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連載：ISO 50001認証事例シリーズ
第2回 株式会社パルコスペースシステムズ

省エネを基軸に
一層のビジネス強化と社員意識向上をはかる
取材先／株式会社パルコスペースシステムズ
常務取締役 蟹江 龍 氏／管理本部総務人事部長 鈴木一樹 氏／同部総務課長 長山峰大 氏

パルコをはじめとする小売業の商業施設を主なクライアントとするパルコスペースシステムズでは、
クライアントに対しては省エネ・省コスト提案を
積極的に行うことで高い評価を得るとともに、社内の環境活動としては全社横断的なプロジェクト活動を展開し、情報共有と将来政策の検討を続
けていた。
そんな中、
エネルギーに特化したISO 50001の存在を知り、社員の意識向上と社外への信用強化をはかるため、認証取得に取り組むこ
ととなり、
日本品質保証機構
（JQA)の審査のもと、2011年8月12日同規格による認証登録を完了した。認証取得への取り組み経緯について、同
社の常務取締役・蟹江龍氏、管理本部総務人事部長・鈴木一樹氏、
同部総務課長・長山峰大氏から話を聞いた。
（編集部）

認証取得の動機

当社としても環境（省エネ）活動の全社

の１つが、社外への提案力をもったビジ

横断的なプロジェクトとして、2008年9

ネスの強化です。具体的には当社のプ

─認証取得を決断された背景は。

月にはECOプロジェクト、2010年4月に

ライベートブランドの照明器具を基軸とし

はチャレンジ25委員会を設置し、いくつ

た「 P'es Lighting 拡販プロジェクト」

かの行動計画を策定しました。
そのうち

と、パルコ内施設管理を基軸とした「ミ

国内外の環境意識の高まりの中で、

ニESCO／ 省エネチューニングプロジ
■ 株式会社パルコスペースシステムズ 会社概要
1969年4月、
西武流通グループ・西武家 ◇本店所在地＝東京都渋谷区神泉町8-16
電設備サービス
（株）
として設立。
1986年7 ◇代表者＝藤島基照◇設立＝1969年4月
月に商号を
（株）
西電工とし、
2000年9月に ◇資本金=4億9,000万円◇売上高=188億
（株）
パルコの子会社（株）
パルコプロモー 3,000万円(2010年度実績)◇従業員数
ションと合併し、
（株）
パルコスペースシス =1,381名 (内正社員465名)◇ISO 9001
テムズに。
空間創造、
管理運用という分野 登録日＝
【第一事業本部】
2000年9月
（認証
でパルコをはじめ様々な商業空間におい 機関：JQA）
【
、総合設備部門】
2001年11月
て、
蓄積された空間演出プロデュースから （認証機関：JTCCM）
◇ISO 50001登録
開業後の運営管理までのノウハウや技術 日＝
【本社】
2011年8月
（認証機関：JQA）
を積極的に提供。
事業は、
①建物・設備の維持管理、
大型改
装の全体統括などを含めたビルのトータル
マネジメントサービスを提供する第一事業
本部、
②設計・施工・メンテナンスなど総合
的にビルをサポートする第二事業本部、
③
商業施設における電気設備、
情報通信工事
を担当し、
特に照明分野では施工部門と連
動した省エネ＆ECO提案を実施している
エンジニアリング本部、
が3本柱。
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ェクト」の推進で、
これは現在も展開中
です。
２つめの行動計画は、社内にお
ける省エネに関する啓蒙活動とシステ
ム構築です。社員一人ひとりの行動が
省エネに基づいたものでなければ、顧
客への提案に対しても説得力がありま
せん。
これまで当社は、
「チームマイナス
６％」
（ 2008年6月参画 ）や「チャレンジ
25キャンペーン」
（ 2010年 4月参 画 ）な
どの地 球 温 暖 化 防 止 運 動や、社員の
ECO検定受検に対する支援に取り組
んできましたが、エネルギーに特化し、当
社の指 針とも合 致したISO 50001に
出会い、
さらなる社員意識の向上と継
続的な環境改善を目指し、同規格認証
取 得に取り組むことを決 定しました。
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2010年 12月から取り組み始め、2011
年 4月に運 用 開 始 、8月には認 証を取
得しました。

