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EnMS、EMS、OHSの3本統
合システムで全事業所をカ
バー

―大日本スクリーン製造全社における
ISOマネジメントシステムの認証の流れを
紹介ください。

まずISO 14001については、各事業

所サイト単位で認証取得を行って、その

後グループ会社でも個別に認証取得し

て、2009年度にこれらをまとめて全社統

合システムにしています。OHSAS 18001

は、全社統合システムとして、まず本社、

久世事業所、久御山事業所の３サイトを

対象に一つの仕組みで認証取得して、1

本の統合システムを各事業所に広げてカ

バーしてきました（図表１）。
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ISO 50001と14001、OHSASの統合を図り
全事業所を対象とした統合EHSを導入

大日本スクリーン製造 (本社：京都市)は洛西事業所において、2010年7月、エネルギーマネジメントシステム・ISO/DIS 50001の第三者認証を

取得した。認証機関はBSIグループジャパン。同社は、半導体・液晶製造装置、印刷関連機器などの産業用機器トップメーカーで、中でも半導体製

造の一翼を担うウエハー洗浄装置分野において、3つの装置で世界トップのシェアを誇る。事業の特性上、エネルギー使用は多く、その使用量も年

度、期によって大きく変動するといい、エネルギーマネジメントシステム（EnMS）の導入効果を見込んで、取り組んだという。本誌2010年11月号で

は、特集を組んで大日本スクリーン製造の洛西事業所におけるEnMSの取り組みを詳しく紹介した。そこで今回は、大日本スクリーン全社を対象

に、EnMSも含んだ統合EHSと、取得から1年経ったEnMSの運用状況、さらに前回、紹介しきれなかった認証取得の背景などについてまとめた。

(編集部)

図表１　MS導入の流れ
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今回のISO 50001については、洛西

事業所でDIS(国際規格案)で認証を取

得、そのエネルギーマネジメントシステム

（EnMS）を、昨年度後半から東京を除く

全事業所に広げる取り組みをはじめてい

ます。実はこの動きに合わせて、EnMS、

EMS、OHSMSを一本に統合した統合

EHSの導入を進めています。この統合

EHSは複数規格のMSをまとめるととも

に、本社と国内全7事業所をまとめて一

つのシステムで管理する仕組みでもありま

す。

2011年7月にはこの統合EHSで審査

を受けています。認証登録については、7

月に審査を受けてISO/DIS 50001、

ISO 14001、OHSAS 18001の認証が

それぞれ継続される結果をいただきまし

た。ただし、認証範囲について厳密にいえ

ば、ISO 50001では、大日本スクリーング

ループのエネルギーファシリティ設備の運

用管理を担当しているジェランが管理して

いない、グループ会社と一部サイト、テナン

トの東京事業所、これらを対象からはずし

ています。

なお、ISO 9001については事業部門

単位で認証取得しているので、この統合

EHSには含んでいません。

―大日本スクリーン製造では全社を挙げ
て環境配慮の取り組みを進めるために経
営 戦 略を組んでおり、今 回 の ISO
50001認証取得もその一環の活動です
ね。

現在取り組んでいる環境安全経営中

期戦略『グリーンバリュー21』は2009年度

に策定したものです。この戦略では数年

毎に目標を設定していますが、長期コミッ

トメントは「事業を通して『新しい環境社会

への貢献』に努める」とうたっています(図

表2参照)。第一次『グリーンバリュー21』

の導入も、この中期戦略の一環です。図

表3で、2010年度の『グリーンバリュー21』

の成果を紹介します。

では、「環境安全経営の効率化とグロー

バル化」を掲げ、「①環境品質の向上」

「②災害ゼロからリスクゼロへ」「③心身と

もに健康な人づくり」を目標としており、

ISO 50001のEnMSを含んだ統合EHS

図表３　2010年度　『グリーンバリュー21』の成果

図表２　『グリーンバリュー21』長期コミットメント
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―EnMSを導入した背景について。

