もESCO事業者の知見を借りな
がら省エネの取り組みを推進していきます。



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

銀座５・６丁目地区熱供給センターは１９８７年より区域の地下鉄・店舗・オフィスビル
を対象に熱供給を行っています。２０１７年には合計６０００㎥の温度成層型蓄熱槽と

ヒートポンプシステムを採用した第２プラントが竣工し大幅な効率向上となりました。現
在は負荷に応じて導管で連携した２つのプラントを併用し、設備運用による更なる継続的
な原単位削減を図っています。

○工場概要

企業

概要
資本金 4億5万円 従業員数 279名

主 要

製品名
熱エネルギー

工場

概要
従業員数 14名

エネルギー関係者数
（電気関係）

14名
敷地

（建物）

3,230m2

(プラント面積)

年間エネルギー使用量 1,961kl

○改善前後データ

エネルギー使用量（改善前）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 8,984,000 0 0

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

2,207 0 0

計【kL/年】 2,207

コスト【円】 179,680,000

エネルギー使用量（改善後）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 7,974,000 0 0

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

1,961 0 0

計【kL/年】 1,961

コスト【円】 159,480,000

中間期は第２プラントで排熱を

出さずに冷温熱同時製造

冷房負荷の大きい夏期は第1プラントの

インバータターボ冷凍機で効率よく冷熱製造

第１プラントのインバータターボ
冷凍機は効率よく冷熱を製造する

＜改善前＞ ＜改善後＞

他地区のプラント連携実績とノウハウを

活かした設備設計×効率的なプラント運用

銀座5･6丁目地区の年間熱負荷

投資回収年数：0年

第1・第2プラントの連携
による効率的な熱供給

東京都市サービス株式会社 銀座５・６丁目地区熱供給センター

＜複数プラントの連携による効率的な熱供給＞

○改善の理由
銀座５・６丁目地区熱供給センターは1987年より地域のお客さまへ熱を供

給しています。2011年には大規模な商業施設(GINZASIX)を含む都市計画が
決まったため、地域全体の熱負荷増加に対しGINZASIX地下に新しく第２プラ
ントを増設しました。新プラントは排熱を回収し冷温熱を同時に製造する熱回
収ヒートポンプや合計6000㎥の大容量な竪型の温度成層型蓄熱槽を備え、建

物のエネルギー原単位低減に大きく貢献しています。そして更なる原単位低減
のため、地域の熱負荷に応じた第１、第２の２プラントを併用した効率的な連
携運用による省エネが求められていました。

○改善の内容
銀座５・６丁目地区熱供給センターは冷熱を効率的に製造できるインバータ

ターボ冷凍機を設置した第１プラント、効率的に冷温熱を同時製造する第２プ
ラントを中央監視室より制御しています。第２プラントは他地区の熱供給セン
ターにおける複数プラントを連携した熱供給の実績やノウハウを活用して設計
されました。運用はプラントの特長を活かし、熱負荷の小さい中間期は第２プ
ラントを優先稼働させ冷熱需要が大きい夏期は第１プラントを活用することに
よりプラント連携による効率化をはかっています。中央監視室では日々の運転
実績を活かした運用面における効率改善策をはかり続けることにより新プラン
ト設置後も継続したエネルギー原単位の低減が行われています。

○施主コメント
2017年の高効率な第２プラントの竣工によりエネルギー原単位が大幅に低

減しました。その後も安定供給を維持しつつ、猛暑の2018年度、真夏日の発
生が遅かった2019年度においても導管で連携した第１・第２プラントの特長
を活かした効率的な運用により継続したエネルギー原単位の低減を推進してい
ます。



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜改善箇所＞

中央研究所は予防医学的見地から人の健康の維持・増進に役立つ食品・医薬品・化粧品の
素材開発と利用の研究を行っています。2016年に全面リニューアルし、建物が増え、空
調制御範囲が増えたことで、エネルギー使用量は増加傾向にありました。「既存蒸気配管
の保温増強」をはじめ「温熱源機器の運転切替」、「空調用温水温度の緩和」等により大
幅なエネルギー消費量の削減を実現しました。

○工場概要

企業

概要
資本金

31,117

百万円
従業員数 2,876名

主 要

製品名

乳製品乳酸菌飲料
（ヤクルト）

工場

概要
従業員数 300名

エネルギー関係者数
（電気関係）

8名
敷地

（建物）

29,799m2

（43,412m2）

年間エネルギー使用量 5,262kl

○改修前後データ

エネルギー使用量（改修前）

電気【kWh】 燃料【m3】 —

合計 17,399千 1,584千 —

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

4,349 1,839 —

計【kL/年】 6,188

コスト【千円】 391,000

エネルギー使用量（改修後）

電気【kWh】 燃料【m3】 —

合計 17,573千 743千 —

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

4,399 863 —

計【kL/年】 5,262 (▲15%)

