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レビューで使用量を客観的に把握
効果的なエネルギー使用の効率化を実現
取材／株式会社山﨑砂利商店
土壌環境事業部リーダー 釜本 英一 氏
（支援コンサルタント 株式会社グリーン・アソシエイツ 代表取締役 池口 和広 氏）

株式会社山﨑砂利商店（本社：滋賀

石業務」
「産業廃棄物処理」
「汚染土壌

ーを消費するために、エネルギー使用の

県大津市）
では、2011年7月、
エネルギ

のリサイクル」
「リサイクル業務」
「土木建

効率化が私どものビジネス上、
キーポイント

ーマネジメントシステム・ISO 50001の第

設業」
を主な業務としています。現在は4

となっているからです。
さらに今回、新たな

三者認証を国内で初めて取得した。審

代目の社長ですが、組織の活性化をねら

MSに取り組むことで組織を活性化させ

査を担当した認証機関はBSIグループジ

って、品質・環境・労働安全衛生・情報セ

るというねらいもありました。
４つの統合

ャパン株式会社。ISO 50001は、企業

キュリティの４つの統合マネジメントシステ

MSにISO 50001のエネルギーマネジメン

などが利用・排出するエネルギーの総合

ム
（MS）
で認証取得を実現しています。

トシステム
（EnMS）
を加える形にした上

的な管理を目的に開発された国際規格

今回、ISO 50001に取り組んだのは、

で、認証機関も４つの規格の機関とは異

で2011年6月15日発行されている。
この

事業自体がその特性上、
エネルギー消費

なるBSIにしたことは、刺激を期待しての

規格の要求事項によるエネルギーマネジ

に密接に絡んでいること、
とりわけプラント

ことです。

メントシステム
（EnMS）の構築、運用を

の運営や設備の使用で大量のエネルギ

行うことで、組織はエネルギー効率の改
善、CO 排出量とエネルギーコストの削
2

減、
さらに自組織の省エネ活動の客観視
などが実現できる。山﨑砂利商店の取り
組みを聞いてみた。
（編集部）

プラント運営や設備の使用で
大量のエネルギーを消費する
ことからISO 50001に着目
─ISO 50001の認証取得に取り組ん
だ理由は。
山﨑砂利商店は、琵琶湖からの砂利・
川砂の採取販売で創業し、現在は、
「砕
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■ 株式会社山﨑砂利商店 概要
山﨑砂利商店は、1927年5月、琵琶湖からの 得し、現在に至っては、
「砕石・砕砂製造」
砂利・川砂の採取販売からスタートして、取 「土木建築」
「産業廃棄物処理」
「リサイクル」
り扱い商品の主流は、砂利・川砂から、砕 を主な業務としている。創業以来、一貫とし
石・砕砂、リサイクル製品へと移行していく て「顧客尊重」のスタンスを守り続けながら、
中、骨材の生産販売を手がける一方で、1973 「全従業員の安全で健康な生活の確保」を推進、
年には、土木建築業に進出、1994年には、産 さらに、
「自然環境の保護」にも最大限の注意
業廃棄物の処分業及び収集運搬業の許可を取 を払っている。
◇所在地＝本社：滋賀県大津
市浜大津4-7-6 工場：途中
工場 (湖西支店)・大津市伊香
立途中町［384,831平方メー
トル］ 北浜工場・大津市
和邇北浜1148［23,350,89
平方メートル］◇代表取締
役＝山﨑公信◇設立＝1950
年4月◇ISO 50001登録日＝
2011年7月（認証機関：BSI）
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図表2 エネルギー方針

－今回、
取り組んでみた感想は。


ISO 50001はエネルギーの効率化を押し進め、
それが事業



自体の効率化を実現するというのが分かったときは、
まさに自分
達の業務に役立つと確信しました。実は初回審査で審査員と
やりとりする中で、
この点が理解できたのですが、
それまで作っ
てきたマニュアル・文書類やエネルギーレビューなど一連の作業
の意味がしっかり理解できたのが、
振り返ると印象的でした。
－ISO 50001が求めているEnMSとは、
システムとプロセスを
確立して、
エネルギー効率を改善して、
コスト削減、温室効果ガ
ス削減を実現し、継続的改善を可能にするプロセスを導入する
ことで、
より効率的なエネルギーの使用を促進し、
エネルギーモ
ニタリングプランとエネルギー利用状況の分析を可能にするも
のです。エネルギーを多く使う事業なら、
まさに事業自体の効率
化につながっていきますね。
ISO 50001は単に省エネ対策だけということではなく、
エネル
ギーについてどう使っていくのか、
もっと戦略的に考えていくこと
で、
事業の効率化につながっていくツールといえるでしょう。

