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水のリサイクルは新次元へ

分解しにくい物質も電気の力
で分解
泡の力で汚れを落とす
オゾンの力でおいしく、安
全、透明な水に
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プラスチックリサイクルのヒミツ
に迫る

プラスチックの「自己循環リ
サイクル」とは？
6％から70％へー高いリサイ
クル率を実現
プラスチックの様々な性質を
選別に利用
どんどん進化するプラスチッ
クリサイクル
リサイクル工場を見学してみ
よう
出前授業で高校生たちが感じ
たことは？
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環境特集

Adobe Flash Playerプラグインにて、より快適にご覧いただけます。
プラグインダウンロードのページはこちら→Adobe Flash Playerプラグインダウンロード



野外教室リーダー養成講座2014

座学・フィールド実習編
実践編

2015年03月公開

新設工場で、既設工場で――工夫
満載の「省エネ術」を公開！

年間906万kWhの電力を削
減！新設工場の“省エネ術”と
は？～三田製作所編～
「30％節電で30％増産」を実
現！既設工場の“省エネ術”と
は？～群馬製作所編～

2014年03月公開

“都市に眠る鉱脈”からレアアース
を発掘せよ！

Why？ なぜ、レアアースの
リサイクルが必要なの？
What？ 三菱電機グループの
レアアース・リサイクルと
は？
How？ どんな技術でリサイ
クルしているの？
Where？ レアアースは、ど
こで回収されているの？
Who？ レアアース・リサイ
クル事業に関わる各社とは？
When？ レアアース・リサイ
クル事業が目指す未来は？

2014年03月更新

京都製作所が、カモのベイビーの
故郷に！

2012年6月、当社の京都製作所
内でカモのヒナ7羽が誕生しまし
た。
親鳥発見からヒナの誕生、近くの
水田に引っ越すまでの様子を紹介
します。

2013年03月公開

アーカイブス

小さな“振動”が拓く大きな可
能性――振動発電を用いた無
線センサー
環境経営ダイアログ
「知恵の省エネ」で生産
時CO2を減らせ
地区連携による廃棄物リサイ
クル（九州エリア編）
有識者を招いた意見交換会
（生物多様性保全）
製品と生産の技術革新へ！
リビルトと開発で環境対応
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当社が目指す社会

「スマートグリッド 」「スマートコミュニティ」の実現に向けた取組が世界的に進められています。当社は、 「持続可
能な社会」と「安心・安全・快適性」の両立を目指し、以下3つの主要テーマを掲げ、スマートグリッド・スマートコ
ミュニティ事業に取り組んでいます。

1. 低炭素で経済的かつ信頼性の高い電力系統の実現

2. 需要家での見える化と制御によるエネルギー最適利用の実現

3. 緊急時にも対応した堅牢なエネルギーインフラの実現

「持続可能な社会」と「安心・安全・快適性」の両立を目指して



当社の特長

スマートグリッド は電力の供給側（発電・送電・配電）を中心とし、電力の安定供給を担う機能で構成されます。対
して、スマートコミュニティ は需要家側を中心にしたシステムとなります。社会インフラの全体最適を実現するため
には、両者を互いに協調・連携しながら供給側と需要家側を調和させることが重要です。

当社は、供給側である電力会社向けに発電・送電・配電の各分野で種々の機器・システムを提供するとともに、需要家側
には、交通・ビル・工場・家庭の各分野で高効率化、省エネルギー、創エネルギーを実現する機器・システムを提供して
います。

供給側から需要家側まで全体をカバーする技術を保有しており、多角的な視点での最適化が可能です。コミュニティーレ
ベルの新たな付加価値を創造し、お客様の多様なニーズに応えていきます。

※1 スマートグリッド：電力システム及び需要家内の各機器間をネットワークで繋ぎ、再生可能エネルギーの大量導入対策や全体としての省エ
ネのため、需要と供給のバランスを常に最適化し、効率的かつ安定的に高品質な電力供給を実現する仕組み

※2 スマートコミュニティ：電気の有効利用に加え、 熱や未利用エネルギーも含めたエネルギーの「面的利用」や、地域の交通システム、市民
のライフスタイルの変革などと複合的に組み合せたエリア単位での次世代のエネルギー・社会システム（出典：経済産業省）

※1
※2



当社はこれまで、スマートグリッド・スマートコミュニティの実現に向け、実証実験を進めてきました。2010年から当
社尼崎地区でスタートした「スマートグリッド・スマートコミュニティ実証実験」をはじめとして、社内外で様々な技術
実証を重ね、技術的な課題を克服してきました。

現在は、その成果を事業化する上での課題を検証するビジネス実証を盛んに実施し、一部については既に事業化していま
す。

実証実験を経て、事業化へ



拡大

拡大 拡大

拡大 拡大

エネルギーマネジメントシステム

マンションポータル

※1

※2

塚口駅前再開発ZUTTOCITY

エネルギーマネジメントを中心に、住民サービス、
災害対策なども含めたトータルソリューションを提供

JR塚口駅前の再開発プロジェクトZUTTOCITY において、当社はエネルギーマネージメントシステムや生活
情報ポータルサイトなどマンション住民の生活を支援する様々なサービスを実現するクラウドサービス
（DIAPLANET TOWNEMS）を提供しています。電力使用量の見える化をはじめとし、地域通貨ポイントを利
用したデマンドレスポンス も行い、地域経済の活性化にも貢献しています。

野村不動産株式会社、JR西日本不動産開発株式会社、株式会社長谷工コーポレーションが、兵庫県尼崎市のJR塚口駅前で進めて
いる大型タウンプロジェクト。なお、ZUTTOCITYは同3社の登録商標です。
デマンドレスポンス：電力需給が逼迫する際に、供給者側からの要請に基づいて需要者側で電気の使用を抑制もしくは別の時間帯
にシフトすることにより需給バランスを保つこと

ニュースリリース

2016年05月20日
「DIAPLANET TOWNEMS」発売開始のお知らせ
2015年06月19日

尼崎市におけるスマートコミュニティ推進事業『「ZUTTO・ECO まいポ」導入による持続可能な省エネ・
地域活性化』の推進について（PDF：1.5MB）

ビジネス事例

※1

※2



拡大

スマートメーターシステム

電力使用量のデータを自動で確実に収集
1,000台のメーターでも安定した自動検針を実現

当社は、電力の使用量を自動で確実に収集するスマートメーターシステムを提供しています。末端の機器（ス
マートメーター）から上位の制御システムまで一貫サポートしており、1,000台のメーターでも安定した自動検
針を実現します。
本システムは、検針業務の効率化、電力使用量の見える化など電力会社の様々なサービス向上に役立てられてい
ます。



拡大川内駅東西自由連絡通路 拡大

拡大太陽光発電システム 拡大風力
発電システム

拡大蓄電池システム

薩摩川内市 防災拠点向けEMS

駅自由連絡通路などの防災拠点への
安定した電力供給に貢献

当社は、鹿児島県薩摩川内市の「川内駅次世代エネルギー導入事業」として、エネルギーマネジメントシステム
（EMS）を納入。駅前広場に設置した再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電）、蓄電池などをEMSで統合
管理し、非常時においても安定した電力供給を可能とすることで、国内で初めて自治体所有の駅自由連絡通路等
の防災拠点化を実現しました。



拡大

拡大EMS監視画面イメージ

拡大

拡大

ニュースリリース

2015年08月04日
川内駅向けエネルギーシステム整備工事 受注のお知らせ

三菱電機スマートハウスソリューション「ENEDIA」



拡大

納入事例

風力発電等の系統連系量拡大実証（2012～14年）
九州電力殿「壱岐における風力発電等の系統連系量拡大実証試験」

蓄電池制御により、風力発電等の自然変動の短周期分を吸収。
再生可能エネルギーの導入拡大を実現

風力・太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入時に、出力変化量を推定して、それを相殺するように蓄
電池の充放電を制御することで、電力の需給バランスを保ち、安定した周波数の電力を供給できる「再生可能エ
ネルギー対応蓄電池制御技術」を開発しました。
これにより、再生可能エネルギーの大量導入時にでも安定な電力品質を確保でき、再生可能エネルギーの導入拡
大を実現します。

ニュースリリース

2014年02月13日
「再生可能エネルギー対応蓄電池制御技術」を開発

実証事例



拡大

ハイブリッド蓄電池システム実証（2015～18年）
中国電力殿「隠岐諸島におけるハイブリッド蓄電池システム実証事業」

特性の異なる蓄電池を協調制御し、
離島における再生可能エネルギー導入を大幅拡大

電気の使用規模が小さい離島単独系統においては、発電出力の変動による影響が大きくなることから、再生可能
エネルギーの導入量を拡大するには、その出力変動を調整するための蓄電池の設置などの対策が必要になりま
す。
そこで、特性の異なる2種類の蓄電池を組み合わせた「ハイブリッド蓄電池システム」を構築し、蓄電池の効果
的な充放電管理・制御手法などに関する技術実証を開始しました。これにより、再生可能エネルギーの大幅な導
入拡大が可能になりました。

関連サイト

中国電力株式会社 隠岐ハイブリッドプロジェクト



拡大

大容量蓄電池システム改善実証（2015～16年）
九州電力殿 豊前蓄電池変電所「大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業」

世界最大級出力5万kWの蓄電システムで
九州地区の電力安定供給に貢献

再生可能エネルギーの急速な普及により、電力系統の需給バランスが崩れるなど、新たな課題が生じることが懸
念されています。当社は、九州電力株式会社に世界最大級となる出力5万キロワット・容量30万キロワット時の
大容量蓄電システムを納入しました。送変電設備に接続する形で蓄電池を設置し、それらを監視制御すること
で、再生可能エネルギー大量導入時の需給バランスを改善します。

ニュースリリース

2016年03月03日
九州電力株式会向け大容量蓄電システム実証試験設備納入のお知らせ
2015年06月22日
九州電力株式会社向け大容量蓄電池システム設置工事受注のお知らせ



※1

拡大

実証事例（当社実施）

青森県八戸市 マイクログリッド実証（2003～08年）
NEDO「新エネルギー等地域集中実証研究」

電力系統から切り離した状態で、
再生可能エネルギー100%による自立運転に成功（1週間連続実施）

太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーは出力が不安定で制御が困難なため、再生可能エネルギーの
みを用いて商用電力系統と同等の高品質な電力供給を可能とする電力制御システムを構築し、その実証実験を行
いました（NEDO 委託事業として、（株）三菱総合研究所、八戸市と共同で実施）。
その結果、再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電、バイオマスガス発電）のみを用いて、八戸市内の6施
設に対して1週間、高品質な電力を供給することに成功しました。

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

ニュースリリース

2007年11月12日
再生可能エネルギー100％による自立運転に成功

※1



拡大

社内スマートグリッド・スマートコミュニティ実証
尼崎地区（2010年～）

自社の拠点内に大規模な実証実験設備を構築し
関連技術の実証実験を実施

当社尼崎地区にスマートグリッド・スマートコミュニティ関連技術の実証実験設備を構築し、2011年から本格
稼働しています。この設備を活用して、スマートメーターシステムや蓄電池制御、太陽光発電の大量導入時の系
統安定化技術などの実証実験を実施しています。

ニュースリリース

2011年10月19日
スマートグリッド・スマートコミュニティ実証実験設備を本格稼働開始



拡大

拡大

社内スマートグリッド・スマートコミュニティ実証
大船地区（2011年～）

節電・快適・安全・安心とゼロエミッション住宅の実現性を実証

当社は2011年にスマートハウスを大船地区に建設し、ゼロエミッション住宅の実現性や、停電時自立運転、見
守りアプリなどの技術を検証してきました。これにより、スマートハウス関連事業の基盤を構築し、三
菱HEMSを製品化しました。今後も省エネかつ便利で快適な生活提案を更に充実させていきます。

大船スマートハウス

ニュースリリース

2012年05月15日
業界初「PV・EV連携HEMS」による電力最適制御実証を大船スマートハウスで開始
2011年05月11日
「大船スマートハウス」でスマートグリッドの実証実験を開始



※1

拡大

けいはんな学研都市実証プロジェクト（2010～14年）
経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証事業」

一般家庭を対象にデマンドレスポンスを実施し、有効性を確認

当社と関西電力株式会社、三菱重工業株式会社の3社は、「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会シス
テム実証プロジェクト」の一環として、再生可能エネルギーを有効に活用し、地域のエネルギーを効率的に利用
する地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）の実証を行いました。約700世帯の一般家庭を対象にデマ
ンドレスポンス を実施し、その手法に応じた電力削減に対する有効性を確認しました。

デマンドレスポンス：電力需給が逼迫する際に、供給者側からの要請に基づいて需要者側で電気の使用を抑制もしくは別の時間帯
にシフトすることにより需給バランスを保つこと

ニュースリリース

2013年12月02日
けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクトにおける「電気のかしこい使い方

プログラム」の今夏の実施結果と今冬の実施概要について（PDF：252KB）

※1



※1

※2

拡大

インドネシア工業団地 スマートコミュニティ実証（2012年～）
NEDO「インドネシア共和国・ジャワ島工業団地におけるスマートコミュニティ実証事業」

インドネシアの工業団地で
スマートグリッド・スマートコミュニティ技術を検証

高い経済成長が続くインドネシアではエネルギー需要の伸びも著しく、電力の安定供給と効率的な利用が喫緊の
課題となっています。当社は、住友商事、住商機電貿易、富士電機、NTTコミュニケーションズと共同
で、NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）よりインドネシア国内でのスマートコ
ミュニティ実証事業を受託。工業団地を対象に、デマンドレスポンス とFEMS の連携による省エネ・需給
調整などの実証実験を実施しています。

デマンドレスポンス：電力需給が逼迫する際に、供給者側からの要請に基づいて需要者側で電気の使用を抑制もしくは別の時間帯
にシフトすることにより需給バランスを保つこと
FEMS：Factory Energy Management System

関連サイト

2013年07月16日
NEDOニュースリリース「アジア初、インドネシアでスマートコミュニティ実証事業」

※1 ※2



※1

拡大

地産地消型 需要家PPS事業モデル実証（2012年～）

地域電源を地域の活性化に最大限に活用

当社は、地域電源を活用したエネルギー地産地消を目指す地産地消型需要家PPS （地域新電力）の事業性調
査・実証を行うとともに、事業運営をサポートするクラウドシステムを構築しました。地域電源を保有する自治
体等がこれらを活用し、エネルギーの地産地消、地域活性化を推進することが期待されます。

需要家PPS：電力を使う需要家自らが設立したPPS（Power Producer and Supplier：新電力）

関連サイト

平成26年度次世代エネルギー技術実証事業費補助金（補正予算に係るもの）の成果報告書
地産地消型需要家PPS実証事業（PDF：384KB）

※1



※1

※2

※3

拡大

経済産業省 ネガワット取引に関する実証（2015年～16年）
経済産業省「ネガワット取引に係るエネルギーマネジメントシステム構築と実証」

ネガワット取引の節電効果を検証、運用ノウハウを蓄積

当社は、電力供給状況に応じて消費パターンを変化させるデマンドレスポンス（DR） の事業モデル確立を目
指し、ネガワット取引 に関する実証事業に参画しています。DR用通信プロトコルOpenADRを使って実際の
機器を制御し、消費電力の抑制効果を検証して、DRの運用ノウハウを蓄積しています。

デマンドレスポンス：電力需給が逼迫する際に、供給者側からの要請に基づいて需要者側で電気の使用を抑制もしくは別の時間帯
にシフトすることにより需給バランスを保つこと
ネガワット取引：デマンドレスポンスの実施により節電できた電力量に応じて報奨金を支払う仕組み

アグリゲーター：複数の需要家を束ねて、デマンドレスポンスによる電力需要削減量を電気事業者と取引する事業者

関連サイト

平成26年度次世代エネルギー技術実証事業費補助金（補正予算に係るもの）の成果報告書
DRコミュニケーション実証事業（PDF:655KB）
ディマンドリスポンス（DR）サービスに向けての実証事業 （PDF:261KB）

※1
※2



泡の力で汚れを落とす

洗浄水をリサイクルできるマイクロバブル洗浄技
術

工場での活用

製品への応用 通常の気泡
（直径約10ミリ）

マイクロバブル
（直径0.1ミリ＝100ミクロン
以下）

オゾンの力でおいしく、安全、透明な水に

塩素の代わりにオゾンで水を消毒する「オゾナイザー」

上下水道での活用

水族館での活用

製薬・化学プラントなどでの活用

オゾナイザー

CONTENTS

分解しにくい物質も電気の力で分解

コストカットと省エネを実現する気液界面放電技術

人口の増加や新興国での経済成長により、世界中で水の需要が急増しています。こうした状況を踏まえて、当社は、工場
や家庭で一度使った水のリサイクルに積極的に取り組んできました。ここでは、その一部をご紹介します。

水のリサイクルは新次元へ



気液界面放電技術

コストカットと省エネを実現する気液界面放電技術

工場廃水のここが困る！
界面活性剤、農薬・医薬品やダイオキシン類など、分解しにくい「難分解性物質」がしばしば含まれる
それらの物質を完全に分解するには高いコストが必要。活性炭などに吸着して取り除くと、その活性炭がゴミに
なる

気液界面放電技術とは、酸素ガスと接する水の表面に放電することにより
「OH ラジカル」を発生させる技術です。OH ラジカルは強力な酸化作用
を持っており、難分解性物質に触れると、CO2 や水（H2O）に分解しま
す（酸化反応）。

界面で反応しなかったOH ラジカルは互いに結合し、過酸化水素
（H2O2）となり、水に溶け込みます。水の中には放電でできたオゾンが
あり、オゾンと過酸化水素が反応すると再びOH ラジカルが生成するた
め、水中の難分解性物質も分解されます。

この方式は、従来の紫外線とオゾンを組み合わせた分解方法と比べて、エ
ネルギーの使用量を半分、酸素の使用量を1/10 ほどに抑えることがで
き、コストが安いのが大きな利点です。活性炭などに難分解性物質を吸着
させる方式と比べ、ゴミが出ることもありません。将来的に気液界面放電
技術が普及すれば、廃水すべてをリサイクルする工場が生まれるかもしれ
ません。

分解しにくい物質も電気の力で分解







マイクロバブル
（直径0.1ミリ＝100ミクロン以下）

通常の気泡
（直径約10ミリ）

マイクロバブルの性質

マイクロバブル洗浄技術

洗浄水をリサイクルできるマイクロバブル洗浄技術

油汚れのここが困る！
工場では、部品についた油を落とす際に洗浄剤で油を溶かし出すため、大量の水と洗浄剤が必要
洗浄に使った水の中には洗い落とした油や洗浄剤が残るので、再利用が難しい

マイクロバブルとは、普通の気泡の100 分の1 程度（直径0.1 ミリ＝100 ミクロン以下）の微細な泡のことです。微細
なゴミを吸着する性質があり、特に油分に対して高い吸着性を持っています。というのも、もともと油は水に反発する性
質があるので、水中に水以外のものがあればそちらに引き付けられるのです。また、普通の気泡はすぐに水面に浮上する
のに対し、マイクロバブルは水中をゆっくり漂いながら浮上します。

このマイクロバブルを洗浄に利用すれば、洗浄剤を使わずに油を落とすことができます。油は水を嫌い、空気とくっつく
性質があるため、泡と共に水面に集め、これを取り除けば洗浄水を再利用することができます。

泡の力で汚れを落とす



工場での活用

マイクロバブル洗浄をより多くの工場に取
り入れていただくため、水槽にマイクロバ
ブルを発生させるオーソドックな方式のほ
か、マイクロバブルを吹き付ける方式など
（下図参照）、多様な洗浄方法を開発して
います。

当社でも、めっき工場での部品洗浄や、プ
ラスチック再生工場での水を使った選別工
程でマイクロバブルを活用しています。



製品への応用

マイクロバブル技術を自社製品に搭載した
例が、三菱自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯
機『三菱エコキュート』です。

お湯を供給する給湯機と浴槽の間は、通常
は長い配管で接続されています。追い炊き
のときにはこの中で浴槽の湯を循環させる
ので、繰り返し利用すると皮脂の汚れが溜
まっていきます。これを落とすために、マ
イクロバブル技術を活用した「バブルおそ
うじ機能」を設けています。

入浴後に栓を抜くと自動で洗浄が始まる仕
掛けで、ユーザーの手間も省けることから
好評を得ています。



オゾナイザー

オゾン活用技術

塩素の代わりにオゾンで水を消毒する「オゾナイザー」

水処理のここが困る！
水源から汲んだ水や廃水には、塩素などでは消毒できない物質が含まれることがある
河川や湖沼の水質悪化で、飲み水のかび臭に悩まされる自治体もある
塩素自体がトリハロメタンなどの有害物質を生じる（いわゆるカルキ臭の原因）