エネルギー管理体制の見直しに迫られ

たことが挙げられます。2009年4月に省エ

ネ法が改正され、事業全体における報告

が義務化されました。この改正では年平

均1％以上のエネルギー消費原単位の低

減が義務化されています。同年9月には

民主党政権になったため環境政策が加

速されたのはご存知のとおりです。また、

2010年に入ると4月には東京都が排出

量取引制度をスタートさせ、10月に地球温

暖化対策基本法案が閣議決定されてお

り、ここでは国内排出量取引制度の創設

や地球温暖化対策税の導入などが明記

されています。

こうした外部環境の変化に伴い、大日

本スクリーン製造では『グリーンバリュー

21』でいろいろな対応を重ねてきました。

ただ残念なことに課題も出てきたのです。

具体的には、まず事業所単位で構築、運

用していたEMSの不効率性がありまし

た。また、GHGデータの信頼性は十分と

は言えない状況もありました。さらに、環

境、とくにエネルギー管理体制に関して

は、全社への運用改善の働きかけ、経営

陣への設備投資の働きかけが不十分で

した。同時に、顧客からの要望としても、

CO2に関連して、EICC(電子産業倫理

指針)の順守、ESG対応が求められる状

況が生まれ、具体的には2009年には

EICCレポート、2010年にはカーボンレポー

トの提出を迫られる事態になったのです。

こうした状況のために、とりわけエネル

ギーに関して、第三者機関による監査、デ

ータの検証の必要性を強く感じていたと

いうのが背景です。

約4.7千万円のコスト削減を
実現

―そこでISO 50001の認証取得に取り
組んだのですね。昨年春からEnMSの構

築に取り掛かり、実際に運用してきた効
果について。

まず、大日本スクリーン製造グループ全

体における取り組み効果を紹介します。

エネルギーパフォーマンスの改善目標と実

績をまとめたのが図表４です。ここで示し

ているとおり、2010年度の環境目標の主

要項目の一つとして、CO2排出量削減を

設定しました。具体的には「生産原単位

で1％以上削減（排出総量で3％以上）」

「エネルギーコスト比率を生産原単位で

5％以上削減」の2テーマを掲げており、そ

の結果については、金額換算で約4.7千

万円のコスト削減を実現しています。

次に、洛西事業所のEnMSの導入効

果については図表5のとおりです。これを

機器別で紹介すると、冷温水発生機2号

機を中古設備導入で更新しており、この

イニシャルコスト削減額が約39,000千円

でした。また、CR用温水2次ポンプの稼動

時間見直しによってのコスト削減額は

図表４　エネルギー効率向上による経営的な効果
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3,100千円／年となっています。ちなみに

CO2削減量は110ｔCO2／年、エネルギー

削減量は、原油換算で60kl／年を実現

しています。

―洛西事業所でEnMSを構築した際、ポ
イントとなったのは。

EnMSを構築する上で、一番手間がか

かるのがエネルギーレビューの実施です。

ここでは、より多くのエネルギーを使用して

いる領域、要因を分析特定し、削減する

ための優先順位付けを行います。洛西事

業所で著しいとした設備は、「吸収式冷

温水機（3台）」「空気圧縮機（2台）」「ク

リーンルーム空調機（一部既にINV制御

済）」「熱源ポンプ（一部既にINV制御

済）」、そして「蒸気ボイラ」の５つです。こ

れらの設備についてEnMS目標として、

「エネルギー起因のCO2排出量原単位と

業所にスライドさせるためです。このやり

方は研究開発と生産系という違いはあり

ましたが、非常に効率的でした。いきなり

全事業所で、あるいは生産系事業所で

ISO 50001に取り組んだらここまでスム

ーズにはいかなかったとみています。

エネルギー効率が変化する
要因の把握がエネルギー管
理のポイント

―現在、統合EHSの本格的に運用して
いますが順調ですか。

年度途中で見込みですが、EnMS上

の目標は達成できつつあり、試算した予

想どおりのエネルギー削減が達成できる

と期待しています。ですが削減効果が得

られるだけでは、満足する気はありませ

エネルギーコスト原単位をエネルギーベー

スラインより10％以上削減する」と設定し、

達成する活動を展開してきました。

その活動内容は、「冷温水発生機2号

機の更新」「CR用温水2次ポンプの稼動

時間見直し」「空気圧縮機の更新計画」

「冷水・温水2次ポンプの改修計画」「そ

の他著しいエネルギー使用上位設備の

省エネ計画（蒸気ボイラ、CR空調機等）」

でした。

―洛西事業所の認証取得後、EnMSを
全７事業所に広げていますね。

昨年の後半から取り組んでいます。今

回、まず研究開発業務が中心の洛西事

業所で認証取得して、その仕組みを他の

生産系の事業所に適用範囲を拡大して

いく流れをとりました。洛西事業所で新た

に作った文書、あるいは考え方を他の事

図表５　2010年度洛西事業所での効果
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ん。仕組みとしては完成しています、結果