取り組みの中で
心掛けたこと
─取り組みの中で苦労された点はどんなと

─ ISO 14001ではなく、いきなりISO

ころでしょうか。

50001の認証取得に取り組まれたのは？
当社はこれまでもクールビズやウォーム
当社は10年前にISO 9001の認証を

ビズなどの実施により、今回さらに詳しく

取っていますが、
それは、
まず現場におい

電気使用量の改善活動を行うことにつ

て事故を起こさないことが品質のメインで

いては特に抵抗はありませんでした。
ま

あるからです。ISO 14001の認証取得よ

た、10年前にISO 9001の認証を取得し

りも、
まずISO 9001の運用をしっかりやる

ていますので、PDCAなどマネジメントシス

ことが重要でした。
また、ISO 50001の認

蟹江龍・常務取締役

証取得の大きな要素は「省エネ推進」で
あり、
それは当社の成長戦略の一つであ
る
「P'es Lighting」の営業にもつながっ

ISO 50001 エネルギー方針

ています。
環境マネジメントシステムのベースが
ない中でISO 50001に取り組んだの
で、環 境 面での仕 組みや社員意 識の
浸透などでは、社員全員の理解と協力

基本方針
株式会社パルコスペースシステムズは、
パルコグループの一員として、商業施設等の開
発サポート、設計、施工、監理、運営サポートとそれに関連する分野のなかで、地球エネ

が求められました。ISOはトップダウンの

ルギーとの関わりを重要テーマと認識し、持続可能な社会を次世代に残していくため、
エ

規格であるとよく言われますが、当社の

ネルギー保全活動を推進します。

ISO 50001への取り組みについては、
ボトムアップでの取り組みも認証取得の
大きな力となりました。特に、東日本 大
震災以降、社員が自主的に電気を切る
など節電に努めるという状況が出てきま
したので、社員全員の意識が変わるこ
とがいかに省エネにつながるかを痛感
しました。

行動指針
１． 業務活動を通じてエネルギーを効率的に使用するとともに、
エネルギー効率の優れ
た製品やサービスの購入に努め、
エネルギーパフォーマンス改善のための設計を支
援する。
２．エネルギー使用、使用量及び効率に関連する法的要求事項、及び当社が同意す
るその他の要求事項を遵守する。
３．エネルギーパフォーマンスの目的、
目標を設定するとともに、
目的、
目標を達成するた
めの情報や必要な資源を確実に入手し、実行計画を立案、実施し、
レビューするこ
とにより、
エネルギーパフォーマンスの継続的改善を目指す。

─認証範囲を本社に絞っておられますね。
はい。当社には本社以外に20数拠点
の事業所（主にパルコ店舗内）
がありま
すが、照明や空調が独立して管理しやす
い本社でまず認証を取得することにしまし
た。本社でISO 50001の運用を学び、必
要があれば全社的に水平展開することも

４．エネルギー教育や広報活動を通して、
このエネルギー方針を社員など関係者に周
知し、社員など関係者はエネルギー使用の効率的な取組が重要な経営課題である
ことを認識し、行動する。
２０１１年 ３月 １日制定
２０１１年 ４月１０日改訂
２０１１年 ７月１１日改訂
株式会社パルコスペースシステムズ
常務取締役