コスト【千円】 343,000 (▲12%)

投資回収年数：２. ０年（他の省エネ対策工事含む）

蒸気ヘッダー 蒸気－水
熱交換器

蒸気
ボイラ ドレン

実験機器等

温水
（50℃→35℃）

空調機

温水ヘッダー

温水ヘッダー

ヒート
ポンプ
チラー

蒸気配管＋バルブ類
保温増強

熱交換器
保温増強

蒸気ヘッダー
保温増強

温水温度の緩和

蒸気ボイラ→ヒートポンプチラーへ
運転切替

蒸気ヘッダー保温増強

蒸気配管・バルブ類保温増強

株式会社ヤクルト本社 中央研究所

＜蒸気配管の保温増強及び空調温水熱源機器の運転切替＞

○改善の理由
蒸気使用量のうち約60％を空調用温水の熱源に使用しており、送

気ロスや配管ロスも大きいと感じていました。蒸気配管からの放熱
ロスを削減することで、燃料使用量を減らし、研究所全体のエネル
ギー使用量を削減することを目指しました。

○改善の内容
①ボイラー以降の蒸気ヘッダーや使用箇所までの蒸気配管に断熱

効果の高い保温材をまくことにより（保温増強）、放熱ロスを低減
しました。フランジやバルブ、熱交換器部分には、着脱可能なジャ
ケット保温カバーを取付けました。
➁空調用温水の熱源機器について、蒸気ボイラから優先的にヒー

トポンプチラーを運転することに切替えました。
③空調用温水の送水温度を50℃から35℃へ下げることにより、

使用箇所までの温水配管からの放熱ロス低減とチラー運転時の電力
量削減（COP向上）を図りました。

東京電力エナジーパートナー株式会社の改善提案を受け、施工前
後の分析や検証についてご協力いただきました。

○施主コメント
コーポレートスローガンの「人も地球も健康に」とあるように、

持続可能な社会の実現に向けて、今後も省エネ設備の導入や運用見
直しといった更なる省エネルギー対策に取り組んでまいります。



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜改善前＞ ＜改善後＞

供給圧：0.70MPa 発停操作：手動 供給圧：0.65MPa 発停操作：自動

投資

改善

運用

改善

長坂工場は当社発祥の工場で高品質のステンレス鋼製バルブを中心に生産する主力工場です。
工場内には、自動造型・鋳造ラインを備え、鋳物から加工・組立・検査・出荷までの一貫生産
を特徴としています。２０１１年の東日本大震災以降、CO2やエネルギーコストが上昇した
ため、省エネの取り組みを強化してきました。今回、老朽化したコンプレッサーの更新にあわ
せて運用面での改善も進め、エネルギー消費量を大幅に削減することができました。

○工場概要

企業

概要
資本金

21,207

百万円
従業員数 1,327名

主 要

製品名
バルブ・同付属品

工場

概要
従業員数 428名 エネルギー関係者数 6名

敷地

（建物）

162,576ｍ2

(46,580m2)

年間エネルギー使用量 4,492kl

エネルギー使用量（改修前）

電気【kWh】 ガス【m3】 灯油【L】

合計 2,528,134 0 70,820

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

650 0 67

計【kL/年】 717

コスト【千円】 43,234

エネルギー使用量（改修後）

電気【kWh】 ガス【m3】 灯油【L】

合計 2,132,184 0 61,640

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

548 0 58

計【kL/年】 606

コスト【千円】 36,606

投資回収年数：１. ２年

・ラインごとの見える化と自動操作バルブの設置

・エアー漏れが多い製造ラインのパトロールと

是正の徹底

・コンプレッサー廃熱の冬季利用

・コンプレッサー更新にあわせて、機器容量の

見直しと台数制御による効率化

・コンプレッサー室の統廃合、メイン配管の

合流と大口径化による供給圧の低減

廃熱ダクトの改造流量計と自動操作バルブ

台数制御機器コンプレッサー更新

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室①

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室②
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メイン配管