も出ています、では何でその結果が出た

のか、このつながりを分析するつもりで

す。どの事業所において、どのプロセスの

エネルギー効率が、どの程度改善された

ことで、結果の数字が出てきたのか、完全

に把握することでさらなる改善につながっ

ていくからです。そのためにはエネルギー

系統図が役立つはずですし、エネルギー

レビューによって揃えた全事業所のさまざ

まなデータが役立つはずです。分析する

体制は整っていますので、しっかり検証し

ていく予定です。

―今回のレビューで揃ったデータを活用
していくわけですね。

実はこの分析が、エネルギー管理のポ

イントになるとにらんでいます。以前からエ

ネルギー管理で問題だと感じていたの

は、消費エネルギーという視点で工程単

位で細かく把握できておらす、いわばコン

トロールできていなかった点です。たとえ

ば、省エネの数値目標を設定して取り組

むわけですが、実際にいろいろやって結

果が出てきて目標との差異があったとしま

す。ここで、目標を上回っているなら押し

上げた要因、逆なら押し下げたそれがある

はずですが、把握はできていませんでし

た。出てきた結果を結果として受けるとめ

るだけにとどまっていたのです。ここをしっ

かり把握できれば、さらなるエネルギー効

率の改善が可能になるはずです。

―3本をまとめて統合EHSを構築した際、
ポイントとなったのは。

以前は、OHSMSについてはサイト管

理、EMSについては製品の環境影響を

重視しており組織別・ライン管理で動かし

ていました。これを統合するにあたって複

ることも検討してみてください。

―前回の取材で「ISO 50001はエネル
ギーというテーマを企業における大きな取
り組みテーマに据え、その改善を追求す
るための土台役として活用できるとみて
います」とコメントしてくれました。

EnMSを実際に1年間運用してみて、

この見方は確信に変わっています。紹介

した洛西事業所では1年前の取材時に

挙げた目標を達成しています。今後も大き

なコスト削減が可能となるISO 50001を

いろいろな場面で活用していくつもりで

す。▼

（取材日：2011年7月22日）

合体にして、テーマによって、サイト管理あ

るいはライン管理と使い分けています。とく

にOHSMSについては、従来のサイト単

位の管理だと、たとえばある事業所で起こ

った事故情報が社内全体で共有しにくい

などの弊害がありました。これが統合する

ことで、全事業所における情報共有や取

り組みの横展開がスムーズになっていま

す。

なお、統合EHSマニュアルについて

は、EMSの統合マニュアルをベースに、

OHSMSのマニュアルを加え、さらに

EnMSの要素を盛り込んで作成していま

す。

―ISO 50001にこれから取り組む組織
にアドバイスをお願いします。

まず、経営層に明確に目標を立てても

らうことが欠かせないと思います。ISO

50001によるエネルギーの効率化は、直

接、収益に結びつきます。そこで事務局

は、削減量などの予想効果を経営陣にア

ピールしてみるのも一つの手だと思いま

す。

次に、ISO 14001のEMSを構築済み

なら活用することをお勧めします。新たに

EnMSを導 入 するといっても、ISO

14001の認証を取っているならゼロから

構築する必要はありません。EMSとは相

当似ているので、運用している仕組み、現

場ですでに行っていることを上手く利用し

て、シンプルで実際に使えるシステムを目

指すことがポイントでしょう。同じことは省エ

ネ法の対応にもあてはまります。

あと、「2：8の法則」を念頭に進めるとい

いでしょう。これはエネルギー使用量の上

位20％を占める機器が、全エネルギー使

用量の80％を使っていることを指します。

エネルギー管理にはメリハリをつけること

が効果的ですから、対象とする機器を絞
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