蟹江 龍

考えています。
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テムの仕組みについては社内で周知さ

積書を出して欲しい」
といった要求は非

れていました。
しかしながら、ISO 9001認

常に多いので、
「ノー残業デー」
というの

証取得当時は、一時的に書類が増えて

はむずかしい面も多いのですが、逆にこ

業務への負荷が増大したこともあったの

のように続けていくことで、
クライアントから

で、ISO 50001でも同様のことがあっては

の理解も徐々に得られてくるのではない

ならないと考え、社員に大きな負担をかけ

かと期待しています。
また「ノー残業デー」

ることなく日常業務がそのままISO 50001

の支援策として、全員がノー残業を達成

に直結するような仕組み作りを心掛けま

するとレクリエーション補助費をプラスす

した。

るというインセンティブも同時に実施しま

ただ、本年においては、社会的に節電

した。

今回取材にご協力いただいた蟹江龍・常務取締役
（写真中央）／鈴木一樹・管理本部総務人事部長
（右）
／長山峰大・同部総務課長
（左）

とより、新規の顧客に対しても積極的に

を呼び掛ける傾向が強まるとともに、社員

アピールすることで、営業力が強化される

の自主的な節電活動が促進された結

のではないかと期待しています。

果、
当初目標としていた基準を大きく上回
る節電活動ができています。
これについ

今後の課題

最後に、
これはISO 50001の要求事
項を 超える試 み になります が 、ISO

ては、特殊要件とはいえ、
どこがどのように

─認証取得後の取り組みについて、
どのよ

50001のエネルギーマネジメントシステムを

節電されたかをきちんと
「見える化」
し、来

うに考えておられますか。

顧客への提案に生かし、顧客の管理す
る施設をも当社の活動対象とし、顧客の

年度以降の改善活動につなげていきた
ISO 50001の認証取得は、
当然のこと

エネルギーマネジメントをより効果的に改

ながら、
ゴールではなく１つの経過点と考

善するツールとして活用していきたいと考

─震災後の取り組みとして、何か特徴的

えています。環境負荷低減のために、
自

えています。▼

なものがあれば。

社内の節電活動でできることはまだまだ

いと考えています。

（取材日：2011年9月1日）

たくさんあると思わ れます ので 、ISO
当社はこれまで、水曜日を
「ノー残業デ
ー」
として、18時の終業時間を厳守する

50001の手法を駆使しながら継続的に改
善を続けていきたいと考えています。

活動をしていたのですが、本年について

今回、客観的かつ国際的な裏付けの

はワークバランスの最適化と節電への寄

ある認証を取得し、
それを運用していると

与を目的として終業時間を16時までに短

いうことは、
当社の顧客要求を満たしてい

縮し、
7月から9月まで実施しました。

ることにもつながります。顧客に対する営

仕事柄、
クライアントから
「明日までに見

業を支援するツールとして、既存顧客はも

節電ポスタープロジェクト

P'es Lighting 導入事例

全社員対象に「節電ポスター」
を募集、最優秀
作品に選ばれた
「○●スイッチ」
プロジェクトのポ
スター。

福岡パルコでの直営展開ショップに導入された
オールLED照明。大幅な省エネ・省コストを実現
している。

104

アイソス No.169 2011年 12月号

ISO50001 REPORT
ISO 50001認証取得を目指して発行された社
員向け情報誌「ISO50001 REPORT」。2011
年6〜8月にかけ第20号まで発行された。
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ISO 50001認証事例シリーズ

【エネルギー計画書】
（抜粋）

１．エネルギーレビュー
（１）
エネルギー使用及び消費の状況把握と分析、評価
エネルギーの種類
照明用電気

部署
（業務）
（台数）

関連設備
電灯
ツイン蛍光灯45W
10F 134灯
11F 377灯

本社10F、11F
1212.54m2

要員
（人数）

作成日

作成者

承認

2011年4月10日

管理責任者

経営者

平均使用量
評価
実績
（KWH/月）

想定使用量
（KWH/月）

約200名
（座席数）

45W
× 511灯
× 12H
× 22日
（概算） 6,000

事務作業用電気

デスクトップ
（Dt)ＰＣ

180台

（
（Dt 68W×180台）
+
（Nb14W×30台）

2008年度
20,367
2009年度
19,517

○

2010年度
18,002

評価基準：◎改善の余地が大いにある ○改善の余地がある ×改善の余地がない、
または使用量が多くない △ 改善の余地はあるが、
財政上、
運用上等で制約がある

（２）
著しいエネルギー使用及び消費の領域の特定
著しいとする基準：上記評価で◎もしくは○の領域
（2011年3月31日現在）
エネルギーの種類
照明用電気

設備、装置

＊著しいエネルギー使用に関係する変数：時間外勤務数など

プロセス

電灯
ツイン蛍光灯45W
10F 134灯
11F 377灯

要員

本社のフロア照明

全従業員

変数＊
点灯時間
（時間外勤務数）
面積

エネルギー実績
（KWH/月）
（概算） 6,000
（1日12時間、
月22日で算出）

（３）
改善の機会
（どのような改善の余地があるかを記載、複数ある場合は優先順位をつける）
１．パソコンのタイプをデスクトップからノートブックに変更
２．時間外勤務の削減
３．こまめな電源オフなど不要電力の削減のための社員の省エネ意識向上の啓蒙
（４）
エネルギー使用量の将来予想
①何も対策を打たない場合
（割愛）
②対策を打った場合
（エネルギーの長期削減計画）
年度

エネルギーの種類と使用量計画
（KWH/月）
照明電力・作業用電力

空調電力

基準値

19,295

7,359

2011年度

17,000

7,100

行動計画
【2010年度までの主な活動実績】
複合機1台減、
パソコンをノートタイプに一部切り替え、
クールビズ・ウォームビズ実施
パソコンをノートタイプに切り替え、時間外勤務削減の取り組み
社員への啓蒙・教育、
クールビズ・ウォームビズ実施

２．エネルギー指標とエネルギー基準値の決定
（割愛）
３．エネルギー目的、
目標の設定
項目

設定数値

設定根拠及び配慮事項

エネルギー目的

2015年度の本社における照明、
事務機器、
空調の
電気使用量（エネルギー目的目標計画/報告書参照）

2011年以降、電気使用量を毎年削減し、
長期削減計画の2015年度の
本社電気使用量をエネルギー目的とする。
従来、電気使用量の削減活動を実施していたので、
その延長で取り組む。

エネルギー目標

2011年度の本社における照明、
事務機器、
空調の
電気使用量（エネルギー目的目標計画/報告書参照）

長期削減計画の2011年度の本社電気使用量をエネルギー目標とする。
従来、
電気使用量の削減活動を実施していたので、
その延長で取り組む。
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