酸素原子3個から構成される気体「オゾン（O3）」は、塩素を超える強力な殺菌力・酸化力を持った物質です。一方で、
放っておけば酸素に戻るため、有害な化合物が生成されたり、大気中などに残留して環境負荷を生じる心配が少ないこと
でも知られています。 細菌・雑菌やカビに対して即効性のある消毒剤として利用できるほか、臭いや色のもととなる物
質も分解するので、脱臭・漂白にも効果を発揮します。当社の「オゾナイザー」では、このオゾンを水処理に活用するこ
とで、塩素などを用いる従来方式よりも安全・安心でおいしい水を提供できるようになりました。

オゾンの力でおいしく、安全、透明な水に



オゾナイザーを導入している大阪府の村野浄水場 納入したオゾナイザー

当社は、社会に欠かせない「水」というインフラを長年支えてきたオゾ
ン処理技術をもっと広い分野で活用できないかと考え、新しい用途の開
拓に取り組んできました。

その一例が水族館での活用です。2009年には、三重県の鳥羽水族館
で、アフリカマナティーの水槽向けにオゾナイザーを納入しました。大
量のエサを食べるアフリカマナティーの水槽では、放っておけばすぐに
水が濁ってしまいます。そうなれば見通しが悪くなることはもちろん、
アフリカマナティーの健康に影響が出ることも考えられます。そこで、
オゾナイザーを使い、薬品を使わずに水の透明度を保てるようにしたの
です。これにより、生きものの健康にも配慮しながら、観察しやすい環
境を保つことが可能になりました。

上下水道での活用

当社は約45年間にわたり、国内の上下水道分野を主なターゲットとして、1,700台以上のオゾナイザーを納入してきまし
た。オゾナイザーを導入した施設では、活性炭による処理などと組み合わせてオゾン処理を行うことで、上水・下水の臭
いを消し、安全性を高めています。
この技術の普及を通して、安全・安心でおいしい水を世界に提供しています。

水族館での活用



製薬・化学プラントなどでの活用

オゾナイザーは工業分野でも活躍しており、例えば製薬・化学プラントで
の排水処理でも、シアンやフェノールなどの有毒物質の分解、水質向上、
脱色などに役立てられています。また食品分野でも、食材や容器の洗浄で
オゾナイザーが活用されています。



2010年4月、日本初の「大規模・高純度プラスチックリサイクル工場」が動きだしました。この工場で、家電製品の素材
の約20％を占めているプラスチックを、もう一度家電製品に利用する「自己循環リサイクル」への取組を進めていま
す。
2015年6月には、リサイクルの邪魔者だったガラス繊維が含まれたプラスチックも取り除く技術を量産ラインに導入し、
より効率的なリサイクルを実現しました。進化を続ける当社のプラスチックリサイクルについて、最新情報を交えて解説
します。

プラスチックリサイクルのヒミツに迫る



CONTENTS

プラスチックの「自己循環リサイクル」とは？

6％から70％へー高いリサイクル率を実現

プラスチックの様々な性質を選別に利用

どんどん進化するプラスチックリサイクル

リサイクル工場を見学してみよう



出前授業で高校生たちが感じたことは？



「リサイクル」と「自己循環リサイクル」

「リサイクル」という言葉は、みんなも知っておるように、使い終わったものをもう一度資源に戻して活用することじゃ
な。資源と製品のサイクルが再びまわるから「リサイクル」というが、では「自己循環リサイクル」とはいったいなん
じゃろうか？

実は一般の「リサイクル」というのは、ある製品が再資源化されても、必ずしも同じ製品の素材になるとは限らないん
じゃ。家電製品に使われているプラスチックもそう。ほとんどが燃料となったり、日用雑貨などへダウングレード（格下
げ）されてリサイクルされることが一般的じゃった。じゃが、循環型社会のためには、家電製品に使われたプラスチック
が再び家電製品の素材としてリサイクルできるのが望ましい。これを「自己循環リサイクル」というんじゃな。

プラスチックの「自己循環リサイクル」とは？





6％から70％へ―高いリサイクル率を実現



6％の壁、70％を可能にしたヒミツ

家電リサイクル工場では、金属やプラスチックなど、様々な素材を取りだすために「解体」をするんじゃが、最初は手作
業で取り外しやすい部材から解体を始めるんじゃ。その時、手で解体した部材が混じりけのない単一のプラスチックで作
られていれば、再び家電製品の材料として生まれ変わらせることができる。例えば、冷蔵庫の引き出しをイメージすると
分かりやすいかのう。

しかしじゃ、手で解体できるものは限られておってな、大部分は破砕機という機械で砕いて解体される。粉々になって
も、金属については、鉄は磁性を利用して回収し、銅やアルミニウムは導電性（電流の通しすさ）の違いなどを利用して
プラスチックと分離して回収できるんじゃが、金属を回収した後に残るプラスチックにはいろんな種類が混ざってしまっ
て分離回収が難しい。これまでたった「6％」しか自己循環リサイクルできなかった理由は、手作業で解体し回収・選別
ができたプラスチックの量がプラスチック全体の6％にすぎなかったからなんじゃ。例えば、ルームエアコン120台 か
らプラスチックを回収するとおよそ1,000kgになるんじゃが、そこから再び家電製品に使えるのは、およそ60kg、ルー
ムエアコン7.5台分 のみということになるな。

※ ルームエアコン1台に使用されるプラスチックは約8kgとして算出

※

※



最終的には、様々なプラスチックをきっちりと選別して回収できれば、プラスチックリサイクル率は高まる。そのための
第一歩となる「混合破砕プラスチック」、そして「微破砕プラスチック」をつくり出したことが画期的なんじゃ。細かく
砕くと科学の力で高品質のプラスチックのみを選別・回収、再生することが可能になる。これは、次のページで詳しく紹
介するが、70％もの自己循環リサイクルを実現したヒミツは、ここにあるんじゃ。さっきのルームエアコンの例で言え
ば、120台を回収すると最大で87.5台分ものプラスチックを自己循環リサイクルできるというわけじゃ。



自己循環リサイクルの実施例



科学の力でプラスチックを選別

高品質のプラスチックを選別するには、回収されたプラスチックを細かく砕いた状態にしておかなければならないことは
わかったな。しかしこの状態では、まだいろいろなプラスチックが混ざっているんじゃ。それを高純度のプラスチックに
選別していくのじゃが、ではそこからどうやってプラスチックを材質ごとに選別していくのか。クイズにして考えてみよ
う。

プラスチックの様々な性質を選別に利用



正解: 「1.水」
細かく砕いたプラスチックを水に浮かべることで、水より軽い（比重の小さい）PPだけが浮か
び上がり、その他のアクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）やポリスチレン（PS）は沈
んでしまいます。そこで軽いPPだけを選別することができるのです。



正解: 「3.静電気」
ABSとPSが混ざった微破砕プラスチックを回転筒でこすり合わせると、そこに静電気が発生し
ます。ABSはプラスの電気を帯び、PSはマイナスの電気を帯びます。この特性を利用して、選
別することができるのです。



どんどん進化するプラスチックリサイクル



臭素含有プラスチック除去装置
（X線選別装置）

繊維強化プラスチック

プラスチックリサイクルの効率を高めるには、より純度の高いプラスチック素材を生み出すことが
重要なんじゃ。細かく砕いたプラスチックを種類ごとに選別できることはすでに説明した通りじゃ
が、実はプラスチックにはいろんな異物が含まれておる。

その一つが「臭素系難燃剤」と言われるもので、ヨーロッパ（EU）で現在は使用制限されている
んじゃな。リサイクル工場に集められた使用済み家電製品の使用年数は当然ながら異なっておるか
ら、かなり昔の製品のプラスチックには、これが含まれている場合がある。それらを取り除くの
にX線を使っているわけじゃ。X線を当てて透過画像から「臭素系難燃剤」が含まれているプラス
チック片を見つけてエアガンで吹き飛ばすんじゃよ。この技術は2009年に開発し、2010年度の
「環境賞環境大臣賞優秀賞」を受賞したぞ。

もう一つは「ガラス繊維」じゃ。ガラス繊維はプラスチックを丈夫にするために練り込まれている
んじゃが、細くて小さなガラスが大量に混ざっておる。それを取り除くことは無理だと誰もが思っ
ておったんじゃが、とうとうこれを分別する方法も開発して、2015年6月から再生プラスチックの
量産ラインに導入しておるぞ。

どんな工夫をしたのかというと、これまでは1つだけ設置していた検出器を2つにすることで可能
にしたんじゃ。実は、細かく砕かれたプラスチックには、いろんな厚みのものがあってな、厚みが
違うとX線の透過率に差がでてしまうんじゃ。例えば、プラスチック片が薄い場合、ガラス繊維を
含んでいても、含んでいないように見えてしまう。逆に、プラスチック片が厚い場合、ガラス繊維
を含んでいなくても、含んでいるように見えてしまうんじゃ。こうしたことが誤検知の原因になっ
てしまうんじゃが、X線の感度が異なる2つの検出器を使うことで、厚みの差があってもきちんと
見分けられるんじゃな。

ポイント① X線を使って異物が含まれたプラスチックを取り除けるようになった！



異物検出システム



※本技術開発は、島津製作所と共同で、経済産業省平成23年度産業技術実用化開発事業費補
助金（資源循環実証事業（プラスチックの高度素材識別技術及びリサイクル素材化技術））を
受けて実施しました。

進化のポイントの二つ目は、赤外線を使った技術さ。「リサイクルプラスチック高精度素材識別技
術」を搭載した識別装置をつくったんだ。プラスチックには、着色剤や添加剤が含まれているもの
があって、それが厳密な選別の邪魔をすることがあるからなんだ。プラスチックを種類ごとに選別
した後の純度管理検査で威力を発揮しているよ。

この装置のすごいところは、プラスチック片に赤外線を当てて、その反射のしかたを分析すること
で、着色剤・添加剤の含有量にかかわらず99％の高精度でプラスチックの種類を識別できるとこ
ろなんだ。円盤状の装置を回転させながら、プラスチック片を一粒一粒整列させ、種類ごとに用意
された回収箱にエアガンで飛ばすんだ。しかも1粒当たり、たった1秒という早業！この装置を使
えば、工場で処理すべきプラスチックの構成比を予め特定できるから、リサイクル効率もグンと
アップするんだ。

プラスチック高精度素材識別装置概念図

ポイント② 赤外線を使って、99％の高精度でプラスチックの種類を
識別できるようになった！



自己循環リサイクルを実現する2つの工場

これまで、いろんな工夫を解説してきたけど、当社の家電製品から家電製品への自己循環リサイク
ルには、家電リサイクル工場の（株）ハイパーサイクルシステムズ（HCS）と大規模・高純度プラ
スチックリサイクル工場の（株）グリーンサイクルシステムズ（GCS）の2社が大いに貢献してくれ
ているの。ここでは、おさらいを兼ねて、両社の役割を紹介しておくわね。

リサイクル工場を見学してみよう





HCSには、「再生素材生産のための“原料”をつくる新た
な素材産業の担い手」としての役割があるの。
一般の家電リサイクル工場にはない「微破砕」という独
自工程を組み入れて細かい金属などの異物を取り除き、
再生されるプラスチックの大切な原料となる「微破砕プ
ラスチック」をつくっているのよ。

GCSはHCSから供給された「微破砕プラスチック」を
原料にして、そこからPP、ABS、PSを高純度に選別し
て家電製品に再利用できる品質に生産するのよ。
年間12,000トンの「微破砕プラスチック」から
約8,400トン（70％）の再生プラスチックを製造する
能力を持っているの。

家電リサイクル工場HCS

（株）ハイパーサイクルシステムズ ウェブサイト

大規模・高純度プラスチックリサイクル工場GCS

（株）グリーンサイクルシステムズ ウェブサイト



環境への意識が変わった生徒が87％！

当社の自己循環リサイクルの仕組みを、高校生たちにも勉強してもらったぞ。
特別授業当日は、プラスチックの比重選別や静電選別、X線分析選別など、かなり専門的な話もし
たが、みんな興味を持って話を聞いてくれ、また積極的に質問もしてくれてありがたかったの
う。

アンケートでも「授業の内容はよくわかった（またはだいたいわかった）」という生徒がほとん
どで、「授業を受けて環境への意識が変わった」と答えた生徒も大勢いてうれしい限りじゃ。こ
れからの時代を引き継いでいってくれる若者たちは、本当に頼もしいのう。少し、生徒たちの感
想も紹介しようかの。

出前授業で高校生たちが感じたことは？



Q.授業の内容はわかりましたか？ Q.授業を受けて環境への意識が変わりましたか？

生徒の皆さんの感想

なるほど！
今までプラスチックは1種類だと思っていたけれど、こんなにもたくさんの種類があるとは思っていません
でした。

プラスチックも金属も細かく砕けばリサイクルできると初めて知った。

フレミングの左手の法則や静電気など自分たちがこれまで勉強してきたことが応用されていて、何のために
勉強しているのか少し分かった気がしました。

ここが印象的だった！
食塩水は廃棄できないから水を使ってプラスチックの識別をしているところが印象的でした。

水に浮かせて実験するのが面白かったです。

製品自体が省エネなだけではなく、「つくる、もどす」過程も省エネなのを知ることができて良かったで
す。

自分もがんばるぞ！
企業でもいろんな取り組みをしていると分かったので、自分たちもできることはしないといけないと思いま
した。

物をリサイクルすることは、とても大変なことなので、すぐには捨てずにしっかり使おうと思いました。

「混ぜればゴミ、分ければ資源」がとても響きました。分別をもっと心がけようと思います。





養成講座で野外教室の基
礎を学びます。

詳しくはこちら

実際に野外教室でリー
ダーを務めます。

詳しくはこちら

リーダーたちが全国の拠
点に戻って野外教室を開
催します。

全国の事業所からリー
ダー候補が集まります。

当社が環境マインド育成の一環として実施している「みつびしでんき野外教室」は、2015年度で10年目を迎えます。

環境マインドとは、環境に配慮した行動を促す、自然を思う心のこと。当社は、「三菱電機グループの事業は生態系の恵
みがあるからこそ成り立つ」という認識のもと、与える影響の最小化に努める必要があると考えています。野外教室は、
企画と遂行を通して、社員が自然と事業活動との関連への理解を深めることで、環境マインドを醸成することを目的とし
た取組。この教室をけん引するリーダーを、「リーダー養成講座」によって増やしています。

2014年3月の時点で、「リーダー養成講座」の受講者は累計320人、教室の開催回数は延べ238回となりました。今回の
特集では、2014年10月17日～18日に開催された最新の「野外教室リーダー養成講座」の様子を紹介します。

野外教室リーダー養成講座2014







過去の事例も参考に
野外教室のノウハウを学習

グループワークで
野外教室のプログラムづくり

野外に出るときの注意点は?

事前講座で野外教室の「目的」と「意義」を学習

教室の内容をより良いものにするためには、まずその意図を正しく理解する必要があります。その上で、各リーダーが子
どもたちに確かな情報を分かりやすく伝え、自然の大切さや環境保全の意義を理解してもらえるよう、試行錯誤して教室
を企画していくのです。

そのための知識やノウハウを伝達する場が、野外教室リーダー養成講座の「座学・フィールド実習編」。今回は、全国か
ら32人のリーダー候補が集結しました。受講者は、三菱電機グループが環境マインド育成に取り組む理由と、事業にも
たらす良い影響を学んだ上で、「どんな生きものを題材にしたらよいか」「どのような場所、季節が適しているか」「野
外ならではの注意点」などを学習。グループワークで実際の野外教室のプログラムを作成し、野外でフィールド実習を行
いました。

座学・フィールド実習編



三菱電機グループは「製造業」を営んでいるので、

①

②

☆

受講者ノート

社員が「生物多様性」について学び、地域の方とその内容を共有するのが「野外教室」！

生態系（生物多様性）から必要な恵みをいただいて事業を営んでいる。

事業が生物多様性にもたらす影響について知り、これを最小限にするよう努力すべき！

これが「環境ビジョン2021」で言っていること

◎

☆

☆

◎

受講者ノート

気をつけなければならないことがたくさん！

「五感」で自然を体験するのがポイント。「見る、触る、聴く、嗅ぐ、食べる」！

安全管理もリーダーの仕事。事前の準備を確実に！

事前に危険な虫や植物、けがをしやすそうな場所などがないか確かめる。
下見をする、現地の有識者にお話を聞くなど。
けがや虫刺されなどの対処法を学んでおく。いざというときの応急手当の方法、
そのために必要な準備など



東京湾に浮かぶ「海の森」を舞台に野外教室を経験

「座学・フィールド実習編」で万全の準備を整えた受講者たちは、いよいよ「実践編」に臨みます。野外教室実践の舞台
は、東京都の「海の森」。2016年度に一部開園が予定されている、ゴミと建設発生土の埋立地につくられた緑あふれる
公園です。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの競技予定地にもなっています。

今回の野外教室では、島内に多くの木々や草花があったことはもちろん、ゴミを森に変えるという資源循環のコンセプト
が当社の考えに合致することから、「海の森」を開催地に決定しました 。2015年3月からは、野外教室以外にも、里山
保全活動を実施しています。オリンピックの思い出と、野外教室や植樹の思い出を結びつけて覚えてもらいたいと考えて
います。

※当社は東京都港湾局主催の「東京都海の森倶楽部」の一員として社会貢献活動を展開しています。

実践編

※



11時に集合。当日は見事な秋晴れ 土を手で掘ってみる。虫は見つかる
かな？

見慣れたアリもルーペで観察する
と…

草のニオイ、どんなかな？ 一見ふつうの草だけど…「服にくっ
ついたよ！」

かじると酸っぱい葉。10円玉を磨く
とピカピカに



クイズで楽しく豆知識を身につけま
した

華やかなススキの髪飾りでおしゃれ 草花遊びをいろいろ体験。見つけた
ツタは縄とびができる長さ

野原で宝探しも実施。宝物はリー
ダー手描きのイラストがかわいいド
ングリ

最後にみんなで写真を撮って楽しい
一日をふりかえり、解散！

解散後も別れが惜しく話がつきませ
んでした



参加者の声
普段は気に留めない草花についていろいろ教えていただき、勉強になりました。
ゲームを取り入れた構成で、子どもも大人も楽しく参加できました。
自然の中での遊び方が参考になった。店も自販機もない環境でも十分遊べました。
普段入れない場所なので楽しみにしていました。自然が多くてびっくり！
今後も開催しますか？毎年参加して森の成長を見届けたい！



環境負荷の低減、あるいは効率的な事業運営の観点から、工場の省エネ対策に大きな注目が集まっています。省エネ機器
の導入、生産ラインの改造、地道な改善活動・・・様々な手法の中から「最適」なものを取り入れつつ、更に一工夫する
ことが重要です。当社の場合はどうしたのか、エコチェンジ研究所のメンバーと一緒に、新設・既設という異なる2工場
の「省エネ術」を見ていきましょう。

新設工場で、既設工場で――工夫満載の「省エネ術」を公開！





年間906万kWhの電力を削減！新設工場の“省エネ術”とは？
～三田製作所編～

三田製作所の特色

建屋のあちこちに隠された省エネ術の数々！

省エネ対策を更に加速する「最新の高効率機器」を効果的に導入！

「30％節電で30％増産」を実現！既設工場の“省エネ術”とは？
～群馬製作所編～

群馬製作所の特色

建屋が古くても、「できる対策」を積み重ねて大きな省エネ効果が！

省エネキャンペーン「Ene ダイエット MADEN」で、
全員参加の仕組みを構築！

CONTENTS



C301 棟

三田製作所の特色

三田製作所は兵庫県三田市に位置する工場で、「快適」「安全」「環境」をコ
ンセプトに、カーマルチメディア製品、カーメカトロニクス製品、カーエレク
トロニクス製品を製造しています。

生産量の順調な増大に伴って、2011年には新しい生産棟（C301 棟）が完成
しました。新棟では設計段階から省エネノウハウを注ぎ込み、既存棟も含めて
省エネ対策を徹底。「知恵」と最新鋭の省エネ「技術」を巧みに組み合わせた
ことで、延床面積、収容人員が約1.5倍になったにもかかわらず、工場全体で
年間906万kWhもの使用電力量抑制に成功。平成24年度省エネ大賞で「省エ
ネルギーセンター会長賞」を受賞しました。