事前の入念なスケジュー
リングが効果的

図表１ 認証取得までのスケジュール

－ではEnMS構築について順を追
って説明してください。
図表１のスケジュールで進めまし
た。取り組みを本格的にスタートさ
せたのは2011年に入ってからで
す。最初に品質・環境・労働安全
衛生・情報セキュリティの４つの統
合MSのうち、対応ISO 50001と規
格の構造が近い、ISO 14001に関
する状況の確認を行いました。続
いてEnMSを構築するにあたって
は、
まずその方針を示すことが必要
です。
エネルギー方針(図表２)を策
定しましたが、MSの構築はトップの
意向がすべての基本なのでこれは
社長にお願いしています。
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－まさに図表1の左欄項目がEnMSを作

策定までのエネルギーレビューについて

います。今回、著しいと評価したエネルギ

る際の主な項目ですね。

詳しくお願いします。

ー使用設備は、湖西支店の汚染土壌処
理プラントです。

エネルギー方針を作った後は、ISO

レビューでは、
より多くのエネルギーを使

50001で要求されているエネルギーレビュ

用している領域、要因を分析特定し、削

ーの手順についてまとめたレビュー規定を

減するための優先順位（省エネルギーの

作成しています。続いて過去の１年間に

可能性が高い）付けを行うことになりま

該当プラントについては、現在のダンプ

関して月別のエネルギーデータの実績値

す。私どもの事業は「砕石業務」
「産業廃

などによる場内運搬形態をベルトコンベア

の把握、今年度のエネルギー使用量の

棄物処理」
「汚染土壌のリサイクル」
「リサ

などの電力稼働の施設に置き換えて、軽

－対応策については。

推測と続き、
エネルギー使用領域を特定

イクル業務」
「土木建設業」
と多岐にわた

油の消費を削減させることにしました。
ま

した上で、関連性のある設備を特定して

りますが、
それぞれの事業の工程ごとに

たあわせて、現在、湖西支店では、
ダンプ

いく作業を進めていきました。
また並行し

エネルギー使用工程表を作成しています

や重機を使って材料や製品の移動を行

て教育用のさまざまな資料や省エネルギ

（図表３）。
この表で作業の流れの中で

っており、
そのための燃料（軽油）
を大量

は、具体的にどういう機械・機器を使っ

に消費しています。
そこで、
エネルギー消

て、
それぞれのエネルギーの使用量はど

費量抑制の観点から、
ダンプや重機の使

れくらいかを洗い出しています。
この工程

用を抑えるため、材料や製品の移動をで

表で得られた結果を、本社、第一工場

きるだけ減らすことや、電力使用の施設

（湖西支店）
、第二工場
（最終処分場）
で

に変更することなど、燃料（軽油）消費削

まとめたのが、
エネルギー消費一覧表（図

減に向けた施設整備を行っていくことに

ー管理標準全般も整備しています。

著しい評価基準は、法的要
求、実現性、財政的裏付け
－側面の洗い出しから、
目的・目標、計画

表４）
です。

しています。具体的な削減量については
エネルギーマネジメントシステム構築の過

図表3 エネルギー使用工程表

－著しいとした設

程できちんと試算しています……

備は。
－目的・目標と達成するための実施計画
続いて著しい設

は。

備を評価していま
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すが、
この評価で

図表5が目的・目標の一覧です。
ここで

は、
まず 図 表４に

は本社、湖西支店、最終処分場ごとの目

おいてエネルギー

標を設定しています。
この目標を達成する

使用が多いことが

ためのエネルギー消費量削減計画につ

明らかになったも

いて、
まず本社では「事務所におけるエネ

のを候補として挙

ルギー消費効率化活動（電力使用）」
と

げ、
その中から、法

して、
「エアコン設定温度を控えめにす

的な要求、実際の

る」
「使っていない照明器具や各種電気

現場における運営

製品のスイッチを切る」
「待機電力を削減

や技 術 面での実

する」
「今後導入する電機機器は省エネ

現性、
そして財政

マーク入りを選ぶ」
といった取り組みを行

的な裏付けという

います。

判断基準をもって

次に湖西支店では、先ほど紹介した取

総合的に判定して

り組みで、軽油使用から電力使用へシフ

特集_山崎砂利4

2011/07/08

0:01

ページ 25

特集 ISO 50001本格運用開始

図表４ エネルギー消費一覧表

トさせます。同時に、
プラント施設における
エネルギー消費効率化活動を進めていま
す。具体的には施設に関しては、
「より効
率の良い作業動線を検討する」
「プラント
各種機器の配置を検討する」
「作業内
容に合った重機の種類を検討する」
「省
エネタイプの機器を選ぶ」
といったことで
電力や燃料の使用量をおさえるようにしま
す。
また、個々の作業対応に関しては、
「プラントの運転効率を上げる」
「機械の
空運転を減らす機器メンテナンスの頻度
を上げる
（作業効率が下がる前に）」
「重
機や車両の運転効率を上げる」
「重機メ
ンテナンスの頻度を上げる
（作業効率が
下がる前に）
」
などに取り組んでいます。
さらに事務所については、
「エアコン設
定温度を控えめにする」
「使っていない
照明器具や各種電気製品のスイッチを
切る」
「待機電力を削減する」
「今後導