合流・大口径化

台数制御

台数制御

非常時融通

廃止

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室②

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室③

株式会社キッツ 長坂工場

＜圧縮空気供給設備における投資及び運用改善による省エネ＞

○改修前後データ○改善の理由
・コンプレッサー稼働の見える化によって、生産に必要なエアー量と圧力

に対して機器容量と供給圧力が過剰であることが判明しました。
・生産ラインごとで稼働時間に差があり、１ラインだけの稼働の場合でも

他ラインでのエアー漏れが多量に発生しており大きなムダが発生してい
ました。

・既存コンプレッサーは設置から２０年以上経過し故障も多く、また作業
者による手動操作のため、負荷変動に応じた供給ができていませんでし
た。

○改善の内容
・エアー要求量に見合ったコンプレッサー機器容量・供給圧力の見直しと

負荷変動に連動する機器を導入して稼動の効率化を図りました。
・生産ラインごとにエアー流量計と自社製自動操作バルブを設置して生産

終了時には、エアーを遮断して漏れを軽減。エアー漏れ量が多いライン
はパトロールを重点的に実施し、漏れ箇所を特定し修繕を徹底しました。

・コンプレッサーの廃熱を、冬季は屋内暖房に利用し、夏季は屋外排出に
切替え可能な構造に排気ダクトを改造することにより、暖房の灯油使用
量を削減しました。

○施主コメント
投資による高効率化と地道な運用活動の両方で改善を進めることが重要

だと実感しました。今後も日々の業務を通じて、限りあるエネギー資源を
効率良く活用し、地球環境にやさしいモノづくりができるよう取り組んで
まいります。



○生産工程図（システム図・省エネ関連機器）

＜改善前＞ ＜改善後＞

七久里の杜は角形チップ固定抵抗器を製造している工場です。工場内には多数の焼成炉が
存在し、年末などの定期整備時以外は電源を落とす事無く常時稼働しているため、多くの
エネルギーを消費していました。そこで今回、焼成炉の熱損失、ヒーター制御方法、休日
の運用管理方法に着目し、様々な対策を行うことで、大幅な省エネを図ることができまし
た。

○工場概要

企業

概要
資本金

6,033

百万円
従業員数 1,431名

主 要

製品名
抵抗器

工場

概要
従業員数 286名

エネルギー関係者数
（電気関係）

3名
敷地

（建物）

30,370m2

(11,060m2)

年間エネルギー使用量 9,809kl

○改善効果

※①～③全ての改善を実施したエネルギー削減効果の合算値

エネルギー削減量（年間）

電気【kWh】 ガス【m3】 重油【L】

合計 401,112

一次エネルギー消費量
原油換算【kL/年】

103.17

計【kL/年】 103.17

改善コスト【千円】 2,520

投資回収年数：０. ３９年

イメージ図

定期整備以外は常時電源ON
多くのエネルギーを消費していた。

・省エネタイプへの設備更新
・焼成炉の断熱や吸熱性の改善
・ヒーター電力のピークカット

ボタン操作により
・炉内導入エアーOFF
・ヒーターOFF
・ブロアーOFF

休日省エネモードの開発（イメージ図）

ピークカット後ピークカット前

効果金額：6,819千円

①焼成炉の更新と、放熱・吸熱の両面から熱を逃さない対策

削減電力：201,312kWh/年

②インテリジェント制御出力分配器取付（ヒーター電力のピー
クカット）

削減電力：109,408kW/年

③休日省エネモードの導入

削減電力：90,392kWh/年

焼成炉

○改善の理由
焼成炉は工場内において も消費エネルギーが大きな生産設備で

あり、台数も多いため省エネが急務の設備でした。焼成炉の特徴と
して、一度電源を落とすと炉内の温度が安定するまでに長い時間が
かかる事や、炉内の温度が品質に直接影響するなどの課題がありま
した。これらの課題を一つずつ調査しながら、省エネに繋がる活動
を進める事にしました。

○改善の内容
焼成炉の設備更新にあわせて省エネタイプの炉へ変更する事で、

消費エネルギーの低減を図りました。それに伴い、焼成炉の断熱や
吸熱性の低い素材への変更、インテリジェント制御出力分配器の取
付を行い、ヒーター電力のピークカットをするとともに、以下の休
日省エネモードにボタン操作一つで自動的に切り替わるプログラム
を開発し、ムダな消費電力の削減を図りました。

省エネモードの内容と効果について
・炉内導入エアーOFF（コンプレッサー負荷の低減）
・ヒーターOFF (ヒーター電力の低減)
・ブロアーOFF (ブロアー動力の低減)

○施主コメント
品質への影響を考慮しつつ、省エネを進めるための調査や試行錯

誤の結果、改善に結びつける事ができました。同型の焼成炉へも全
社的に水平展開され大きな削減効果が出ています。今後も積極的に
省エネに向けた活動に取り組んで参りたいと思います。

KOA株式会社 七久里の杜

＜焼成炉の省エネルギー改善＞