年間906万kWhの電力を削減！新設工場の“省エネ術”とは？
～三田製作所編～



屋根の断熱対策にも注目！

屋根は日射時間が長いから、平らな屋根
にも、ギザギザ屋根にも断熱材を利用。
更に、断熱効果を高めるために屋上緑化
もしているのさ。

建屋のあちこちに隠された省エネ術の数々！

三田製作所のC301棟は、社員の働きやすさをキープしながら、事務所やユーティリティの配置、換気、外壁塗装など、
あちこちに省エネを念頭に置いた設計上の工夫が施されています。その事例を紹介しましょう。

事務所を2階にした効果は
抜群よ

事務所が最上階にあると、夏は
屋根からの輻射熱で空調負荷が
高くなるの。でも2階だとそん
な心配なし。階段使用でエレ
ベーターの使用電力量も減らせ
たのよ。

外壁には「光触媒」を
採用したのさ

外壁に汚れを分解除去する「光
触媒」を塗装したら、汚れによ
る熱だまりが軽減されて室温上
昇を防げるんだ。

グッと減らした窓は
複層ガラスじゃ

窓の数を減らして複層ガラスに
したら、外気の影響を受けづら
くなって空調効率がアップ。床
のOAフロア化と合わせて、冬
季の寒さ対策も万全じゃ。



自然の力と法則をうまく利用しているんじゃ

ユーティリティエリア（トイレ、階段、エレベーターホールなど）を陽の当たる南西面
に集約して、夏場に南西側が暑くならないようにしておるんじゃ。更に、生産ラインに
ほこりが入らないよう、工場内の気圧を少し高めにしておる。この圧力差を利用してフ
ロア全体に空気の流れをつくり、窓などから屋内に入ってきた暖かい空気を効率的に排
出しておるんじゃ。

既存の工場棟の省エネ術にも注目よ！

西面の窓を塞いで、壁には断熱材を追加し、室温の安定を図っているのよ。



全熱交換器「ロスナイ」は、換気も活かした空調なんだ

室内と外気の熱エネルギーを交換しながら換気をする
「ロスナイ」を導入。更に、室内のCO2濃度に応じて換
気風量を最適化しているから空調効率が抜群なんだ。こ
の建屋には32台設置しているのさ。

LED照明を採用し、調光機能をシステム化しているんじゃ

明るい窓際は照度を下げるなど、省エネなLED照明を調光することで大きな効果を発
揮。トイレ、階段はもちろん、人がいなくなったところは人感センサーによりムダな点
灯をなくしておるぞ。

省エネ対策を更に加速する「最新の高効率機器」を効果的に導入！

高効率機器を導入すれば省エネ効果は得られます。しかし大切なのは、建屋の目的にマッチした機器の選択と運用方法を
考えぬくこと。三田製作所は、最新鋭の省エネ機器を連携させて運用することで、更なる省エネ効果を生み出していま
す。



最新の空調機器を活用し、連携制御をしているのよ

空調は集中管理して、区画ごとに設定温度や運転スケジュールなどをきめ細やかに制御
しているの。必要なところで、必要な分だけ稼働するから省エネ効果は抜群よ。

換気システムとその制御について教えてください LED照明とその成果を教えてください



Facima SA1

電力使用量の「見える化」で、ムダを知り、改善活動を進めたんじゃ

電力の使用状況を計測すれば、ムダがどこにあるか一目瞭然じゃな。群馬製作所で
は、2つのエネルギーマネジメントシステムを導入したぞ。一つは、ビル管理システム
「Facima」で建屋別に使用電力がわかるんじゃ。もう一つは、設備単位でデータがとれ
る「SA1」。これらによって、省エネ改善を効率的に進め、ムダを徹底的に取り除いた
んじゃ。

群馬製作所の特色

群馬製作所は群馬県太田市に位置する工場で、主力製品は、空気の熱でお湯を
沸かすヒートポンプ技術を利用した「三菱エコキュート」です。

歴史ある群馬製作所の工場は建屋が古く、なんと1937年築の建屋もあり、今
でも大切に使用しています。導入できる省エネ機器は限られるといった既設工
場特有の悩みを持っていましたが、省エネ機器の製作所として自らの省エネに
力を注ぎ、生産プロセスの改善や社員の意識変化によって、2011年度に
「ピーク電力30％削減、生産は30％増産」を達成。工場全体で年
間95万kWh弱もの使用電力削減を実現し、平成24年度省エネ大賞で「資源エ
ネルギー庁長官賞（節電賞）」を受賞しました。

建屋が古くても、「できる対策」を積み重ねて大きな省エネ効果が！

既設工場でも高い省エネ目標を達成できる既設工場なりの省エネ対策がある。それを示したのが群馬製作所です。自然エ
ネルギーを可能な限り取り入れたり、最新機器の導入で空調の効率を上げたり、電力使用を“見える化”しながら工夫を積
み重ねました。その事例を紹介しましょう。

「30％節電で30％増産」を実現！既設工場の“省エネ術”とは？
～群馬製作所編～



太陽光パネルを、屋根の補強なく設置したんだ

群馬製作所の工場は1937年につくられた木造だけど、屋根の強度が十分だったので補強
なしで太陽光パネルを乗せることができたんだ。現在、工場6棟に合計3,203枚のパネル
を設置していて、出力は740kW、発電による使用電力削減効果は年間740万kWhにもな
る。削減できるCO2排出量は313トンさ。

最新鋭の空調システムなのじゃ

エアー搬送ファン18台を設置し、工場内の熱気を効率よく換気しておるぞ。その上、空
調機23台を高効率型に更新し、年間のCO2削減効果は27トンにもなるんじゃ。

工場で生産している「三菱エコキュート」が大活躍しているの

社員食堂の食器洗浄や部品加工ラインの洗浄工程に使うお湯の熱源を重油式ボイラー熱
源からヒートポンプ方式の「三菱エコキュート」に交換したの。CO2排出量を年間7トン
削減できたのよ。



目標や、それぞれの機器の導入メリットを
教えてください



標語コンテストで省エネへのモチベーションがアップしたわよ

「標語コンテスト」を実施したら全部で1,333件もの想いが作品になって集まったの。
作品の一部は地元太田市の標語コンクールに応募されて、佳作にも選ばれたのよ。

毎月の壁新聞は、役立つ情報の宝庫！省エネ意識もグッとアップしたんだ

環境に関する法律や規制、省エネ事例を詳しく紹介した壁新聞「環境かわら版」を月
に1回発行。省エネに向かう意識が全員に伝わって、一体感が生まれているんだ。

省エネキャンペーン「Ene ダイエット MADEN」で、全員参加の仕組みを構築！

群馬製作所の通称は「馬電（までん）」。そこで働くすべての人の意識改革を目的とした省エネキャンペーン「Ene ダイ
エット MADEN」が、開始した2011年度にさっそく「30％節電で30％増産」という目標達成に大きく寄与しました。



「Just In Time改善活動」が目標クリアの秘訣じゃ

Just In Time改善活動とは、徹底的にム
ダを省く活動の総称じゃ。この活動と社
員全部門が参加した「電力削減コンテス
ト」を連動させて、年
間、37,586kWhの電力量 、15.9トン
のCO2排出量削減に成功したんじゃ。
※ 2011年実績値。2010年との比較。

Just in Time 改善活動、
苦労した点を教えてください

※



近年、安定確保が産業界の重要課題となっている「レアアース」。三菱電機グループは、2012年にルームエアコンのコ
ンプレッサーからレアアース磁石（希土類磁石）を効率的に回収できるシステムを確立し、循環利用に向けた活動を始め
ました。ここでは、レアアース・リサイクルの重要性から、取組の全容、今後の展望までを5W1Hで紹介します。

2014年03月更新

“都市に眠る鉱脈”からレアアースを発掘せよ！
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先端産業に不可欠なレアアースが足りない

「レアアース」とは、地球上に存在する様々な金属の中でも、特に“希少（レア）な”元素。より正確に言えば、希少金属
（レアメタル）のうち、「希土類」と呼ばれる17種の元素グループの総称です。これらの元素の多くは現在では電気自
動車、高性能家電、パソコン、スマートフォンといった先端製品に不可欠の原材料になっており、今後も更なる需要拡大
が予想されています。

ただし、これらレアアースの大部分は日本では産出しないため、全面的に輸入に頼っているのが現状。供給には常に不安
がつきまとっていました。そうした中、2010年には世界のレアアース生産の大部分を占める中国が輸出規制を開始し、
世界的にレアアース価格が一気に高騰しました。

こうしたことから現在日本の産業界では、中国以外のレアアース供給源の確保や代替材料の開発とともにレアアースのリ
サイクル、すなわち「使用済み製品からいかにレアアースを回収し再利用していくか」が、重要課題として浮上している
のです。

Why？ なぜ、レアアースのリサイクルが必要なの？





使用済みルームエアコンからレアアース磁石を回収

三菱電機グループでは2012年4月からレアアースのリサイクル事業を本格的に開始。当社はグループ企業の（株）ハイ
パーサイクルシステムズにて家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）のリサイクル事業に取り組んでいます。
この中で、「エアコン」から回収したコンプレッサーを、2010年より操業を開始したグループ企業である（株）グリー
ンサイクルシステムズに導入した自動回収装置を用いてレアアース磁石を回収しています。

対象となる使用済み製品を「エアコン」としている理由は、製品での「レアアース磁石使用量」や、使用済み製品の「排
出量」が比較的多いなどの点から見て、現状回収できるレアアース磁石量のポテンシャルが最も高いためです。

What？ 三菱電機グループのレアアース・リサイクルとは？





新開発の自動解体装置がわずか30秒で磁石を脱磁・回収

“レアアース鉱山”としてのポテンシャルが高いルームエアコンですが、そこからレアアースを取り出しリサイクルできる
ようにするには、これまである難しさがつきまとっていました。エアコンに使用されているレアアース磁石は圧縮機の
ローター（回転子）という部品の中にあり、強烈な磁力で周囲と結合しているためです。また、ローターにはいろいろな
形状のものがあり、磁石を取り出すためにローターを解体する方法を一律に定めることができませんでした。

当社はこの問題を独自の技術で解決しました。それが「共振減衰型脱磁法」を使った自動解体装置の開発です。この解体
装置は30秒に1個のペースで、圧縮機内のレアアース磁石を分離可能状態にまで脱磁し、自動的に取り外すことが可能で
す。更にローターの形状をデータベース化し、ローターの形状毎に簡易に装置の設定を変更する仕組みを確立しました。
これによってレアアース磁石の回収を実現することができました。

※ 装置の開発は経済産業省「レアアース等利用産業等設備導入事業」の支援を受けています。

How？ どんな技術でリサイクルしているの？



自動解体装置を既設ラインに併設し効率的な回収システムを構築

レアアース磁石の回収を担っているのは、子会社の（株）グリーンサイクルシステムズ（GCS）。GCSは2010年4月か
ら、日本初となる「大規模・高純度プラスチックリサイクル」事業を展開しています。レアアース磁石の回収ライン構築
にあたり、GCSでは既設の圧縮機分解・回収ラインに新開発の「自動解体装置」を併設し、スムーズな回収システムを構
築しました。

市場から回収されてきた使用済みルームエアコンは、まず家電リサイクル工場である子会社の（株）ハイパーサイクルシ
ステムズ（HCS）で解体されます。HCSは取り外した圧縮機をGCSに供給し、GCSが専用ラインで更に解体してレア
アース磁石を回収します。もちろん、当社製品だけでなく多種多様なメーカーの製品が含まれており、圧縮機の形状は
様々ですが、各社の圧縮機の形状をデータベース化することで、それぞれに適切な方法で効率的に解体・回収します。

Where？ レアアースは、どこで回収されているの？





グループ会社だけではなく磁石メーカーも巻き込んで

貴重資源であるレアアースの循環利用には、効率的な回収だけでなく、リサイクルした資源を社会の中で確実に再利用し
ていく仕組みづくりも重要です。そこで三菱電機グループでは、レアアース磁石の再生技術を持つ磁石メーカーと連携し
て、グループを超えたリサイクル体制を構築しています。

現在、（株）グリーンサイクルシステムズでは回収したレアアース（ネオジム、ジスプロシウム）磁石のすべてを国内の
磁石メーカーに供給しています。そこでレアアースは再び強力な磁石として生まれ変わり、家電製品、電気自動車、パソ
コンなど様々な先端製品の部品として社会に還っていくのです。

Who？ レアアース・リサイクル事業に関わる各社とは？



「2030年・自給率50％」の国家目標に向け取組を加速

日本のレアアースを含むレアメタルの自給率は現在ほぼ0％で、日本政府は、レアメタルの自給率を、2030年には50％
まで引き上げることを目標に掲げています。この実現に貢献していくため、三菱電機グループでは、今後も活動をより強
化・拡大していく方針です。

すでに2012年から、（株）グリーンサイクルシステムズでは、家電リサイクル工場の（株）ハイパーサイクルシステム
ズからだけでなく、三菱電機グループ以外のリサイクルプラントからもレアアース磁石を含む使用済み製品の受け入れを
開始しています。

また、回収したレアアース磁石は磁石メーカーを通じて自社製品へも再利用されます。大規模・高純度プラスチックリサ
イクルと同様に「資源循環」の輪を、自ら率先して構築していくことを目指しています。更に、レアアースを含む他の製
品、例えば「使用済みノートパソコン」のハードディスクを対象とした回収装置など、新たな技術開発も進める考えで
す。

日本の製造業の一員として、三菱電機グループはこれからも貴重資源レアアースの循環利用に向けた取組を広げていきま
す。

When？ レアアース・リサイクル事業が目指す未来は？



橋梁、鉄道、トンネル、建設工事現場・・・「振動」があれば稼働する

一定の振動がコンスタントに発生している場所は、世の至る所にあります。橋梁をはじめ鉄道や道路の高架下、トンネル
の中、建設工事の現場や工場の大型機器の周辺・・・。そのすべてが、「振動発電を用いた無線センサー」の活躍シーン
になり得ます。それぞれの場所の振動レベルに応じて最適なバネ（振動増幅機構）を設計することで、発電効率はより高
められます。設置場所によってはバネをもっと大きくしたり、逆に小さくしたりするケースもあるでしょう。

一方、センサーで測定・観測する対象も、現在の温・湿度、照度の以外に様々なものが考えられます。音、匂い、透明
度、圧力、速度、障害物、あるいは電力源である振動そのものさえも・・・。また、振動を受ける場所（発電部）とセン
サーを働かせる場所（計測部）は、同じでなくてもいいので、例えばエンジンやモーターの振動で発電した電力を車輪や
天井のデータ測定に使うことも可能でしょう。

そんなふうに様々な選択肢を組み合わせれば、活躍シーンはまさに無限。実際、様々な業界の企業や自治体がこの技術に
関心を寄せ、すでに実用化に向けた共同研究も始まっています。微弱だけれど、至る所に存在する、隠れたエネルギー源
──「振動」。その可能性が大きく花開く日は、意外に近いかもしれません。

「振動発電を用いた無線センサー」の活躍シーンは無限大





三菱電機エンジニアリング（株）
通信機技術第一部
通信機器開発課 主査
野村 博盛

三菱電機エンジニアリング（株）
通信機技術第一部
通信機器開発課 課長
米澤 広行

面白いだけでなく「真に世に役立つ技術」を

このアイデアが浮かんだのはある展示会でした。出品機器のスプリング部が共振している
のを見て「これ発電に使えないか？」と考えたわけです。最初、社内で提案したときは
「そんなことが可能か？」という声もありましたが、手作りの試作品である程度電圧が出
たので、電磁誘導や材料技術など社内の専門家の協力を得ながら試行錯誤で少しずつ性能
を上げていきました。今はたくさんの研究者や技術者が「ユニーク」「面白い」と言って
くれます。もちろんそれは嬉しいことですが、単に面白いだけでなく、世に役立つ技術を
創造するのが我々開発者の使命だと思っています。

「第1号の実用化」を早期に実現したい

「振動発電を用いた無線センサー」は、環境配慮型のセンサー開発に取り組む中で生まれ
た新技術です。2012年12月に開催された環境展示会での発表後、多様な業界から反響があ
り、すでに数社とは実用化に向けた共同研究を進めています。実際の使用現場で振動デー
タを測定し、それに応じた最適な発電機構をカスタマイズしていくとともに、発電部や計
測部もできる限り消費電力を抑える設計を追求し、早期に“実用化第1号”を実現したいです
ね。それによってこの技術の社会的な認知度が高まれば、様々な応用分野が一気に広がっ
ていくのでは、と期待しています。

開発者VOICE



当社では、「環境ビジョン2021」のもと、環境計画を立案し、様々な省エネ施策を実施してきました。現在実行中の
第6次環境計画（2009年～2011年度）においても、2年続けてCO2削減目標を達成するなど、一定の成果を上げていま
す。しかしながら、自分たちの省エネの進め方が有効か、また十分であるかを、有識者の方々に第三者の立場で評価して
いただくことも重要だと当社は考えています。それによって、気づかなかった課題を発見できたり、今後の活動の進化に
向けたヒントを得られる可能性があるからです。
こうした狙いから、当社は2011年4月6日、東京電機大学教授の高村淑彦氏をお招きし、ダイアログを開催しました。日
本企業の省エネの現状と課題を熟知されている高村教授は、これまでの幾度にもわたる省エネ法改正のプロセスに参画さ
れ、先導的な役割を果たしてこられた、我が国における省エネ研究の第一人者です。ここでは、高村氏による点検テーマ
及び評価と、助言いただいた内容をご紹介します。

環境経営ダイアログ



テーマ

工場での取組
①省エネ活動の基本：エネルギー使用状況の計測と、計測結果に基づくムダの発見

②省エネ活動の基本：省エネ有効事例の水平展開と異なる視点の導入

③経営との結びつき：省エネ活動への経営陣の関与

④経営との結びつき：省エネ活動対象領域の広がり

⑤現場での原単位目標管理

オフィスでの取組
⑥オフィスの省エネ活動



電力計測ユニット
「エコモニター」

テーマ① 省エネ活動の基本：エネルギー使用状況の計測と、計測結果に基づくムダの発見

高村氏：よく「省エネは何から始めればいいですか」と聞かれるのですが、私が一番に申し上げるのは「何もしなくてい
い。まずは現状把握をしてください」ということです。省エネに取組むとき、「あの辺にムダがありそうだ」という先入
観をもっていると、見落としが出たり、あるいはその対策だけで満足してしまいがちです。現状把握は「見える化」とも
呼ばれますが、その基本は計測です。計測の結果として、例えば、使っていないのに電力を消費している設備・機器が見
つかった、といったムダの発見が、省エネにつながります。三菱電機さんでは、「見える化」にどのように取組んでいま
すか。

三菱電機：当社は、「エコモニター」という省エネ支援に効果の高い電力計測ユニットを自社製品に持っており、エネル
ギーの見える化は得意な分野です。2004年から「エネルギーロス・ミニマム（EM）活動」として、このエコモニターを
全国の自社工場のラインごと、あるいは設備ごとに取りつけて、エネルギー使用量のデータからムダを見つけて改善して
いく活動を進めています。
例えば、ある工場のレーザー加工機のラインの電力使用量を1週間・24時間連続して測ってみると、本来ならばゼロにな
るはずの休日や平日の夜間にゼロになっていないことが判明しました。原因は、凍結防止のために連続運転していたクー
リングタワーでした。このクーリングタワーのポンプ電源はオン・オフの制御しかなかったため、オンにするとラインが
フル稼動している場合と同じ運転状態になります。そこで、ポンプ電源をインバーター化し、凍結防止に必要な最小限の
運転制御に変えてムダをなくしました。
また、「エコモニター」で計測した電力使用量を生産量と照らし合わせた生産数量原単位グラフを、リアルタイムでライ
ンごとに作成しています。これによって原単位が悪化している部門をすぐに見えるようにし、生産効率改善につなげてい
ます。工場ごと、設備ごと、職場ごとに原単位の目標値を設定しており、実績値が目標値を超えた場合には、各部門で
データを分析して要因をつきとめ、省エネ委員会や小集団活動などで組織的に改善を図っています。

高村氏：自社製品に計測機器があり、その得意分野を生かして省エネに取組んでおられるのは良いことですね。計測は省
エネの基本ですが、中には「計測器を入れても、省エネにはならない」「そんなものをどうして入れるのか」という企業
オーナーさんもいらっしゃいます。三菱電機さんは、そういうことを言わずに計測から始めたことが、効果を上げている
理由だと思います。



テーマ② 省エネ活動の基本：省エネ有効事例の水平展開と異なる視点の導入

高村氏：私は企業の工場を見学する機会が多いのですが、大企業の場合は事業部ごとに省エネに対する考え方が違った
り、取組への温度差があったりして残念に感じることがあります。事業部全体、工場全体を見渡せる人がいれば、ある工
場で効果の上がった施策を水平展開できます。今回の改正省エネ法では、従来の工場単位ではなく、企業全体でエネル
ギーを管理することが義務づけられましたが、それには、こうした状況を変えていこうという狙いもありました。三菱電
機さんでは、良い事例の水平展開にどう取り組んでいますか。