図表5 エネルギー目的・目標 実施計画表

入する電機機器は省エネマーク入りを選
ぶ」
といった取り組みに加え、建替え計画
があるので、
エネルギー消費効率の最適
化を配慮した設計を行うことを検討して
います。
（ 最終処分場のエネルギー消費
量削減計画については省略）
－今回、
エネルギーレビューでは相当、細
かな点までデータを取りました。
図表４の消費一覧表を作るだけでも非
常に意味があったと考えています。
こうし
たデータを揃えることで、各プラントや設備
のエネルギー使用量を客観的に判断す
ることができ、
エネルギーを大量に使用し
ているものが判明したからです。闇雲に節
電、省エネをするのではなく、
より多くのエ
ネルギーを消費するプラントのエネルギー
使用効率を改善することで、効率よくエネ
ルギー使用量の改善が実現することが分
かったからです。
なお、今回エネルギーの指標となるEnp
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むしろ苦労したのは、従業員に対して
の周知徹底ですね。講習会を開催しまし
たが、詳しい内容を盛り込みすぎたことも
あり、
なかなか理解してもらうのは大変で
した。
いかにわかりやすい言葉で伝えて、
実際の行動につながるように説明するこ
とが重要ということです。
そこでマニュアル
やテキストだけの教育だけでなく、エネル
山﨑砂利商店 釜本 英一 氏
（右）
、
グリーン・アソシエイツ 池口 和広 氏

ギー消費効率化のために実施すべきこと
を名刺サイズのカードに記載し、
それを全
社員に配布し、常に携帯し確認できるよう

図表6 携帯カード

にしています(図表５)。

得られた優先順位に従い
取り組みを継続
－今後の予定について。
今回、ISO 50001の認証取得という目
標があったので、社員全員一丸となって
「エネルギー使用の効率化」
という意識を
常に持ってもらうことができたのは、振り返
ってみると大きな導入成果だと考えてい
ます。実は私どもの取り組みは、3月11日
インディケーターの原単位としては、
「会社

ルギー消費を考えると、各々の種類で大

の東日本大震災で日本国内において省

全体で使用する原油換算エネルギー消

差はありません。
そこで「砂利・砂、木チッ

エネへの関心が非常に高まっている時期

費量（Ｌ）／湖西支店で生産する砂利・

プ」生産に関する業務を中心に、
その生

と合致します。同時に、福島原発事故の

砂、木チップの生産重量（ｔ）」
と設定して

産重量を原単位と考えることとしていま

影響もあり、エネルギー使用の効率化を

います。
こう設定した理由は、事業売上が

す。

含め、企業におけるリスク管理全般の見

砂利・砂、木チップの生産に関するものが
そのほとんどであるということ、
これらの生
産には、砕石業はもちろんのこと、
コンクリ

携帯用カードで従業員の意
識向上を図る

ートがらや木くずを処理して、再生骨材
（砂利・砂）や再生燃料（木チップ）
を製

直しの機運も高まっており、
この時期に、
ISO 50001に取り組んだことは運命的な
ものを感じます。
今後の豊富としては、
エネルギーレビュ

－文書類の作成は。

造することも含まれるからです。
さらには、

ーにより、エネルギー使用の効率化のた
めに、取り組むべき優先順位が明確にな

今後の主力業務となると期待している汚

4つのマネジメントシステムの統合マニュ

っています。
その優先順位に従って全体

染土壌処理業務も、土壌の洗浄処理な

アルが既にあったので、今回、新たにISO

的な整合性を取りながら、
プラントや設備

どを行い砂利・砂を作り出すため、
これら

50001のマニュアルを作りましたが、重な

の更新も検討して、
さらなるエネルギー使

の業務に含まれることになるからです。砂

る項目などは「統合マニュアル参照」
とす

用の効率化を実現して行きたいと考えて

利・砂、木チップの生産品としての種類は

ることで、
できるだけシンプルな中身にして

います。▼ (取材日：2011年8月25日)

多岐にわたりますが、生産に要するエネ

います。
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