三菱電機：当社も有効事例の水平展開は、非常に重要かつ基本的なことと考えており、様々なレベル・やり方でこれを進
めています。
例えば、環境マネジメントに関する各事業部門責任者が集まる「全社環境推進責任者会議」では、有効事例に関する情報
を常に共有するようにし、事業部の垣根を超えた水平展開を図っています。また、全国の工場の省エネ担当者が集まる
「省エネ事例発表会」でも、高い効果の上がった事例を互いに発表しあい、工場間の垣根を超えた情報共有を進めていま
す。更に各工場で実施された有効施策をまとめた「事例集」も作成し、それぞれの省エネ活動に活用しています。 
この他にも、異なる視点から取組をチェックすることを目的とした「省エネ相互診断」や「省エネエキスパート診断」な
どの活動もあります。そうした診断の場では、必ず改善策も合わせて提案しますので、優れた取組の水平展開にもなって
いると思います。

高村氏：事業部門間、工場間の水平展開に加えて、相互診断という形で「異なる視点」の導入に努めていることは、たい
へん有効だと思います。ある工場では当然のように実施していても、工場が変われば行われていなかったり、改善方法が
分からないケースもありますからね。相互の点検は、それぞれ自分の工場の足りないところや良いところを知る機会にも
なり、お互いにとって貴重な体験になると思います。

三菱電機：「省エネ相互診断」は、環境技術委員会下の省エネ分科会が、2003年度から平均して2ヵ月に1回行っていま
す。各工場から集まった複数のエネルギー管理士が、丸一日かけて他の工場を訪問し、診断と改善提案を行います。受診
側の工場は、受けた提案に対する決断結果を一つひとつ報告します。この「省エネ相互診断」には、若いエネルギー管理
士の育成という目的もあり、ベテランの指摘を目の当たりにすることで、若手が学ぶ格好の機会にもなっています。
一方、「省エネエキスパート診断」は、当社の全国の工場で省エネに取り組んできた社員のうち、特に豊富な経験を有
し、優れた実績を上げてきた省エネの“先駆者”かつ“熟練者”による診断です。全国から選抜した数名の「省エネエキス
パート」がチームとなって国内外の工場を巡回しています。各現場の省エネ施策の視野、可能性を広げるのに役立つとと
もに、こちらも若手の育成につながっています。

省エネエキスパート診断の様子

省エネエキスパート診断の詳細は特集をご覧ください

高村氏：近年、若い社員への技能伝承の問題がしばしば取り上げられますが、省エネについても同様ですから、そうした
やり方はとても良いですね。「異なる視点」の導入から得られる“気づき”を重視し、そのための活動を積極的に実践され
ている、と感じました。私から更にアドバイスするとすれば、「異業種」の視点を入れるとなお良いと思います。以前か
ら私は、長野県で異業種企業交流研究会を続けているのですが、これは企業の方々にエネルギー管理の基本を知っても
らった上で、お互いの企業を見学しあい、気づいたことをどんどん提案していただくという活動です。ある業種では当た
り前の取組が、別の業種では新しい発見となることも多く、ムダの発見と改善で効果を上げています。

三菱電機：ご助言いただき、ありがとうございます。当社ではこれまでに異業種の方に話を伺ったり、工場見学をさせて
いただいたりしたこともございますが、今後は、そうした活動を、より戦略的に自社の省エネ活動に組み入れていきたい
と思います。



テーマ③ 経営との結びつき：省エネ活動への経営陣の関与

高村氏：今回の省エネ法改正では「エネルギー管理統括者」を配置することになりました。今までの省エネ法では、各事
業所のエネルギー管理士の資格を持つエネルギー管理者が省エネを進めていましたが、投資や費用が必要なアイデアにつ
いては経営層に理解してもらえないケースがしばしばありました。お金をかけずにムダを省くところまでは順調にできて
も、投資や費用を伴うとなると進まないのが日本の通例です。こうした現状を変えるには、経営的視点からエネルギーの
使用の合理化を推進する体制づくりが必要であると考えた結果が今回の改正です。つまり、経営権を持つ人の中に、エネ
ルギーのことをよく理解している人を置くようにしようという狙いです。この点に関して、三菱電機さんの経営層は省エ
ネ活動と経営とをどのように結びつけておられますか。

三菱電機：当社は、環境保全に取り組むことは経営課題であると考えています。2004年のISO14001改正を契機に、本
業に環境マネジメントシステムを落とし込むことを選択し、それを受けて本格的な環境計画、「第5次環境計画」をス
タートさせた2006年度からは売上高の0.1％を省エネに投資しています。また、現在実行中の第6次環境計画
（2009～2011年度）では、「生産時CO2削減」に注力しており、計画的な投資を必要とするユーティリティ機器の「高
効率機器への置き換え」と、生産時のムダ取りを進める「生産ライン改善」という大きく2つの施策を実施しています。
このうち「生産ライン改善」については、具体的な実施策を毎年の年度計画の中に組み入れています。
また「生産ライン改善」を更に強力に進めていくため「生産性推進グループ」という組織を2011年4月1日に新規に立ち
上げました。省エネエキスパート診断などで浮かび上がってくる課題の中には、生産ラインの改革が必要で、その工場だ
けでは解決が難しい場合もあります。そうした課題に対応し、技術開発を含む改善ができる組織が必要と考えたからで
す。

高村氏：売上高の0.1％を省エネに投資するというのは相当なものだと思います。他では聞いたことがありません。省エ
ネに経営課題として取り組んでおられることがよく分かりました。最近では、断熱材やLED照明、ナノ加工技術、計測制
御技術のようにどんどん良い材料や製品、技術が生まれてきますので、こうした新技術も省エネ投資に積極的に取り入れ
ていけば、これからもいろいろな改革ができるのではないかと思います。



テーマ④ 経営との結びつき：省エネ活動対象領域の広がり

高村氏：先ほどは、経営との結びつきのうち、省エネ投資などの「お金」がからむ側面について話しましたが、次は「組
織・人」という側面で伺いたいと思います。例えば、「このエネルギーは何のために使うのか」という視点で製造工程を
検討すると、ライン設計や製品そのものの設計にまで改善の範囲を広げていく必要が生じてきます。こうした範囲拡大
は、全社的な観点で判断していかなければなりませんが、三菱電機さんの場合はいかがですか。

三菱電機：当社では、生産ライン改善の活動に「設備設計」部門も参画しています。また、より上流の「製品設計」への
範囲拡大にも取り組んでいます。部品や素材を変えることでエネルギーを大量に消費する設備が不要になった例や、製品
設計の段階で小型化・軽量化することで、生産ラインを短くして効率アップに成功した例もあり、より上流に目を向ける
ことが大切だと感じています。
領域を広げるということでは、品質管理のための試験工程の省エネにも着手しました。製品に過酷な条件を与え、機能す
るかどうかを調べる試験工程は、これまで“聖域”と見られがちでした。ところが、実際に電力使用量を計測してみると、
ある工場では試験部門の使用量が全体の15～30％を占めており、しかも品質管理のための試験が増えている状況でし
た。そのため、段取り時間の見直しから始めて、本当にその検査が必要か、もっと簡単に、短時間に試験できる方法はな
いかと見直している最中です。

高村氏：試験部門も聖域と考えずに取組まれているのはすごいですね。従来、改善対象にならなかった部門に踏み込んで
いくことは重要です。ぜひ進めていただきたいと思います。

テーマ⑤ 現場での原単位目標管理

高村氏：「CO2排出量削減」を会社方針に掲げた場合、実際には「それを達成するために各部門・各現場がどうやって成
果を上げていくのか」が最も重要です。ところが、CO2削減の目標値は単位が絶対量ですが、省エネ法ではエネルギーの
原単位が基準です。原単位とはすなわち効率ですから、現場の方に対しては、CO2の総量削減というよりは、「原単位に
基づいて生産性や自分の仕事の効率をアップする」ことを目標として明確化しないと、やりにくいものです。三菱電機さ
んでは、この点をどうしておられますか。

三菱電機：当社は「環境ビジョン2021」で「生産時のCO2排出総量30％削減」を一つの目標に掲げていますので、各工
場はその達成を目指しています。同時に、工場は何で頑張るかと言えば、生産性向上の追求ですので、原単位指標でエネ
ルギーを管理しています。2010年度からは、生産性向上活動（Just in Time活動）に省エネの視点を加えて、エネル
ギー原単位の更なる改善を進めています。ただ、原単位管理を進める場合に難しいのは、何の原単位にするかということ
です。

高村氏：総量目標と原単位目標をうまく管理指標として使うことは必要だと思います。ただ仰るように難しい面もありま
す。「売上高の原単位」にした場合は、製品の価格変動で数値が大きく変わってしまいます。価格の下落が激しい半導体
などでは年によって全然違うことも多く、いくら生産時のエネルギー効率を上げても、売上高原単位で評価すると悪く
なってしまうという問題が以前から指摘されています。

三菱電機：実は原単位の問題と並んでもう一つ、先生のご意見を賜りたいことがあるのです。当社では、CO2削減努力の
コスト評価をきちんとして、経営におけるCO2削減のプライオリティをより上げていきたいと思っています。しかし現状
は、CO2削減量をダイレクトにコスト換算する指標がありません。そこで、例えば、排出権取引におけるCO21トン当た
りの単価を参考にできないかと考えているのですが、いかがでしょうか。当社は排出権取引はしない方針ですが、CO2の
単価が高く評価されると、ある意味、エネルギーの削減活動のモチベーションとして有効に作用する可能性もあると思う
のですが。

高村氏：排出権取引をするかどうかは別として、CO2の価格は活動成果を評価する際の参考にできると思います。排出権
については、皆さん買ったほうが圧倒的に安いと言っていますが、排出権を買って済ませると技術が身に付きません。省
エネというのは積み重ねですから。

三菱電機：当社では、CO2排出削減やムダ取りは「体質強化」だと捉えていますので、技術が身に付かないというご意見
は大いに共感致します。排出権取引を行うと省エネのノウハウが身に付かないという意味からも、自力での努力を続けた
いと思います。



テーマ⑥ オフィスの省エネ活動

高村氏：工場の省エネについては、いろいろと伺えましたが、オフィスの省エネについてはどのように取組まれているの
ですか。

三菱電機：当社では、オフィスにモデルエリアを設けて実証実験をしています。2010年は、エコモニターによるモニタ
リングを行って分析し、空調を除く消費エネルギーの約6割を占める照明を中心に、削減活動を進めました。特に、退勤
定時後の人数あたりの原単位が非常に悪かったため、在席のところのみ部分点灯するなどの工夫で改善を図っています。
ただし、テナントとしてビルに入っているオフィスでは、ビルオーナーが管理する共同使用の空調が計測に含まれていな
い場合があり、今後、ビルオーナー側との調整が必要です。

「エコモニター」を使ったエネルギー使用量計測データに基づく分析、改善効果の一例

高村氏：計測から始めて、分析し、照明の使い方を工夫していくことは大変良いと思います。オフィスでの取組は、実際
に人がいるところへの電気の投入をきめ細かに行うことが肝心です。一人ひとりの意識を高めることはもちろん重要です
が、私からの提案として、センサー技術を使った支援策の導入はどうでしょうか。もう一つ、オフィスの省エネを図る時
は、ぜひエリアごとに責任者を決め、全員が「あの人がリーダーだ」ということを認識して省エネ活動に励む、といった
仕組みも有効だと思います。



最後に～計画停電について

三菱電機：今回の東日本大震災に起因する電力不足という現状をふまえて、今後、心しないといけないことは何でしょう
か。

高村氏：計画停電やエネルギー使用の総量規制が決まれば、今まで集めたデータがものすごく役に立つと思います。計画
停電が実施されれば、それこそ計画的に電気エネルギーを使わなければなりません。その時、どの部門を稼働させるかと
いう優先順位付けは、各部門のエネルギー使用量を全部把握していないとできません。エネルギー管理は危機管理でもあ
るのです。
また、エネルギー管理をきちんとすれば波及効果が出てきます。例えば、蛍光灯を使えば熱が発生しますが、その使用を
減らせば空調負荷も減るというように、関連したエネルギーが減ります。人の意識が変わり、製品が小さくなったり、エ
ネルギー消費効率が良くなったりもします。データをきちんと取ることは、いろいろなことに使えるということです。

三菱電機：現在当社では、いわゆるピークカットに対して、生産シフトをどうするかという議論をしています。例えば、
自動で動くフィーダー系を夜に動かして、人手がかかるアッセンブリ系を昼だけに動かすなどの方法です。当社には工場
ごとに集めたエネルギー使用量のデータがありますので、まさに今までやってきたことが生かせると思います。また、省
エネは危機管理に繋がるのだというお話を伺い、大変参考になりました。本日はありがとうございました。



東京電機大学 教授
（財）省エネルギーセンター
評議員
高村 淑彦 氏

ダイアログを終えて

現場での改善、経営陣の関与など、模範的な取組をされていることが
よく分かりました

今回のダイアログを通じて、三菱電機さんが他社の模範となるような最先端の取
組をされていることがよく分かりました。省エネの基本であるエネルギー使用状
況を、計測機器を使ってきめ細かく計ることでムダを発見し、改善を進めておら
れますし、全社的にお互いが自分の工場の足りないところや良いところを公開し
あって、水平展開するということは大変評価できます。更には、人材の育成、後
継者の育成にも力を入れられておられるということで感心しました。

私が特に評価したいのは、何よりもまず、理解のある方が上に立っておられると
いうことです。次に、現状の生産方法を変えることや、エネルギーが少なくて済
む製品づくりと、そのための設計へのフィードバックも考えておられることで
す。また、工場だけでなく、設計部門にも視野を広げてより上流からの取り組み
に着手しておられること、データに基づいて試験設備という"聖域"においても改
善していこうとしておられることは素晴らしいですね。ぜひ、いろいろな企業に
模範として取り入れていただきたいと思います。

環境担当執行役
生産システム本部長
エネルギー管理統括者
森安 雅治

ダイアログを終えて

これからは、今まで以上に省エネを経営に取り込むストーリーが必要
だと思います

今回、高村先生に点検していただき、私たちがやってきたことが間違っていな
かったことを確認できました。この間の省エネ成果は、知恵を出すことに加え
て、売上高の0.1％を省エネに投資することや会社全体の環境計画として施策を
打ち出すなど、経営課題として取り組んできたことで得られたものだと思いま
す。しかしながら、現状のままではかつてのような効果を上げられないという危
機感を持っています。

省エネを限界まで進めてきた現在、更なる省エネのためには投資の額も増やさな
ければなりません。そこを打ち破るためには、今まで以上に省エネを経営に取り
込むストーリーが必要なのではないかと考えています。当社は現在、環境ステー
トメント「エコチェンジ」を掲げて実践しているわけですが、これは、省エネを
対策として行うのではなく、「本業」にしていくということです。そうすれば、
「見える化」できない部分にも踏み込んでいけるのではないかと思います。その
ためにも、省エネ活動と本業とのかかわりをより緊密にする新しい経営指標が欲
しいところです。

また当社では、より少ないエネルギー、より少ない資源でものづくりを行う「体
質強化」と、環境改善に貢献する製品・サービスを提供していく「社会貢献」を
追求していますが、今回のダイアログを終えて、「体質強化」と「社会貢献」の
一体化がまさに必要とされている段階にきているということを強く感じました。

2011年6月公開



省エネエキスパート診断の狙いと真価

省エネエキスパート診断に密着！

エキスパートたちが語る 省エネ化のポイント、抱負

クローズアップ！冷熱システム製作所

CONTENTS

三菱電機グループでは2009年度から「第6次環境計画（2009～2011年度）」において、生産時のCO2削減をテーマに
「生産ライン改善」によるCO2削減活動に注力しています。これまで各工場では、生産性改善への取組として「Just in
Time活動」を総力を上げて推進してきており、「生産効率アップによるエネルギーのムダ減らし」ということでは多く
の改善が実践されています。しかしCO2削減、つまり「省エネ」そのものを視点にすると、なかなか改善活動が行き届か
ないケースも出てきます。そうした課題解決のために、生産現場の改善活動をサポートする施策が「省エネエキスパート
診断」です。当社の様々な工場の省エネ改善に携わってきた、選り抜きの社員が国内外の製造現場を巡回して、各工場の
旺盛な改善意欲に対応。多くの改善ポイントを発見・提示し、更なるCO2削減につなげています。この特集では、「知
恵」をフル活用した生産時CO2削減の取組をご紹介します。

2010年6月公開

「知恵の省エネ」で生産時CO2を減らせ



省エネエキスパート診断の狙いと真価

「生産ライン改善での省エネ」の強力なサポーターとして、全国の工場からエキスパートを選抜

「省エネエキスパート」とは、当社の全国の工場で省エネに取り組んできた社員のうち、特に豊富な経験を有し、優れた
省エネ活動の実績を上げてきた省エネの“先駆者”かつ“熟練者”のこと。本社の環境推進本部では、三菱電機グループが進
める「生産ライン改善での省エネ」における強力なサポーターとして、そうしたエキスパート数名を全国から選抜しまし
た。

選抜されたエキスパートたちは、チームとなって国内外の工場を巡回し、複数の目で「診断」を行います。現在、診断の
重点対象となっているのは、全工場の中でも「CO2排出量が比較的多い工場」及び「省エネモデル工場」で、2009年度
は、国内3工場、海外1工場で実施しました。当事者では気づきにくい改善ポイントが浮かび上がったという直接的効果
に加え、エキスパートたちと一緒に自工場を改めて見て回ることで、現場スタッフたちは新たな角度から現状を捉え直し
たり、新しい視点・発想法を学んでいます。

鍛え抜かれた目が改善余地を鋭く見抜く

診断対象の工場を訪れたエキスパートたちは、各生産現場を隅々まで詳細に視察します。電力設備、ボイラー設備、エア
コンプレッサーや配管などのインフラ設備から生産設備の管理の仕方、実際の運転方法、それに伴う人の動きまで、詳し
く観察し、僅かなロスや非効率をチェックしていきます。

もちろん各工場では従来から環境推進責任者の下で省エネ改善に取り組んでいますが、多くの生産現場で豊富な経験を積
んだエキスパートたちは、どの工場でも、様々な部分に「改善の余地（改善ポイント）」を発見します。もともと生産技
術部門で自ら生産設備の開発に携わっていた者や、エネルギー管理担当として自工場のラインのエネルギーの見える化を
推進してきた者など、経歴は様々ですが、いずれもこれまでに数多くの現場を視察し、豊富な経験の中から、自分なりの
改善のセオリーを確立。だからこそ、新たな視点で、多くの改善ポイントを見い出すのです。

省エネエキスパートたちによる診断の様子

「知恵の省エネ」で生産時CO2を減らせ



診断結果を周知する場も設定。この会合では、受診工場の社員たち
が、改善余地を発見するエキスパートたちの「視点」を獲得する。

多項目にわたる診断リストで現場の改善をサポート

診断後は、各エキスパートが発見した改善ポイントを受診側の
工場の担当者に解説するとともに、これらをリストにまとめ工
場に提出します。例えば2010年１月に実施した静岡製作所で
は約120件、2月実施の名古屋製作所では約70件、3月実施の
冷熱システム製作所（和歌山）では約170件もの「改善ポイン
ト」がリストアップされました。

診断リストに示された改善ポイントには「すぐに実行可能」な
ものもあれば、実施に「ある程度時間や費用がかかる」ものも
あるため、受診工場では、診断リストを基に自工場の現状に応
じて効率的に改善取組を進めていきます。「省エネエキスパー
ト診断」は、各工場が生産ライン改善をより進化させていくた
めの“好機”になっているのです。

監査ではなく進化のためのアドバイス

省エネエキスパート診断は、「監査」や「審査」とは異なり、受診工場の側も構えた姿勢ではなく、前向きに提案やアド
バイスを求めます。

すべての工場は、「何かもっと改善できることはないか」という旺盛な改善意欲をもっており、それを強力にサポートす
るのが「診断」。だからまさにドクターの診断を受ける患者の姿勢になるのです。改善ポイントの指摘は有難いこと――
受診する工場のスタッフのそういう思いが伝わるからこそ、エキスパートたちは、できるだけ多くのポイントの発見に努
めます。

また、エキスパートたちと一緒に自工場を改めて見て回ることで、各工場の環境担当者や現場スタッフは新たな角度から
現状を捉え直したり、新しい視点・発想法を学びます。診断の直接的効果はもちろん、こうした啓発効果によっても各工
場の取組がレベルアップしていくのです。

エキスパートたちの経験を継承し、更なる発展を目指す

当社は過去「生産高×0.1％の省エネ投資」を行ってきましたが、景気変動の影響で生産高自体が低下すると設備更新な
どへの投資は難しくなります。これに対して「生産ラインの改善」は、「知恵」で進める省エネです。大きな投資ができ
ない状況でも、各工場が「知恵」をフルに使ってムダや非効率を徹底的に省いていくことで、省エネ（CO2削減）を着実
に進めていくことができます。

また、生産現場は生き物であり、市場の動き、新たな製品の開発、技術の進化など、様々な要因によって常にラインの動
きは変化していくため、改善に終わりはありません。その意味で「省エネエキスパート診断」は、各工場にとってゴール
ではなく、新たなスタートと言えます。今後は、エキスパートたちの経験を国内・国外すべての工場の現場に継承し、そ
れを更に発展させていくことで、大きな目標の達成に向けて一歩一歩着実に前進していきます。



環境推進本部 推進グループ マネージャー
春日芳夫

更なるCO2削減のために――施策推進リーダーの声

省エネ改善を継続的にレベルアップしていくための人材育成にも注力します

「省エネエキスパート」による現場診断は期待以上に結果が出ていま
す。それぞれの診断は的確であり、受診する側も、「懸命に努力してい
る中でも、何かもっと改善できることはないか」という問題意識をもっ
ているため、大きな改善につながっています。

今後は、それぞれの生産現場において「省エネ」という観点で改善を推
進していく「省エネ推進リーダー」の育成を計画しています。エネル
ギー管理や改善活動を将来にわたって推進していく人材を各拠点で選抜
して、省エネ手法や改善ノウハウなどの習得を通じて、推進リーダーと
して育成するというものです。推進リーダーには省エネエキスパートに
よる省エネ診断への同行や拠点間の相互診断などを通じて事例や知識・
技術を学び、将来的には省エネエキスパートとして活躍してもらいたい
と考えています。



省エネエキスパート診断に密着！

「知恵の省エネ」で生産時CO2を減らせ



この温度センサーは何のために設置されてい
るのかな。もし、ドレンの温度を制御してい
るのなら、ポンプを高温タイプにすれば全部
使わなくてすむぞ。

立上げロスが少なく、いい電源投入方法です
ね。ぜひ水平展開を。

ここの蒸気配管はむき出しになっているから
放熱ロスがあるな。フランジも断熱カバーを
したほうがいい。

蒸気ヒーターで加温しているが、蒸気は損失
も多く効率が悪いな。温度も低いので効率の
よいヒートポンプで加温できそうだ。

この試験室のエアコン室外機は天井の上にあ
るが、室外機の排気は工場外へ排出して熱負
荷を減らしたほうがいいな。

貫流ボイラー上部のバルブが裸になってい
る。熱が逃げないよう、断熱カバーが必要だ
な。

稼動していない設備の元電源はきっちり切ら
れていますね。待機電力のムダがなくていい
な。

この圧力計での管理範囲はいくらですか？そ
の圧力の根拠は何ですか？もっと下げられま
せんか？

ボイラーが１台停止している。圧力は高くな
いか？…うん高いな、使用圧力を見てから下
げるよう提案しよう。

1つの現場で100以上の改善ポイント

2010年3月、省エネ活動が活発に展開されている三菱電機・冷熱システム製作所（和歌山）にて、「省エネエキスパート
診断」が行われました。その様子の一部をご紹介します。



冷熱システム製作所（和歌山） 副所長
森 常徳

省エネエキスパート診断を受けて

当工場では数年前からかなり徹底的に省エネに取り組んできたつもりで
すが、今回の診断で177ものポイントを指摘してもらい感謝していま
す。診断巡回には私も同行しましたが、やはり自分の工場は「これが普
通だ」と捉えてしまう部分がありますので、生産変動に対する対応力の
不足、工場棟ごとの取組のばらつきなど、エキスパートの指摘には、ど
れもなるほどと思いました。

この診断は環境監査とは違って「良い面」も指摘してもらえます。自分
たちの努力や工夫を評価してもらい、その上で「更にこうすればもっと
良くなる」というアドバイスなので、担当者にとっても、ただこうしろ
と言われるよりずっと励みになります。

今後、指摘されたリストを精査して、キーワードの抜き出しや取組の優
先順位づけなどを行い、新たな改善を工場全体に水平展開して、更にエ
ネルギー・CO2削減を進めていきたいと思います。



エキスパートたちが語る省エネ化のポイント、抱負

今していることを根本的に疑っていけば、ムダはいくらでも見つかる

かつて私は生産ラインの設備開発を担当していたこともあり、生産現場のスタッ
フの気持ちや感覚が良く分かります。それだけにムダも見えやすい。ムダを発見
するポイントは、まず「生産に必要なエネルギー」と「生産に必要な環境をつく
るエネルギー」を分けて考え、それぞれが「本当に目的のために使われている
か」をチェックすることです。例えば加工などの仕事をしてないのに機械が作動
しているのはムダですし、誰もいない部屋でエアコンが回っているのもムダで
す。

ふだんの現場では意識しないことでも「何のためにこれをしているのか」「今そ
れは本当に必要なのか」と根本的に疑っていけば、ムダはいくらでも見つかりま
す。診断活動を通じてそうしたことを各工場に伝えていきたいですね。

三田製作所
柴田 輝幸
「工場省エネのトップランナー」を目指した活動で2005年にエネルギー管理優良工場等表彰にお
いて「資源エネルギー長官賞」を受賞した。2003年から全国の工場巡回に参加。

現場スタッフと話しながら診断し「今すぐできる改善」をその場で伝える

私はほかのメンバーとはやや異なり、もともと建築や設備が専門だったことも
あって診断では特にエアやボイラーの使用状況を確認します。基本的な視点は、
生産設備のJust in Time活動、つまり「必要なとき・必要な場所・必要な量」で
エネルギーが使われているかどうかです。これができていないとロスにつながり
ます。過去いろいろな工場に行きましたが、ものをつくっていないのに油圧ポン
プや排気ファンが動いていたりすることが多いので、こういうムダをなくしてい
くことが重要です。

省エネ推進の「主役」は、現場で実際に働いている人です。ですから、診断時
は、できるだけその場にいる現場スタッフと話しながら見るようにしています。
「私はこういう風にするといいと思いますが、あなたはどう思いますか？」と。
そうすると相手から質問も出てきますし、建設的な会話ができます。「今すぐで
きる改善」はその場で言いたいですし、その方が自分の思いも伝わりやすいです
からね。

福山製作所
小林 一美
エネルギーの原単位管理を推進し大きな成果を上げる。現在はコンサルティング営業として培っ
た経験を生かし省エネ機器・システムを全国のお客様に提案。自社以外の工場改善経験も豊富。

「知恵の省エネ」で生産時CO2を減らせ



生産現場の省エネ改善では、「継続が力」となる

私の専門は電気分野ですが、診断で特に意識しているのは「熱」です。一般に熱
分野はエネルギーのロスが多く、実際に必要とする以上のエネルギーが使われま
す。身近な例で言えば、お湯を沸かそうとすると、鍋やヤカンも温めないといけ
ません。これがロスが多いということです。熱分野を徹底的に改善すれば大きな
省エネ効果が得られると考えています。

生産現場の省エネ改善では、「継続が力」となります。活動当初は現場でいろい
ろアイデアを出せても時間の経過とともに「これ以上はどうしようもない」とい
うように、徐々に策がなくなってきます。そこをなんとか継続していくためにも
省エネ診断は意味があると思います。ですから、毎回できる限り多くの改善ポイ
ントを出すように心がけています。

受配電システム製作所
高木 三千年
生産現場でのエネルギーの見える化を社内でいち早く推進し、大きな成果を上げる。2008年に
「エネルギー管理功績者表彰」の最高賞である「経済産業大臣賞」を受賞。

「先輩方の知恵の継承者」として、しっかりと次代に伝えていきたい

メンバーの中では、一番経験が少ないため、診断時は自分のカラーを出すよう意
識しています。特に注意して見るのは「生産設備」を構成する各機器の動きとエ
ネルギーの使い方です。設備の導入時に省エネまで考慮する余裕がなくて、エネ
ルギーのムダ取りまでできていなかったというケースがあり、その場合は制御の
方法を変更することで省エネとなるからです。かつて生産設備をつくっていた経
験を生かし、ムダがないかをチェックするようにしています。

ほかのエキスパートの皆さんよりも一回り若い自分が診断に加わっているのは
「先輩方の知恵の継承者」という意味が大きいと思っています。共に行動するこ
とで引き出しが増えていくのはもちろんですが、診断中や診断後の現場の方々と
のコミュニケーションも大いに参考になります。そうした優れた部分を多く受け
継いで、次代に伝えていきたいと思っています。

中津川製作所
市川 伸一
生産技術担当として製造機械の開発に従事していたが11年前に環境部門に異動となり、勉強のた
め当時開始された「工場診断巡回」に参加。ベテランたちから学んだ多くの知見を生かし自所工
場の改善を推進。メンバーの最若手。



頼もしい省エネエキスパートの皆さん



冷熱システム製作所
業務用空調システムをはじめ、大型冷熱
機器を製造しています。

「工場省エネの取組み」
シリーズ化しており、現在Vol.2まで発行。省エネ成功のためのひとくちポイントなども示
されています。

クローズアップ！冷熱システム製作所

環境改善優良工場としての取組

冷熱システム製作所は、数ある三菱電機の生産拠点の中でもとりわけ環境保全に注力
している工場です。早くから「Just in Time活動」の中に省エネ活動を組み込み、
「必要なところ・必要なとき・必要な量だけ」を基本に、「カエル」「ヤメル」「ト
メル」「サゲル」「ナオス」「ヒロウ」という6つの視点から、エネルギーの使用状
況を検証し、様々な改善活動を推進しています。こうした活動で著しい成果を上げ、
全拠点を対象にした社内の改善活動発表大会で、特に優秀な工場に贈られる「最優秀
賞」を2回受賞しています。

また、製作所全体の活動事例や成果をまとめた「工場省エネの取組み」という冊子も
独自に作成しています。この冊子は、工場全体を省エネ化するにはどうすればいいか
という悩みを抱えるお客様に特に好評を得ています。

更に現在、工場敷地内に、環境全面対応型の新棟を建設中です。高断熱設備や省エネ機器の導入、太陽光発電システムの
設置のほか、屋上や壁面の緑化も取り入れます。また、製品展示エリアでは、「工場まるごと見える化」というコンセプ
トで冷熱システム製作所の「ものづくりでのエネルギー見える化」の展示も計画しています。

「知恵の省エネ」で生産時CO2を減らせ



環境をテーマにした新棟は2010年8月完成予定

試験設備にも範囲を広げたCO2削減策を展開

冷熱システム製作所では全社方針の下、生産時のCO2排出量削減に向けて取り組んでいますが、2009年度から、これま
であまり手をつけていなかった「試験設備」の領域の省エネにも着手しました。

空調システム機器を主要製造品とする同工場では、あらゆる気候条件を想定した試験が必要であり、開発時の製品試験に
かかるエネルギーの割合が大きく、「生産設備」の28％に次いで全体の20％を「試験設備」が占めているからです。そ
こで試験設備の中でも特にエネルギー使用量の大きな「試験室」を中心に、様々な角度からの改善を推進しています。

例えば、試験作業ごとの電力量変化を観察して「ムダの見える化」をしたり、試験設備の運転を「インバータ制御」に代
えるなど様々な対策を進めています。更に、室内機などの熱負荷が少ない機種などの騒音測定試験では、温度条件の公差
を広げて設定しても目的は叶えられることから、「有効データの取得に必要なエネルギー」を厳密に割り出すことも重点
施策として実践しています。



地区・企業・製造品目の違いを越えた工場間連携

広域プロジェクトならではの独創的改善アイデア

九州ワーキング・グループ結成の先駆けとなった三菱電機FA産業機器の成功事例

「廃棄物の常識」に挑戦した長崎製作所の取組

“7人の侍”が語る手応え、今後の抱負

部門長が語る今後の抱負

廃棄物処理業者様の声
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「環境」「コスト」の両面で大きな成果を達成

三菱電機グループの九州エリア（長崎地区・福岡地区・熊本地区）では、地域・県を越えて複数の工場が連携した「廃棄
物リサイクル活動」を2008年から進めています。このような地区連携は当社関西エリアで始まりましたが、九州エリア
の特長は、当社に関係会社、更にパートナーである廃棄物処理業者それぞれのメリットに配慮して「WIN-WIN」となる
ような協力・連携の方法をきめ細かく発見・創出しているところにあります。ここでは、そのユニークかつ革新的な取組
の全容をご紹介します。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）
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地区・企業・製造品目の違いを越えた工場間連携

九州エリア7工場の廃棄物担当者が結集

九州エリアの廃棄物リサイクルプロジェクトを推進するのは、複数の工場の廃棄物担当者が結集した横断型チーム「九州
地域資源循環システム構築ワーキング・グループ（以下WG）」です。このWGに参加する事業所・企業は、当社の長崎
製作所、パワーデバイス製作所、パワーデバイス製作所 熊本工場、福山製作所の4工場と、福岡地区の「三菱電機FA産
業機器（以下MFK）」、熊本地区の「三信電子」、長崎地区の「長崎菱電テクニカ」という3つの関係会社です。

一般に産業廃棄物の処理は工場ごとに運用するため、通常は、地域を越えて工場が連携し、処理することはしません。し
かし三菱電機グループでは、関西エリアで2005年に初の「複数工場による地区連携リサイクル」をスタートさせまし
た。これが大きな成功を収めたことで「九州エリアでも同様の取組ができないか」との声が上がり、2008年11月、7つ
の工場の連携によるWGが発足したのです。

WGの結成を主導したのは長崎製作所。同所では2002年から廃棄物処理に関して、「パーフェクト・ゼロエミッショ
ン」という革新的な目標を掲げて活動  し、環境負荷低減と同時に処理コストも大幅に削減するなど、多くの成果を上
げており、更に担当者が以前から関西のWGにも参加して地区連携のメリットを学んでいました。そこで、「九州でも
やってみよう！」と発案したのです。ところがWG発足時は、集まったメンバーは、何ができるのか、どんな効果が得ら
れるのか、想像もつきませんでした。

しかし発足後1年半を経た現在、WGは予想以上の大きな成果を上げています。その成果とは、工場同士、更に廃棄物処
理業者にとっても最適で、メリットのある、様々な廃棄物リサイクルの組み合わせを次から次へと発掘して実践し、育て
上げてきたこと。工場単独ではなし得なかった多くのイノベーションが実現しているのです。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



7工場の7人視察による「気づき」と「発見」

WGによる成果の第一は、各工場の「相互視察」による問題点の発見です。7カ所の工場を7名のメンバー全員で視察して
回ることで、思っていた以上に多くの改善ポイントが見つかりました。ある工場の担当者にとっては“当たり前”だった仕
組みや方法が、別の工場の担当者から見れば驚くほど“改善の余地がある”というケースが多々あったのです。

例えばある工場で従来から費用を払って処理していた廃棄物は、別の工場から見れば“宝の山”でした。その工場では、同
種の廃棄物を細かく分別し、一部を「有価物」として販売していたのです。銅やアルミなどの金属類はもちろん、様々な
種類のプラスチック廃棄物、洗浄などに使われる廃油類でさえも、種類や純度ごとに細かく分別することによって有価物
にできることが、相互視察を通じて分かりました。

こうした“発見”によって、例えば熊本工場では、それまで一括で処理に回していた廃油の実に4割を有価物化。処理コス
トの大幅削減と資源の有効活用を実現しています。また分別の徹底による有価物化は、処理業者の側にも「有価資源を
使ったビジネスの拡大」というメリットをもたらしています。

このほかにも、生産現場での分別を促進するための「ラインごとの課金制度」や「使いやすい保管容器の導入」な
ど、7工場の視察を通してメンバーたちは互いの工夫やノウハウを学び合い、自工場に応用することで多くの改善を実現
しています。製造品や廃棄物の種類が違っても、“志”が同じであれば、他工場から学べるものは決して少なくないこと
を、相互視察は教えてくれたのでした。



廃棄物処理業者情報の共有がもたらす活動レベル向上

パートナーとなる廃棄物処理業者情報の共有も地区連携がもたらしたメリットです。従来はどの工場も、自らの知見で
パートナーを選んでいましたが、WGメンバーがパートナー情報を持ち寄ることで、多くの廃棄物処理業者の「処理技
術」や「有価物の買い取り価格」「保有施設」などの比較が可能になったのです。そうした豊富な情報をベースに、各工
場では取引条件の見直し、より環境負荷低減につながる処分方法への変更や、優良パートナーの選定を進め、コスト削減
とともに環境保全活動のレベルアップにつなげています。

パートナー情報の共有化は、別の面でもコスト削減に役立ちました。それが「共通巡視（視察の共通化）」です。処理委
託先や処分場の視察については、3R（Reduce：廃棄物の発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：再資源化）推進に伴っ
て各工場の委託業者数は20～30社にも上り、そのすべてを見て回ることが大きな負担となっていました。そこで重複し
ている委託先については、各工場が輪番制で視察し、情報共有する方式を導入。これによって延べ350時間の時間短縮
（管理コスト削減）が実現しました。この共通化は単なる省力化ではなく、WG会議で結果のレビューを行い、必要な場
合は複数の担当者が一緒に視察して複眼で詳細なチェックを行うなど、管理の強化にもつながっています。





広域プロジェクトならではの独創的改善アイデア

複数工場の連携による「廃棄物物流の合理化・高度化」

WGによる数々の改善の中でも、独創的なものが「廃棄物物流の合理化・高度化」です。従来「廃棄物の物流コスト」
は、各工場の固定費用として扱われ、問題視されることが少ない領域でした。しかし、九州エリア全体を視野に入れ「複
数の工場から複数の処理場への物流」としてトータルにとらえることにより、この未開拓の分野でも色々な改善アイデア
が浮かんできました。その結果、7つの工場と廃棄物回収・処理業者が「WIN-WIN」の関係を保ちながら最適化を実現
するという、全国でも例を見ないユニークな“廃棄物物流システム”が運用されています。

例えば従来複数の工場が同じ廃棄物処理業者に別々に回収を委託していたものは、トラックを大型化することで1本の便
に集約しました。このアイデアは、業者にとっても稼働率が比較的低い大型トラックを活用し、運行回転率の高い小型ト
ラックを他に活用できるというメリットがあります。 更に、廃棄物の量に関係なく「週1回の定期便」を利用していたの
を、各工場の廃棄物排出量（まとまり具合）に応じて柔軟に回収する方法を考案し、積載効率を100％に近づけていま
す。このアイデアも、回収業者にとって比較的運行回転率が低い大型車の活用や運行日、時間の制約がなくなり自由度が
高まるというメリットをもたらしています。更に、回収業者・処理業者と連携して、複数の工場と処理場を回る「シャト
ル便」も創設。複数の工場から出る種類の異なる廃棄物を1本の便で回収する、という大幅な合理化を実現しました。
こうした独創的な物流システムの運用と、各工場での積載率向上、トラック大型化などにより、CO2排出量を7工場合計
で年間9.4トン、コストでは600万円もの削減を達成。パートナー業者からも輸送効率向上による環境貢献とコスト削減
を実現できたと喜ばれています。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



廃棄物物流の効率化・事例① 連携便

トラックを4トン車から10トン車に切り替えて、回収便を1本化

福岡のMFKと長崎製作所では、同一の廃棄物処理業者に廃油・汚泥の中間処理を、個別に委託していました
が、これを一本化し、トラックを大型化した上で、長崎→福岡のルートで一度に回収する便に変更。同時に回収
日についても、実際の排出量に対応したやり方に変えて積載効率を100％に近づけました。同じ方式は熊本工場
と三信電子についても実行されています。



廃棄物物流の効率化・事例② シャトル便

輸送ルートと工場の配置を考え絶妙に便を組み合わせ

長崎→北九州→福岡→長崎という「シャトル便」の運用を新たに開始しています。木材の回収・処理を専門とす
る長崎の処理業者に、長崎製作所から北九州の処理業者に送る廃棄物（廃油や汚泥）の回収・運搬を委託。その
北九州からの帰路に、福岡のMFKに立ち寄り、福岡地区の廃木材を積んで長崎に戻ってくる方法で、輸送コス
トを大幅に引き下げました。



長崎製作所 小野裕樹（プロジェクトリーダー）パワーデバイス製作所 矢野光洋

三信電子 美濃正文 パワーデバイス製作所 熊本工場 吉住秀人

三菱電機FA産業機器 濱地貴寛 福山製作所 佐藤友泰

長崎菱電テクニカ 村田 肇

地区連携の更なる可能性に挑戦する“7人の侍”

WGによる複数工場の連携は、ほかにも様々な成果を生んでいます。例えば近年、廃棄物処理の適正化のために行政主導
で普及が進められている「電子マニフェスト」。これに関しては、導入が最も先行している福山製作所が各メンバーにそ
のメリットや進め方のポイントをアドバイスし、各工場・企業でマニフェストの電子化に向けた取組が進行中です。環境
面だけでなく、コンプライアンスやリスク管理の面でも、連携が相乗効果を生んでいるのです。

WGがスタートして一年余り。更に大きな成果を目指して、メンバーたちは意欲を燃やしています。今年（2010年度）
は熊本地区の関係会社をもう1社メンバーに加える予定です。また関西エリアをはじめ、三菱電機グループの他地区の活
動とも連携をとって、互いに情報を交換しながら活動レベルを更に高めていこうとしています。

工場の所在も違えば、つくる製品も違う7つの工場で、孤軍奮闘していた廃棄物の担当者たち。それが一つに結集したこ
とで、この1年半に生まれ、育て、実現させた革新的なアイデアは数知れません。そして、多くの手応えを得たWGメン
バーは「廃棄物の仕事は面白い！」と実感しています。次はどんな工夫をしようか・・・やるべきこと、やれることは、
まだまだある。“7人の侍”たちの挑戦は始まったばかりです。

ワーキング・グループのメンバー。数々のイノベーションを創造した７人の侍だ。（左から）



鋼屑 電線 ワイヤーロープ 鋼ダライ粉
（旋盤加工で生じる金属の切粉）

木屑 廃グリス（潤滑材） 廃油 廃塗料

九州ワーキング・グループ結成の先駆けとなった三菱電機FA産業機器の成功事例

長崎製作所とMFKの連携による廃棄物改善

福岡にある当社のパワーデバイス製作所の構内に本社工場を置くMFKは、2006年の当社からの独立後、廃棄物処理の適
正化に向けて指針を模索していました。というのも、同社の製造品はホイスト（荷物をつり上げる機械）、ギヤードモー
タ（モータとギヤの機能が一体化した機械）、真空ポンプなどのFA機器ですが、福岡の工場構内の他棟が製造している
のは小さな半導体。排出される廃棄物も処理業者も異なるため、福岡の工場内には適切なアドバイザーがいませんでし
た。そこでMFKは製造品目が比較的近い長崎製作所にアドバイスを求めたのです。

これを受けて長崎製作所はMFKを視察し、様々な改善を提案。分別の徹底による「有価物化」や新方式による「廃棄物物
流の合理化」など、豊富な経験とノウハウの蓄積に基づく長崎の提案は、MFKにとってまさに“目から鱗”の連続でした。
こうして年間900万円だった廃棄物処理コストは、改善実施後には800万円の利益となり、1700万円もの収支改善を達
成。「廃棄物改善はコスト改善につながる」ことが浸透するにつれ、工場全体の再資源化意欲も高まりました。

一方、アドバイスをした長崎製作所にとっても、この取組は工場間連携の効果を認識するきっかけになりました。自工場
では“当たり前”でも、他工場から見れば“改善ポイント”──こうして1年後、長崎製作所の呼びかけによって、九州エリ
ア全体を巻き込んだWGが発足したのです。

MFKで分別回収されている資源の一例

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



長崎製作所
1923年の発足以来、重電機器や冷熱機器などの生産を通じて社会インフラ
を支えている。

「廃棄物の常識」に挑戦した長崎製作所の取組

多種多様な廃棄物をいかに再資源化するか

長崎製作所が「廃棄物の改善」を本格的にスタートさせたのは2002年。この年、環境保全の観点から所内の焼却炉が廃
止され「今後、産業廃棄物をどう処理していくか」が新たな問題として浮上しました。廃棄物担当である工場管理課が打
ち出した方針は、コスト削減と同時に「できる限り環境に負荷を与えない再資源化（リサイクル）を進めていく」ことで
した。

しかし、当時の廃棄物処理方法は、大部分が「埋立」か
「焼却」。オーロラビジョン、空調機器、発電機、プラ
ント設備など、多種多様な製品を製造する長崎製作所
は、排出される廃棄物も多品種のため再資源化が難し
く、また地域に廃棄物リサイクルに取り組む施設・業者
も少ないという問題もありました。

いかにして再資源化を進めるか。様々な情報収集の結
果、着目したのが「県外」でした。福岡や北九州には廃
棄物リサイクルの技術や施設を持つ処理業者が多く存在
します。そこで処理の比較的簡単なプラスチック類を皮
切りに、長崎→北九州・福岡という広域運用での再資源
化が始まりました。

「パーフェクト・ゼロエミッション」を目指して

長崎製作所の廃棄物改善活動の大きな特長は「真のゼロエミッション」を追求した点にあります。一般に「ゼロエミッ
ション」とは「最終処分（埋立）がゼロ」を指しますが、多くの場合、これは「直接委託によって埋立を行わない」とい
う意味に解釈されています。しかし実際は委託した「中間処理」が、単純焼却であったり、破砕や選別などの中間処理後
に焼却や埋立が行われている場合が多いのです。それでは真に環境保全に貢献する取組とは言えません。

工場管理課が掲げた最終目標は、中間処理後の二次処理、再資源化を含め、最後まで単純焼却や埋立を行わない「パー
フェクト・ゼロエミッション」を実現すること。この目標達成に向けて工場管理課は、単純焼却や中間処理後の処分先に
ついても、埋立・単純焼却からサーマルリサイクルや高炉溶融、燃料化、建材化などへ転換してもらうようパートナー業
者に要請。パートナー業者と一体で「リサイクルの質の向上」を進めました。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



細かな分別は有価物化につながる。

3R 推進協議会会長賞を受賞！

不可能を可能にした「一般廃棄物リサイクル」

これらの産業廃棄物だけでなく、パレットの廃材木などの「一般廃棄物」についても、再資源化に取り組みました。通
常、一般廃棄物の処理は行政の管轄ですが、その処理方法はほとんどが単純焼却。これではパーフェクト・ゼロエミッ
ションにはなりません。

まず排出量の多かった廃木材に関しては、一般廃棄物ではなく、産業廃棄物※として扱うことを行政に認めてもらい、木
材系の産廃業者を通じてチップなどへの再資源化を進めました。更に3Rに積極的なパートナー処理業者数社と連携して
行政に働きかけ、様々な提案と交渉を経て、この処理業者が再資源化に限った「一般廃棄物処理の許可」を得ることに成
功。一般廃棄物の扱いをこれらのパートナーに切り替えることで、再資源化を実現しました。民間業者による一般廃棄物
処理は全国でもほとんど例がありませんが、この方式は増え続ける一般廃棄物の処理問題解決に向けたモデルケースにも
なっています。

このようにパートナー業者のメリットにも配慮しつつ、様々な面で廃棄物処理の改革を進めた結果、長崎製作所
は2006年、ついに目標のパーフェクト・ゼロエミッションを達成したのでした。

※ 現在は法制度が変わり「工場の梱包木材等の廃木材」は産業廃棄物に認定されています。

「環境」「コスト」の両面で大きな成果を達成

廃棄物の「再資源化」と同時に「処理コストの低減」も、大き
な命題でした。いくら環境面で社会に貢献できたとしても、そ
れがコストアップになるのでは、企業活動として本末転倒で
す。工場管理課は、排出時における「細かな分別の推進」、生
産部門ごとの「排出責任の明確化」などを徹底することで、廃
棄物の「有価物化」更に「排出量そのものの低減」を進
め、3Rと処理コスト削減を同時に実現していきました。

更に広域運用によってコストが嵩んできた「廃棄物物流」の改
善にも着手。廃棄物排出量に応じた回収便の柔軟運用、往路の
空車便の利用、複数部門からの回収の1本化、地域の他社との
共同運用など、様々な工夫によって「廃棄物輸送便の最適化」
を進めました。

こうした数々の改善努力により、2002～2006年の期間におい
て「年平均1,300万円」のコスト削減を実現。パーフェクト・
ゼロエミッションによる環境貢献だけでなく、企業経営にも大
きく貢献しています。2007年には、全国3R 推進功労者等表彰
において「3R 推進協議会会長賞」を受賞。長崎製作所の大胆
で革新的な取組は専門機関をはじめ行政からも高く評価されて
いるのです。





長崎製作所
小野裕樹（プロジェクトリーダー）

パワーデバイス製作所
矢野光洋

“7人の侍”が語る手応え、今後の抱負

九州で進めている活動は、3R活動の新しい“流れ”を作るきっかけになると思います

廃棄物問題は、廃棄物部門だけでなく開発・設計、原料資材の調達、生産など
上流のすべての部門と連携して解決していかねばならない問題です。また、企
業として取り組む以上、経営の面での貢献を常に意識する必要があります。そ
ういった意味で、九州WGが進めている活動は、当社の3R活動の新しい“流
れ”を作るきっかけになると思います。まだ始めて１年余りですが、地域も事業
内容も違う様々な工場の担当者が集まって知恵を出し合うことで、確かな成果
を上げてきたことは非常に嬉しいですね。また、前例のない我々の様々な提案
を受け入れ、共に考え、期待に応えてくれた廃棄物処理業者（パートナー）の
皆さんにも、深く感謝しています。

環境活動への取組で本当に大切なのは、スキルや知識ではなく、「地球を守り
たい」という気持ち、心だと思います。2002年の初め、長崎製作所の廃棄物担
当として初めて「最終処分場」を視察した時の衝撃は忘れられません。深い山
奥の豊かな自然の中に突如現れた埋立場の姿は、想像をはるかに超えたもので
した。一つの集落が入るほどの大きな谷が、ありとあらゆる「産業廃棄物」で
埋めつくされた荒涼とした景色。「人間による環境破壊とは、こういうことな
のだ」と実感しました。

その後、様々な廃棄物改善活動に取り組んでいく中で、常に自分の原点にあっ
たのが、あの最終処分場での衝撃だった気がします。WGの活動を通して、知見
やノウハウだけでなく、そうした環境に対する自分の思い、マインドも皆と共
有化して、更に高い次元の行動につなげていきたいと思っています。

資源である廃棄物を、更に有効活用する方法を考えていきたい

WGに参加して自分の中で大きく変わったのが、廃棄物に対する意識です。それ
までは「出たら持っていってもらうゴミ」という、いわば邪魔者扱いだったも
のが「これも一つの資源物だ」と認識するようになりました。

次のステップとして、この資源を更に有効活用する方法を考えていきたいです
ね。例えば洗浄油などは、半導体の工場で使用したものを重電工場でリユース
（再使用）できるかもしれません。そうした色々なアイデアをこのWGや、更に
広いネットワークの中で生みだしていければと思います。そのように自分たち
の活動が経営に更に寄与できていけば、この仕事も、もっともっと面白くなっ
ていくはずだと思います。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



パワーデバイス製作所 熊本工場
吉住秀人

福山製作所
佐藤友泰

ワーキング・グループは仕事の大きな支えになっています

WGの成果の中でも熊本工場・三信電子にとって大きかったのは、廃油の有価物
化です。それまではすべての廃油を一括して、「廃棄物」として処理費を払っ
て処分していましたが、WGのアドバイスを受けてこれを分類し、両社同時の廃
油引き取りを開始したことで、全体の実に4割を「有価物」にできました。ま
た、熊本工場では、WGで得た情報をもとに2010年4月から「電子マニフェス
ト」の運用も開始しています。今後は廃油以外の廃棄物についても有価物化を
進め、更なるコスト削減を推進するとともに、そうした成果を上流の原料調達
や生産部門にも積極的にフィードバックして、工場全体のモチベーションアッ
プにつなげていくつもりです。

もう一つ良かったのは、仲間ができたこと。今では少しでも分からないこと、
疑問に思うことがあればメール一本で仲間たちに相談し、たくさんの情報をす
ぐに返してもらえます。そういう点でもWGは仕事の大きな支えになっていま
す。

小野さんというリーダーシップを取れる存在がいたことが非常に大きい

このWGの実現には、長崎の小野さんというリーダーシップを取れる存在がいた
ことが非常に大きいと思います。それまでも細々とした各所間の情報やりとり
はありましたが、お互いの距離や製造物（廃棄物）の違いから、連携はあまり
進んでいませんでした。

WGメンバーたちのアドバイスを得て、当所でもバッテリー廃棄物の有価物化な
ど幾つかの改善が進んでいます。特に処理業者については、これまで地理的に
近い企業にしか目を向けていなかったものが、回収運行ルートに着目すれば遠
方の優良な企業も利用できることが分かり、目を開かれました。WGで学んだこ
とを活かし、今後は「廃棄物」を更に大きな視点でとらえ、生産の全プロセス
から見直していこうと思います。



三菱電機FA産業機器株式会社
濱地貴寛

三信電子株式会社
美濃正文

入社2年目の若輩者ながら社長表彰もいただくことができました

2年前に入社したとき、「廃棄物」は全くの未知の世界。最初は“ゴミ”が別の製
品の原料になること自体が驚きでした。その後、長崎製作所の小野さんから環
境や廃棄物について多くのことを教わり、目を開かれるとともに、自分自身で
も色々なことを勉強して自社工場の改善に努めてきた結果、昨年は社長表彰も
いただくことができました。

やはり「費用削減」という形で目に見える成果が上がってくると、やり甲斐も
大きくなります。今後はこの福岡で得た成果を、当社の全国拠点にも展開して
いくつもりです。そして近い将来には、当社も長崎製作所のように、すべての
廃棄物を埋立・焼却しない「パーフェクト・ゼロエミッション」に挑戦してい
こうと思います。

WGの仲間たちの協力をもらって、更なるレベルアップを目指したい

このWGのような事業所連携の取組で、関係会社にまで声がかかるというのは、
今まではまずなかったこと。その意味でプロジェクトに参加できたこと自体が
一番のメリットです。規模の小さい当社では、今まで情報網も処理業者さんと
の交渉力もありませんでした。それが現在は、廃棄物や環境に関する色々な
テーマについて、広い範囲で情報が得られ、しかも気軽に相談ができる仲間が
いる。非常に有難いことです。

WGの活動によって当社もすでに幾つかの成果を上げています。「廃油の有価物
化」によって廃棄物量を削減でき、また、「電子マニフェスト」について
は、WGの皆さんからアドバイスを受けスムーズに運用を開始することができま
した。これからもWGの仲間たちの協力をもらって、更なるレベルアップを目指
したいと思います。



長崎菱電テクニカ株式会社
村田 肇

建設廃棄物の処理にも生かせる知識やノウハウをたくさん得ています

当社は三菱電機長崎製作所の生産ラインの一部を担当する一方で、自主事業と
して建物の建設・解体業を展開しています。このWGには、オブザーバーとして
勉強のために参加していますが、処理業者とのつき合い方や最終処理の考え方
など、建設廃棄物の処理にも生かせる知識やノウハウをたくさん得ています。
廃棄物担当は生産現場に対し「分別せよ」などと生産効率を妨げる立場になる
ので、日頃から孤独を感じることが多いだけに、WGで「同じ仲間がいるんだ」
という安心感を得られたことはとても大きいです。

当社が建設廃棄物の改善ノウハウを蓄積していけば、三菱電機の建設工事を伴
う事業などにも生かせるはず。いずれは何らかの成果を出して、自社とグルー
プ全体に貢献していきたいです。



長崎製作所 製管工作部長
矢野憲彦

パワーデバイス製作所 製造管理部長
坂田千富

部門長が語る今後の抱負

究極的には排出量そのものを「ゼロ化」することが理想

企業の環境活動では常に「環境」と「コスト」とのバランスが問題になりま
す。廃棄物リサイクルもしかりで、自己満足的な活動であってはなりません。
今回の WGの取組は、各所の知恵を集めることでコストを下げつつ廃棄物リサ
イクルの内容を高めていったことを高く評価しています。廃棄物担当は工場内
でもとりわけ孤独な存在です。相談したいことがあっても仲間がそばにおらず
活動に限界があったのですが、それが九州という広い地域で、フランクに相談
し合える仲間のネットワークができたことが活動に大きな力を与えました。こ
れは企業全体にとっても大きな意味を持つことだと思います。

廃棄物はいわば必要悪であり、究極的には排出量そのものを「ゼロ化」するこ
とが理想です。今後は更に視点を広げて、長崎製作所の他のセクションも一体
となって製造リードタイムの短縮、ムダな材料を買わない、余分な在庫を作ら
ないといったJust in Time活動を進め廃棄物発生量そのものを削減していきま
す。

確実に改善につながる「見える化」を日常業務でも展開していく

工場のJust in Time活動では、「生産中」の省エネやCO2削減については活発
に議論されますが、「生産後」の廃棄物については、処理方法はある程度定
まったものとして、あまり議論の対象になっていませんでした。今回のWGはそ
の部分に焦点を当て、各所が連携したきめ細かい改善によって成果を出したこ
とが大きいと思います。まだ始まって1年少々ですが、環境とコストの両面で予
想以上の成果が出ていると感じています。

この取組を通じて「見える化」の重要性をあらためて認識しました。廃棄物の
処理プロセス、処理業者など、ふだん意識しなかった部分を見えるようにして
きたことが改善につながっています。今後は当社の推進する「エコチェンジ」
のコンセプトに沿って、こうした「見える化」を他の様々な日常業務でも展開
し、従業員の意識革新と日々の改善を進めていこうと思っています。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



三菱電機FA産業機器株式会社
取締役 企画部 部長
徳光清典

廃棄物をできる限り減らすために企業活動のすべての面で改善を進めていきたい

当社は2006年の分社化までは福岡製作所の一部門として活動していたため、廃
棄物処理の専門家が社内におらず、適正処理に関する知識・ノウハウもなく、
当初は非常に苦労しました。そこで2007年に長崎製作所の工場管理課に依頼し
て1年間にわたってコンサルティングを受けたわけですが、その結果、改善が飛
躍的に進み、3R推進とコスト低減に大きな成果を上げられたことは非常に感謝
しています。

廃棄物処理の改善を起点にすると多くのことが見えてきます。廃棄物問題の本
質は、それが「いくらで売れるか」ではなく、そこに含まれる「ロス」にあり
ます。例えば製品の不良率を減らすことも廃棄物削減につながります。ロスを
出さないことがコスト低減と同時に環境保全につながる。WGの活動をきっかけ
に、そうした意識が生産現場や設計部門にも浸透してきました。今後は廃棄物
をできる限り減らすための生産計画、原料調達、設計のあり方など、企業活動
のすべての面で改善を進めていきたいですね。



株式会社新菱 資源リサイクル本部
企画営業部 課長代理
奥村龍一様

廃棄物処理業者様の声

三菱電機さんとの取り組みで得た経験を生かして
当社の事業拡大につなげていこうと考えています

産業廃棄物の処理において45年以上の長い実績を持つ当社では、資源循環型社
会を目指し、幅広く廃棄物再資源化の取組を進めています。三菱電機さんの多
くの工場とも長いお付き合いがありますが、2002年に小野さんがご担当者とな
られてから、長崎製作所とのお付き合いが本格化、そうした再資源化への取組
が更に加速しました。「パーフェクト・ゼロエミッション」の観点から、当社
の先の二次処理、再資源化のあり方について、より徹底した改善に向けてアド
バイスいただくとともに、複数工場の回収便を1本化する方式など、廃棄物物流
の合理化に関しても色々な提案をいただいています。

三菱電機さんのご担当者は皆さん非常に勉強熱心で、今では様々な業界の情報
についてこちらが教えていただくこともよくあります。三菱電機さんとの取組
で得た経験を生かして、当社の事業拡大につなげていこうと考えています。

地区連携による廃棄物リサイクル（九州エリア編）



二島工場外観 奥村様とご担当者の皆様

回収された使用済み溶剤 セメント材料になる汚泥

株式会社 新菱様のプロフィール

株式会社 新菱（しんりょう）

福岡県北九州市八幡西区黒崎
三丁目9-24ニッセイ新黒崎ビル
5Ｆ

1964年10月1日

5億円

三菱化学株式会社 100％

環境リサイクル事業、ファインケ
ミカル事業、エンプラコンパウン
ド事業、半導体製造装置や部材の
精密洗浄・シリコンウェハ再生等
の半導体関連事業、太陽電池関連
事業、半導体ICのメッキ事業など

リサイクル・ファイン事業部門
（7工場）、セミコンテクノ事業
部門（10工場、うち海外2工
場）、ウェハテクノ事業部門
（6工場）

会社名

本社所在地

設立

資本金

株主

事業内容

事業部門



株式会社ダイセキ 九州事業所
取締役所長
江越且明様

九州事業所外観 江越様とご担当者の皆様

分析室 汚泥分析用の試料

株式会社ダイセキ様のプロフィール

三菱電機さんの新しい発想は
当社にとっても大いにプラスになりました

北九州において、廃油・汚泥などの収集・運搬から中間処理・最終処分を行っ
てきた当社と三菱電機・長崎製作所さんとのおつき合いが始まったのは5年前で
す。当初「複数の工場を回る回収ルート」や「往路の空便を使った消耗品の運
搬」、「最終（二次）処分先の変更」など、当社にとって前例のない、色々な
要望をいただいて面食らった面もあります。しかし、そうした新しい発想は、
当社にとっても大いにプラスになりました。それまでは「運輸業としての合理
化」という発想自体がありませんでしたが、廃棄物物流の効率化は当社にとっ
てもコスト削減につながり、環境への貢献にもなります。また最終処理のあり
方に対する先進的なユーザー（排出事業者）のニーズも知ることができまし
た。

最近では、三菱電機さんとのお付き合いで得たものをもとに、他のお客様への
提案を行っていくという試みも徐々に開始しています。これにはお客様側の体
制や仕組みづくりも必要なので、すぐに実現は難しい面もありますが、そうし
た新しい方法や考え方を提案できる力自体が当社の競争力強化にもつながって
いくと考えています。

株式会社ダイセキ

名古屋市港区船見町1番地86

1945年11月1日

1958年10月1日

6,382百万円（2009年2月28日現
在）

東証一部、名証一部

廃油・廃酸・廃アルカリ・汚泥な
どの工業系産業廃棄物リサイクル
事業

全国6カ所（名古屋事業所、関東
事業所、千葉事業所、北陸事業
所、関西事業所、九州事業所）

会社名

本社所在地

創業

設立

資本金

上場市場

事業内容

事業所



製品のイノベーション

ものづくりのイノベーション

エンジニアたちの想い

地域と一体で環境貢献に取り組む中津川製作所・飯田工場

CONTENTS

「世界最小 モーター」が住宅の環境負荷低減に大きく貢献

“世界最小 サイズ”で「省エネ」「省資源」を同時に実現

換気扇はご使用になるお客様が直接選ぶことが非常に少ない機器だからこそ最高の環境性能を
※世界最小：全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて。2008年2月現在、当社調べ。

モーター設計・製造技術・設備開発、すべての力の結集で実現した「最強のものづくり」

コンカレント・エンジニアリングは中津川製作所のDNA

開発段階から全メンバーの技術・知識・経験を結集

真のコンカレントを実現した「飯田創造室」という空間

2009年4月公開

製品と生産の技術革新へ！

小形換気扇用モーター「minimo」は、当社が目指す「省エネ」と「省資源」を同時に実現した製品。それはモーター設
計・製造技術・設備開発など専門分野の異なる技術者たちが、一体となって最高の製品を追求する“コンカレント・エン
ジニアリング”の成果でした。環境時代のものづくりの「理想形」とも言えるその開発の実際をご紹介します。

※

※



手前が世界最小の小形換気扇用コンデンサモー
ターminimo（ミニモ）。

製品のイノベーション

「世界最小モーター」が住宅の環境負荷低減に大きく貢献

“世界最小サイズ”で「省エネ」「省資源」を同時に実現

住宅の居室や洗面所、トイレなどの換気に使われる「パイプ用ファ
ン」は、空気の通り路（風路）にモーターが位置する構造になってい
ます。このためモーターを小さくすればするほど空気抵抗が減り、換
気風量を大きくできるのですが、そこには大きな問題がありました。
単純にモーターを小形化しただけでは、電力効率が落ち、換気扇とし
ての性能が低下してしまうのです。

この難題を独自技術で解決し、モーターの性能を落とすことなく大幅
な小形化を実現したのが「minimo」です。minimoの直径（コア外
径）は、世界最小サイズの「43mm」。従来品に比べて容積で約68％
減、質量で73％減と、大幅な軽量・コンパクト化を実現しています。
これによってminimoを搭載したパイプ用ファンは、従来よりも換気風
量が約25％増加した一方で、消費電力を約22％も低減しています。ま
た小形化により樹脂や鉄・銅などの原材料も大幅に減っていま
す。minimoは限りある資源の節約にも貢献しているのです。

製品と生産の技術革新へ！



風量増と省エネも同時に実現

従来のモーター（直径67.5mm。モーターフランジ部を含む）では、風路
をふさぐモーター部分が断面積の56％を占めていました。これに対して
「minimo搭載パイプ用ファン」はその割合を28％にまで低減。風路内の
空気抵抗が大幅に減ったことで換気風量が約25％増加、同時に消費電力は
約22％減少しています。

TOPICS

小形だから省資源

※「製品と生産の技術革新へ！」トップページへリンクします。



TOPICS

「環境ビジョン2021」とminimo

創立100周年の2021年を目標年とする「環境ビジョ
ン2021」では、『地球球温暖化防止』のために「製品使用
時・生産時におけるCO2排出量を削減すること」、そして
『循環型社会の形成』のために「3R（リデュース・リユー
ス・リサイクル）を積極的に進めること」を、取組の大きな
課題としています。独自の技術革新によって「省エネル
ギー」と「省資源」を同時に実現したminimoは、この2つの
課題をともに達成した製品であり、当社の今後のものづくり
における一つのモデルケースとなっています。

換気扇はご使用になるお客様が直接選ぶことが
非常に少ない機器だからこそ最高の環境性能を

住設機器として住まいにあらかじめ組み込まれるパイプ用ファンの性能を、一
般のお客様が意識する機会はあまりないかも知れません。しかしその消費エネ
ルギーは決して小さくはないのです。

日本で使われる換気扇のうち、パイプ用ファンの占める割合は、約30％
（2007年、日本電機工業会調べ）にも上ります。さらに2003年の建築基準法
の改正で新築住宅のほぼすべての居室に「常時換気」が義務付けられたことも
あり、今後パイプ用ファンの総数は更に増大していくと予想されます。

多くの家庭で使用され、しかも一般のお客様が直接選ぶことが希なパイプ用
ファンだからこそ、当社はメーカーの責任として、できる限り優れた環境性能
を追求しました。こうした姿勢が高く評価され、minimo搭載パイプ用ファン
は、2007年度の「省エネ大賞・資源エネルギー庁長官賞」を受賞しています。



TOPICS

minimoの環境保全効果はどれくらい？

仮に当社が販売するパイプ用ファンを、すべてminimo搭載タイプに置き換えれば、年間でCO2約370トン の
省エネを実現できます。また原材料の面でも、樹脂を77トン、アルミを21.7トン、鉄を2.8トン、銅を1.4トン
削減できます。
minimoによる「省エネ」「省資源」は、日本全体では大きな環境貢献につながるのです。

※ 当社が販売するパイプ用ファンの半数を「24時間運転」、残りの半数を「5時間運転」と仮定した場合。

※



中津川製作所で生産しているモーター、手前にあるのが飯
田工場で生産しているモーター。
中津川製作所は、1943年の生産開始時から2006年までに
換気送風機を累計で1億台生産（飯田工場単独で
は2005年に累計4,000万台を突破）。自動化ラインから
生みだされる高品質で信頼性の高い製品群は、日経アーキ
テクチャ調査の「建材・設備メーカーが採用したいメー
カー」に4年連続ナンバーワンで選ばれています。

ものづくりのイノベーション

モーター設計・製造技術・設備開発、すべての力の結集で実現した「最強のものづくり」

コンカレント・エンジニアリングは中津川製作所のDNA

minimoを開発したのは、三菱電機中津川製作所・飯田工場のプロジェ
クトチーム。このプロジェクトは、スタート時からモーター設計・製
造技術・設備開発といった、各分野の専門技術スタッフが飯田工場に
結集し、全員一丸となって開発を行う“コンカレント・エンジニアリン
グ”の形で進められました。

中津川製作所 飯田工場は、ダクト用換気扇をはじめ、パイプ用ファン
などを製造する、国内トップクラスの換気扇専門工場。業界他社が海
外生産にシフトする中、同製作所ではあくまで「国内での一貫生産」
にこだわり、市場ニーズに即応した高品質の製品によって高いシェア
と顧客満足を追求してきました。

海外生産品に負けない飯田工場の高い競争力の源泉は、徹底した
「FA化（工場自動化）」にあります。製造ラインの設計はもちろん、
自動機や金型の設計・開発部門まで自前で備える中津川製作所では、
それらの要素技術の結集によって他社に真似のできない高効率・高精
度の自動生産ラインを構築。製品開発においても、設計→製造という
通常の“流れ作業”ではなく、「自動化ラインへの適合」を前提に、最
適な「モーター設計」「生産ライン設計」「設備金型開発」を各部門
が一致協力で進めるやり方を長年にわたってとってきました。“コンカ
レント・エンジニアリング”が注目されるはるか以前から、それは中津
川製作所のものづくりの基本姿勢であり、“DNA”として受け継がれてきたのです。

製品と生産の技術革新へ！



コンカレント・エンジニアリングで誕生したminimo minimoプロジェクトメンバー
左から出口（設計担当）、山口（製造技術担当）、木下
（プロジェクトリーダー）、三宅（生産技術開発支援）

minimoの技術開発体制

開発段階から全メンバーの技術・知識・経験を結集

minimoの開発においてもこの“中津川製作所のDNA”がフルに発揮さ
れました。「究極のモーター」をつくり上げるため、プロジェクトに
は営業、モーター設計、製造技術、設備開発など各部門の精鋭スタッ
フが集められ、更に当社の全国の生産現場へ技術支援を行う「生産技
術センター」にも協力を要請。経験豊富なベテランスタッフが飯田工
場に招集されました。集まったメンバーたちはものづくりの最前線で
ある“生産現場”で、各々の専門分野で培った技術・知識・経験を結
集・融合させ、最高のものづくりを追求していきました。

同プロジェクトによるコンカレントな技術開発の中でも、とりわけ大
きかったのが「設計と製造の一体化」による技術革新です。例えば
モーターコイルを絶縁する巻枠を分割し、銅線を目一杯巻いた後に別
部品を挿入して絶縁する「巻枠分割方式」。従来のモーターの常識を
破るこの方法は、minimoの小形化・高効率化の大きなポイントとなっ
た新技術ですが、この発想はモーター設計に「製造」の視点を融合さ
せたからこそ生まれたもの。まさに中津川製作所ならではのイノベー
ションです。

設計面だけでなく製造面においても、コンカレント・エンジニアリングによる数々の技術革新が成し遂げられました。長
年モーターの設計を担ってきたスタッフを生産技術担当に抜擢することで製造プロセスに新たな視点を導入し、更に生産
技術センタースタッフ、設備開発担当者も一体となって様々な技術・ノウハウを融合。他工場でもほとんど例のないライ
ンのワーク搬送方式開発から新たに取り組むなど、あらゆる工程においてロスを省き、最高の製品を高精度かつスピー
ディに製造するためのイノベーションに取り組みました。



「創造室」は、製造ラインのすぐ脇の特等席に！

真のコンカレントを実現した「飯田創造室」という空間

minimo開発におけるこうした「コンカレントなものづくり」の実践に
当たって、大きな役割を果たしたのが「飯田創造室」の存在です。こ
の「創造室」は、飯田工場に設けられた実験・開発部品の保管場所で
あり、かつプロジェクトメンバーが自由に集い、意見を交わすための
ミーティングスペースです。

製造工場である飯田には、本来「開発部門」は存在しません。しかし
「製造現場から遠く離れた隣県の中津川で開発を進めていたのでは、
本当のコンカレント・エンジニアリングは行えない」との考えから、
プロジェクトのスタートと同時に、飯田工場の入口のすぐ脇に、すべ
ての開発メンバーが集まれる場所が作られました。製造ラインまで歩
いて数十歩という“特等席”に開発の拠点を置くことで、設計と生産の
融合を図ったのです。

コンカレント・エンジニアリングを理想に掲げる工場は多いものの、
実際の開発プロセスでは、各分野の専門性が強いこともあり普段は別々に技術開発を進め、定期的な会議で互いの調整を
図るというケースがほとんど。これに対して「創造室」では、全メンバーが一カ所に集まり、現実に動いている製造ライ
ンを目の当たりにしながら、製品機構や製造プロセスの改善について具体的な議論を戦わせました。「会議室での調整」
ではなく、ものづくりのまさに「現場」において、“フェイスtoフェイス”の緊密なコミュニケーションと“全員一丸”の姿
勢を実現した「創造室」は、真のコンカレント・エンジニアリングに不可欠な“装置”だったと言えるでしょう。

創造室に集うエンジニアたち。全員が「最高のものづくりを」という思いを胸に、議論を尽くす。



TOPICS

電力損失の約4割を占める「1次損失」を減らそう！

◆コイルの抵抗を小さくするために「集中巻」を採用して5割減！

一般にはモーターを小形化すると、出力が減るだけでなく電
力効率も低下してしまいます。「いかにして小形化と高効率
化を両立させるか」という難題を解決したのが、「巻線」の
工夫でした。
モーターの電力損失で特に大きいのは、「1次損失」。1次損
失とは、電源を接続するコイル（巻線）に電流が流れると電
気抵抗で発熱して電力を損失することを言い、小形コンデン
サモーターの損失の約4割も占めます。これを減らすた
め、minimoには、一般的な「分布巻」と異なり、固定子
（モーターの回転しない部分）に銅線を直接巻き付ける「集
中巻」を採用。コイル（巻線）抵抗による電力の1次損失を
約5割も減らすことに成功しました。

◆コイルの抵抗を小さくするために「巻線占積率」を増やして2割減！

スロット（溝）数の少ない集中巻きには「デッドスペース（コイルを絶縁する巻枠が邪魔で銅線が巻けない部
分）が大きくなる」という問題がありました。これを解決したのが、巻枠を分割して従来巻けなかった部分にも
線を巻き、はみ出した部分に後から別部品を挿入して絶縁するという「巻枠分割方式」。巻線占積率（スロット
の面積に対して銅線の面積が占める割合）を従来比で12％増やし、1次損失を更に2割減らすことに成功しまし
た。

※「製品と生産の技術革新へ！」トップページへリンクします。



高速・低ショック搬送コンベヤ。minimoに求められ
る高い精度を確保するため、積載部品に衝撃を与え
ず、しかもスムーズに、素速く動くコンベアを生産技
術センターと設備開発部門が一緒になって新開発。生
産機器の開発を外部委託せず、設計と一体で製造機器
の開発を進めることで「最強の製造ライン」が構築で
きたのです。

従来は箱に並べた部品をロボットがパレットに一個ず
つセットする方式でラインに供給していましたが、こ
れを内製のパーツフィーダによる「直接部品供給方
式」に切り替えることで、上流での人手によるセット
の手間を省きました。

溶接用はんだコテに、ラインが一定時間停止すれば待機中の温度を下げる新機構を採用。わずかなロスも見逃さ
ず、徹底的に省エネ合理化を進めるという姿勢が貫かれています。



プロジェクトリーダー
中津川製作所 飯田工場
木下治雄

エンジニアたちの想い

「史上最強の換気扇モーター製造ライン」を構築する

この20年、中津川製作所は自動化技術の徹底によって優れたモーターをいくつも開発して
きましたが、そのベースには営業、モーター設計、生産技術、設備開発、すべての部門が
力を結集し、一体となって課題に取り組む「コンカレントなものづくり」の姿勢が常にあ
りました。
プロジェクトリーダーに任ぜられたとき、私には「この中津川のDNAを、次世代に継承し
ていかねば！」という強い思いがありました。更に言えば、それは「日本のものづくりの
灯を消してはならない！」という思いでもありました。そのためプロジェクトでは「究極
のモーター」の開発と同時に、「史上最強の換気扇モーター製造ライン」を作り上げるこ
とを目標に掲げました。中津川の培ってきたコンカレントなものづくりの力を最大限に発
揮すれば、品質はもちろん納期やコスト、そして環境面においても、“最高の製造ライ
ン”を構築できると信じていました。

真のコンカレント・エンジニアリングを次世代へ

製造現場がすぐ前に見える“一等地”を確保し、そこにメンバーが自由に議論できる「創造室」を設けたのもコンカレン
ト・エンジニアリングを実践するためです。この部屋でプロジェクトメンバーたちは毎日のように議論を戦わせ、モー
ター設計や製造プロセスでの数々のイノベーションを成し遂げました。その結果、素晴らしいモーターが完成できたこと
はもちろん、そうしたプロセスを通して長年培われてきた“中津川のDNA”を若い世代に伝えられたことが、今回の最大の
成果だと思っています。現在では「創造室」の存在は、製作所内のみならず生産技術センターまで広く知れわたり、今後
も新たな要素技術開発の発掘など、様々なプロジェクトにこの部屋が活用されていくでしょう。若手たちが真のコンカレ
ント・エンジニアリングによって、社会にも環境にも貢献する最強のものづくりを更に進化させてくれると期待していま
す。

製品と生産の技術革新へ！

開発・製造が真に「一体」となったコンカレント・エンジニアリングは、当社の目指すものづくりの理想形。それを実践
し、究極のモーター「minimo」開発を成し遂げたプロジェクトメンバーたちの声を紹介します。



設計担当
中津川製作所
出口 学

製造技術担当
中津川製作所 飯田工場
山口秀哉

全員が妥協することなく課題を達成できたことに満足

今回のプロジェクトで一番嬉しかったのは、本当に「思い通りのモノ」が作れたことで
す。通常の開発では各部門の事情によっていくらかの妥協が生まれるものですが、本プロ
ジェクトではモーター設計も製造技術も設備開発も、メンバー全員がそれぞれの理想をぶ
つけ合いながら、妥協することなく課題を達成できました。それも専門分野のメンバーた
ちが、製造現場を臨む「創造室」で徹底的に議論し、密なコミュニケーションの中で問題
意識を共有しながら、チーム一丸で様々な課題に取り組めたから。その意味で、minimoは
飯田だから作れたのかも知れません。
設計担当者というのは、ともすれば製品の性能だけを追い求めがちになりますが、今回の
体験によって、それでは本当に社会に役立つものづくりはできないことがよく分かりまし
た。今後は製造現場の課題、更には営業のキャッチした市場ニーズなど、幅広い視点を
持って開発に携わり、更に環境負荷の低い製品を開発していこうと思います。

設計と製造技術の両視点で製品を考える貴重な体験

私は長年モーター設計部門に所属していましたが、今回のプロジェクトを契機に初めて製
造技術課に移り、製造面での技術開発を担当しました。製造技術の視点から製品を見るこ
とで、モーターにとって何が必要なのか、初めて分かったことが数多くあり、また、これ
まであまり意識していなかった製品と環境のつながりについても認識が深まりました。
更に大きいのは、異なる専門分野の人間がチームを組み、それぞれが持てる知見とアイデ
アを出し合いながら、一体となって課題解決に取り組むことの有効性を身をもって学べた
ことです。プロジェクトの仲間たちと議論を重ね、最高の製品と製造プロセスを一致団結
して追い求める中で、中津川の自動化ラインがそういったコンカレント・エンジニアリン
グの結晶であったこともよく理解できました。こうした経験は、たとえ望んだとしてもな
かなかできるものではないと思います。貴重な体験をさせてもらったことを感謝するとと
もに、今回の体験で自分が個人として得たものを、今後は組織全体へ広げ、世界の中での
中津川の競争力を更に高めていこうと思っています。



生産技術開発支援
生産技術センター
三宅展明

モーター開発のDNAを全社で発展させていきたい

プロジェクトリーダーの木下さんが開発協力を求めて尼崎の生産技術センターに来られた
とき、彼は「日本のものづくりの灯を絶やさないためには、海外生産に負けない最高の生
産ラインを構築せねばならない！」という決意をつづった一枚の文書を携えていました。
私はその熱い思いに共感し、ぜひ成功させたいと感じたのを覚えています。
中津川製作所と生産技術センターによるモーター開発の歴史は20年前にさかのぼります。
当時、先輩諸氏は巻線のしやすさに着目して鉄心を分割する構造を考案し、モーター性能
向上と自動化の両立を達成しました。これが当社のポキポキモータ誕生にもつながった、
作りやすさを考慮したコンセプト“生産設計・自動化”の始まりです。今回、プロジェクト
の若手メンバーは、そのDNAを受け継ぎ、ほかの製作所の技術者を巻き込みながら、アイ
デア討議を重ね、世の中にないモーターとラインを実現しました。
このような設計と製造が一体で進むという基本スタンスは、優れた製品作りはもちろん、
環境貢献の面でも必要不可欠です。生産技術センターでは、今後もこのDNAにこだわりな
がら、全社のモーター仲間とともに、世界No.1のモーター作りに向け邁進したいと思いま
す。



荷姿改善で、ひと月当たり400箱を削減

部品工場からのトラック運行回数
2回線削減に成功

年間12.7トンのCO2を削減！

地域と一体で環境貢献に取り組む中津川製作所・飯田工場

全従業員で環境配慮を進める「環境JIT活動」

1974年、換気扇の専用工場として操業を開始した中津川製作所・飯田工場は、1998年には住宅用太陽光発電システムの
生産工場を併設。中津川製作所と一体となって環境に貢献する数々の製品を世に送り出してきました。同工場では、事業
活動全体を通しての環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。「環境JIT活動」と呼ばれるこの取組は、工場で使用
する電力・ガス・重油などのエネルギー資源の節減はもちろん、排水の浄化処理や冷却水の循環利用による河川環境の保
護、廃棄物削減・再資源化によるゼロエミッションの推進など、幅広い領域に及んでいます。

一人ひとりの従業員が、日々の業務の中で環境への高い意識を持てるよう、飯田工場では電力やガスだけでなく、鉄、
銅、アルミ・樹脂などすべての資源（原材料）をCO2に換算。例えば鉄1トンの節約は1.5トンのCO2削減に相当すると
いったように「すべての改善活動はコスト削減はもとより、環境貢献にも直結するものである」との意識を現場に浸透さ
せることで、「全員参加型」の改善活動（もったいない作戦）につなげています。

環境JIT活動事例
荷姿改善による積載効率向上で、部品外注工場からの納品トラック運行回数を削減

地域の環境リーダーとして行政・市民とともに活動

中央アルプスの豊かな自然に恵まれた飯田市では、「持続的発展が可能な地域社会」の実現を目指し、独自の「環境プラ
ン」に基づいた様々な取組が展開されています。そのリーディング事業の一つに位置付けられるのが「太陽光発電システ
ムの普及」です。飯田市では1997年度から太陽光発電システムを設置する市民への資金融資あっせんと利子補給金交付
を行うなど、普及に向けて積極的な施策を展開。「『おひさま』と『もり』のエネルギーが生む低炭素な環境文化都市の
想像」活動で「環境文化都市」に選定され、当社の太陽光発電システム事業拡大に大きな期待が寄せられています。

また2000年に飯田市で発足した「地域ぐるみ環境ISO研究会」の活動にも参加。同研究会はもともと環境ISO14001の
認証取得を目指して市内の企業5社が組織した勉強会ですが、現在では飯田工場を含む地域の29事業所が加盟し、地域の
環境文化創造になくてはならない組織へと発展しています。飯田工場は同研究会の副代表として自治体の環境フォーラム
で講演を行うなど、企業・行政・住民が一体となった地域ぐるみの環境活動に積極的に参加しています。

製品と生産の技術革新へ！



「地域に開かれた工場」を象徴するリンゴの木

飯田工場の「地域と一体になった環境貢献」のシンボル的な存在が、工場の正門周辺に立ち並ぶ78本ものリンゴの
木。35年前の工場創設時に植えられたもので、工場緑化による環境貢献だけでなく、飯田の特産物であるリンゴの木を
フェンスの代わりにすることで“地域に開かれた工場”という基本姿勢を広く示すものとなっています。

長年にわたり多くの従業員たちが丹精込めて世話をし、大きく成長した木々は、毎年秋の収穫期にはおおよそ3万5千個
ものリンゴを実らせてくれます。一つひとつの実にステンシルを貼って「MITSUBISHI」のロゴマークを浮き出させた赤
いリンゴの実は、飯田工場の“名物”として地域住民に親しまれ、工場見学者へのお土産のほか、地域の老人ホームや養護
施設などへも寄贈されています。また毎年12月には、近隣の養護施設の子どもたちを工場に招いて「リンゴ狩り」のイ
ベントを開催。参加した子どもたちからは毎回「ありがとう」「おいしかった！」と、感謝の手紙がたくさん寄せられて
います。

飯田工場。手前のリンゴの木々はフェンスになっています。リンゴには、当社のマークのステンシルをはってい
ます。2008年は「ダクト用換気扇40周年」を記念した特別バージョンも。

リンゴ狩りに参加した子どもたちからプレゼントされたポス
ター。
当日の思いを書いた作文もいただきました。



中津川製作所
飯田工場長
白金義康

VOICE

「もったいない」の精神ですべての資源を大切に

現代は「環境」を抜きにして事業を語ることはできない時代ですが、環境貢献を
何か特別な活動と捉えていては、なかなか進むものではありません。そこで原点
になるのは、「もったいない」という気持ちだと思います。電力やガスなどのエ
ネルギー資源だけでなく、鉄や銅などの材料も、オフィスで使う紙も、すべての
資源を「もったいない」と、一人ひとりが意識することが日常的な環境活動につ
ながっていくとの考えから、中津川製作所では環境活動を「もったいない作戦」
と名付け全従業員参加で推進しています。企業にとっては原価低減・コスト削減
は重要ですが、それ以前に“かけがえのない地球の資源を大切に使おう！”という
意識が大切なのです。
もう一つ重要なのは「地域と一体になった活動」です。当然ながら環境活動は一
社だけで進められるものではありません。私自身も飯田市の進める「地域ぐる
み」の活動において講演などをさせてもらっていますが、地域のいろいろな立場
の方々とお話しする中で、教えられることが多々あります。今後も地域との一体
性を更に深め「もったいない」の精神で、地域ぐるみでの環境貢献を進めていこ

うと思います。



古くなった自動車機器を新品同様に再生（リサイク
ル）する、カリフォルニア州での「リビルト事業」
を紹介します。

詳細はこちら

高効率と軽量化によって自動車の燃費低減に貢献す
るオルタネータ。その開発最前線と米国に向けた生
産の「現在」をレポートします。

詳細はこちら

米国拠点での廃棄物削減の取組

ゼロエミッション達成を間近に控えた米国拠点における「廃棄物の有価物化」に向けた取組をお伝えします。
詳細はこちら

2009年6月公開

リビルトと開発で環境対応

燃料を消費し、ガスを排出する自動車は地球温暖化に大きな影響を与えます。自動車機器のリーディング企業として、世
界中に多くの製品を提供している当社にとって、自動車の環境負荷を低減することは重要な責務です。
この特集では、世界一の自動車大国アメリカにおいて、当社の自動車機器事業が進めている最新の取組を「地球温暖化防
止」と「リサイクルの推進」の両面から取り上げます。



MEAA-OC（カリフォルニア州）

リビルト事業はリサイクル事業

自動車機器の「リビルト＝再生」を推進して循環型社会の形成に貢献

当社は、アメリカ・カリフォルニア州のオレンジカウンティに
あるMEAA-OC（Mitsubishi Electric Automotive America -
Orange County）にて、スタータやオルタネータなど自動車
電装品のリビルト事業を展開しています。
スタータは、エンジンを始動するための「最初のひと回し」を
外から行うモータです。例えば、小さな芝刈り機などでは、ひ
もを引いて始動しますが、それと同じ役割を担うものです。
オルタネータは「発電機」です。自動車には多くの「電気機
器」が搭載されていますが、これらに電気を供給するためには
バッテリーだけでは電力不足。そこで発電機、オルタネータの
搭載が不可欠なのです。

自動車を5年、10年と使用していると、過酷な環境や使用条件
によっては部品が傷んだり、性能がダウンしたりすることがあ
ります。オルタネータやスタータも例外ではありません。しか
し、「オルタネータが壊れた」と交換したものの、実は電極部
分が腐食しているだけだったり、浸水で摺動部分が磨耗してい
るだけだったりなど、問題があるのは構造の中の一部だけ、と
いうケースが多く見られます。それならば、壊れた部分を交換
して新品同様に再生し、元の機能をよみがえらせようというの
が「リビルト」の考え方です。

当社は現在、アメリカ本土に4カ所の製造・販売拠点を設けて
自動車機器事業を展開していますが、最初の拠点がこのカリ
フォルニアで、1979年から約30年に渡ってリビルト事業を継
続してきました。現在はリビルトする製品も増加し、普通車用
はもちろん、小型車用、ヘビーデューティと呼ばれる大型車用などに、幅広くリビルト品を提供しています。また、回収
した製品（コア ）からは今後の改善に役立つ様々な情報を得ることができ、こうした情報は定期的に日本の開発拠点へ
フィードバックされています。
新たな資源投入量を減らすことができるリビルトは、循環型社会の形成に役立つ事業です。当社は、自動車メーカー様か
ら回収した「自社製のオルタネータ」を、「自社製のパーツ」で再生しており、「リビルトでありながら純正品」という
スタイルを確立。高い性能と品質により自動車メーカー様からの厚い信頼を得て、リビルト事業を拡大しています。
※ コア：故障などにより交換対象となった古いオルタネータやスタータ。

リビルトと開発で環境対応

※





オルタネータが「リビルト」されるまで

例えば、自動車メーカー様から回収したオルタネータは、以下のような手順でリビルトしています。





現地スタッフの「やる気」と「アイデア」がMEAA-OCの求心力です

MEAA-OC ゼネラル・マネージャー
片島 正

私は姫路製作所で長らく回転機の設計、品質に従事した後、メイソンの工場を経
て、5年前にMEAA-OC（以下OC）に赴任しました。現在、OCのリビルト事業は着実
に伸びています。生産性も大幅に向上し、供給能力も品質も安定軌道に乗っていま
す。これを支えているのが現地スタッフのモチベーションの高さ。皆OCで働くこと
を誇りに思ってくれているのが伝わってきます。

例えば、毎朝の定例ミーティングなどの場で、現場のマネージャーたちから画期的な
改善提案が挙がることも多く、生産性や品質の向上に役立つアイデアが次々に出てき
ます。その積極的な姿勢は、リサイクルや省エネなど環境負荷低減活動においても同
じです。カリフォルニアはかつて大気汚染などに苦しみ、そのために1970年代の有
名な「マスキー法」をはじめ、様々な排ガス対策を打ち出してきました。現在でも、
環境対策を柱とするオバマ政権の下、環境関連の法規制や助成政策に関して全米を
リードする州です。そんなカリフォルニアに位置するOCだからこそ、スタッフの一
人ひとりが育ててきた環境意識が日々の環境活動にも活かされているのだと思いま

す。

私は、スタッフのこうしたモチベーションや意識の高さを最大限に活用することが自分のミッションであると思っていま
す。一人ひとりの意見やアイデアに耳を傾け、日本との橋渡しをして、彼らを手助けすることでリビルト事業を発展さ
せ、OCで働く人々の満足度も高めていく。そんなWin-Winの関係を続けていきたいと考えています。

明るくパワフルな「カリフォルニアっ子」揃いのOCの面々



日米連携で最先端のオルタネータを供給

自動車機器の環境性能向上で地球温暖化防止へ——自動車機器のR＆D

自動車機器を多くの自動車メーカー様に提供する当社は、「高出力・高効率化」と「小型・軽量化」によって燃費低減に
貢献しています。中でもオルタネータについては、自動車に搭載される機器の電動化が進むにつれ、更なる効率向上が課
題となっています。オルタネータやスタータの開発を一手に担っているのは、日本の姫路製作所。アメリカだけでなく世
界の自動車メーカー様共通の要求である「小型・高出力・高効率」に応え、それぞれの車種や必要な電力量に応じた最適
設計を行うマザー工場としての機能をここに集約しています。

姫路製作所では1960年代からオルタネータの開発を始め、高出力・高効率化を進めてきました。現在普及している第6世
代、第8世代の機種に加え、2006年には第9世代の開発を成し遂げました（下図参照）。“自動車機器の電動化が進め
ば、必要な電力量も増える、しかし小型化もしたい”、そんなリクエストに応えた第9世代は、ポキポキモータ を応用し
たコイル密度を向上させる工法を採用し、発電部分の形状の最適化と小型・高出力・高効率化を実現。さらに、高出力と
静粛性を両立するなど、当社の「ものづくり」の歴史で培った技術力を発揮して、時代の要求に的確に応える製品を生み
出しています。

※ ポキポキモータ：鉄心と鉄心の間を広げてコイルを巻くことで高密度化を実現したモータ。

リビルトと開発で環境対応

※



メイソン工場（オハイオ州）

日・米拠点の連携によって、環境によい製品の普及を拡大

当社は、「高出力・高効率」のオルタネータやスタータを姫路
製作所で開発していますが、このうち米国向け機種の生産はオ
ハイオ州メイソンのMEAA-MSN（Mitsubishi Electric
Automotive America - Mason）で行われています。

環境対応で遅れをとっていた米国の自動車産業は、現在、オバ
マ新政権が掲げる環境政策、「グリーン・ニューディール」の
影響もあり、自動車の小型化や燃費低減、更にはハイブリッド
車や電気自動車の開発へと舵を切ろうとしています。このよう
な状況の中、当社には、燃費低減に有効な高出力・高効率のオ
ルタネータ、小型・軽量のスタータを幅広い車種に供給できる
数少ないメーカーとしての期待が寄せられています。

また、当社は「フルサポート・サプライヤー」として、開発の
初期段階から自動車メーカー様とともに取り組み、生産・供
給・補用・リビルトにいたるまでフルレンジのサービスを行っ
ています。高効率化等によって環境負荷の軽減に貢献する自動
車機器を全米に拡販するMEAA（-DET , -MSN, -
MVL ）、省資源化に有効なリビルトを推進するMEAA-OC
——。当社は、OEM製品提供とリサイクル品提供の両輪で、こ
れからも米国の自動車環境負荷対策を支えていきます。
※1 MEAA-DET（Mitsubishi Electric Automotive America-Detroit）：

ミシガン州デトロイト。
※2 MEAA-MVL（Mitsubishi Electric Automotive America-

Maysville）：ケンタッキー州メイズビル。

※1
※2



ハイブリッド電気自動車の普及にも貢献

「環境対策の現実的選択」として注目されるHEV（ハイブリッド電気自動車）。ここにも当社のインバータが
導入されています。インバータは、バッテリーのDC（直流）電力をAC（交流）電力に変換すると同時に、モー
タの回転数を最適に調整する働きがあり、省エネに貢献します。ガソリンエンジンの運転比率を下げるために電
気モータを用いるHEVでは、モータやバッテリーの容量を大きくし、また調整範囲も広くする必要がありま
す。その分、通常の機器よりも小型・高効率化への要求はシビアになります。
HEVのバッテリーとモータとの間に設置され、バッテリーのDC電力をAC電力に変換してモータに供給する
「DC／ACインバータユニット」として、当社のIPU（Intelligent Power Unit） が自動車メーカー様に採用さ
れています。最近では、多くの注目を集めている本田技研工業様の「インサイト」にも搭載されまし
た。HEVや電気自動車は、今後世界中の自動車メーカー様が開発に力を入れていく分野。当社はこれからも自
動車機器と半導体の技術を磨き、自動車メーカー様の多様なリクエストに応えることで、自動車の環境配慮に貢
献していきます。
※ 当社のIPU（Intelligent Power Unit）：本田技研工業様ではIIU（Intelligent Inverter Unit）と呼ばれています。

DCブラシレス
モータ式

ステッパモータ式

目立たないけど環境に貢献。「EGRバルブ」にも当社ならではの技術力

EGRバルブとは、簡単に言うと排気ガスをエンジンの燃焼室に戻す量をコントロールする装置。ディーゼルエ
ンジンではNOxの削減に一役買い、ガソリンエンジンでは、ピストンが上下するときのエネルギーロス（ポン
ピングロス）を解消し、燃費低減を助けます。
EGRバルブには、アクセルの踏み具合やエンジンの回転数に連動し、ガスの供給量をすばやくかつ細かくコン
トロールできることが求められます。当社はそうした要望をクリアし、ディーゼル車用として出力・応答性に優
れたDCモータ式EGRバルブ、ガソリン車用として小型で安価なステッパモータ式EGRバルブを提供。当社の技
術力は自動車のあらゆる部分に活かされ、環境負荷の低減に貢献しているのです。

自動車機器サイトはこちら

※



オルタネータ開発・製造の最前線から

姫路製作所 所長
大橋 豊

自動車機器メーカーとして社会にどのように貢献できるかを考えると、エンジンから
出力エネルギーを効率的に引き出す製品、そして、引き出したエネルギーを効率的に
使うことのできる製品を開発・供給することだと思います。それを実現することは、
自動車メーカー様、ひいては、自動車を購入されるエンドユーザーの方々にも満足を
提供することになるからです。

また近年は、ハイブリッド車が注目を集めていますが、この分野では当社の強みであ
るパワーエレクトロニクス技術が発揮できます。半導体デバイス設計、回路設計、構
造設計などをいかに車載用に最適化するかが今後の腕の見せどころです。人と環境に
やさしい21世紀の自動車社会の創造に貢献するべく、今後も技術の研鑽に励んでまい
ります。

姫路製作所
回転機第一製造部 部長
谷本 晋吾

姫路製作所では、1960年代からオルタネータの開発を行っており、「お客様の要求
に徹底的に応える」ことを一貫して追求してきました。この姿勢が技術力に磨きをか
け、信頼性の高い競争力のある電装品を生み出せている源だと思います。今後いっそ
うの高効率化が求められる中、我々の得意とする要素技術開発力と生産技術力でブレ
イクスルーを達成したいと思います。



米国拠点での廃棄物削減への取組

ゼロエミッションまであと一歩！MEAA-MSNの取組

オルタネータやスタータを生産するMEAA-MSN 。日本から送
られてくるパーツや、現地で調達する部品などはすべて、緩衝
材にくるまれ、段ボールの箱に収まって納品されます。また、
製造工程においては、コイルなどの金属も使用しています。こ
の10年ほどの間、これら段ボール、発泡スチロール、金属片と
いった廃棄物の最終埋立量を削減することがMEAA-MSNにお
ける課題でした。

これら廃棄物を単に「ゴミ」と考えるならお金を払って処分し
ければなりませんが、それではコストがかかってしまうだけで
なく、最終埋立量を減らすことにもつながりません。そこ
でMEAA-MSNでは、廃棄物の「有価物化」——つまり「売れ
るゴミ」にすることに注力しました。「ゴミ」ではなく「資
源」として、「商品」として、リサイクル業者に引き取っても
らうための仕組みを構築し、様々な工夫を考えたのです。更に
作業で使った手袋や書類、メモにいたるまで徹底的に「再資源化」を進めた結果、MEAA-MSNは2010年までに「ゼロエ
ミッション」＝「廃棄物ゼロ」を達成できる見通しになっています。
※ MEAA-MSN（Mitsubishi Electric Automotive America - Mason）：オハイオ州メイソン。

リビルトと開発で環境対応

※



リサイクルボックスの設置 発泡スチロールの圧縮 金属の分別

段ボール圧縮機

MEAA-MSNでの取組事例



環境カレンダー
MEAA-MSNで働くスタッフの子どもたちが環
境をテーマにして描いた絵をカレンダーにしま
した。

廃材から計算機
スタッフのアイデアで生まれた廃材を使った計
算機。地元の小学校で使われています。

廃材でバードハウス
工場から出る廃材を使ってバードハウスを作
成。ムラサキツバメが巣作りを始めました。

「エコノミー＝エコロジー」で環境意識を浸透させています

MEAA-MSN 環境安全衛生担当
スコット・ステファンソン

私は、環境ISOの担当も含めて10年以上、MEAA-MSNの環境負荷削減に取り組んでき
ました。この間、MEAA-MSNにおける最大の課題は、廃棄物の最終埋立処分量を削減
することにありました。私たちは様々な工夫でリサイクルを実践してきましたが、こ
うした活動を定着させる上で重要なのは、現場スタッフの「リサイクル意識」を高め
ることでした。そこで私たち環境安全衛生部門では、年に1回のスタッフ向け環境研
修で、「日々の生産活動の中で環境負荷を削減することが利益を生む」、すなわち
「エコノミー＝エコロジー」という実利的なアプローチについて教育し、「リサイク
ルは大切」という認識を浸透させてきました。その結果、リサイクルに対する意識は
変化し、現在ではスタッフから「これもリサイクルできるのでは？」といったアイデ
アも出るようになりました。
「環境ビジョン2021」の考え方は、重要なテーマをシンプルで分かりやすく示してい
ると思います。現在、MEAA-MSN、MEAA-MVLでは、四半期に1回のマネジメント・
レビューを実施するなど、環境負荷の低減を全社的な活動として位置付けています
が、今後は現場のスタッフにも環境ビジョンの考え方を浸透させ、ゼロエミッション

の次のゴールに向かって活動を継続していきたいと考えています。
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