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＜名古屋製作所＞
設立: 1924年
従業員数:           1,860名※
敷地面積:           306,000㎡
建物延床面積:    221,000㎡

＜新城工場＞
設立: 1974年
従業員数:           90名
敷地面積:           137,000㎡
建物延床面積:    40,000㎡

＜可児工場＞
設立: 1979年
従業員数:           80名
敷地面積:           65,000㎡
建物延床面積:    13,000㎡

（愛知県名古屋市）

（愛知県新城市）

（岐阜県可児市）

※構内関係会社を含めると、約６，０００名。構内関係会社を含めると、約６，０００名。2007年9月 現在

※新城，可児を除く

名古屋製作所の概要



名古屋製作所（矢田）の周囲の概要

ナゴヤドーム

住居地域、近隣商業地域に
囲まれた「準工業地域」





EC97J1113

1997年11月に取得しました。→



従来は、品質、機能、価格、安全性などを製品に盛り込む設計を行ってきましたが、
現在、これに加え、環境に配慮した製品が求められています。

品 質 価 格 安全性機 能

有害物質が少ない 地球温暖化防止
への配慮

資源を効率的に活用循環社会に適した

鉛ﾌﾘｰ、RoHS
対応等

鉛ﾌﾘｰ、RoHS
対応等

ﾘｻｲｸﾙが容易ﾘｻｲｸﾙが容易

製品省エネ製品省エネ

省資源省資源

（注）環境配慮設計のことを弊社では、DFE（ Design for EnvironmentDesign for Environment ）と言います。

＋

環 境

環境に配慮した製品の提供

環境配慮型設計の推進環境配慮型設計の推進





Ｗ１工場：01年度導入､１０kW

南門

北門

東
門

北門：06/4導入、０.２７kW

東門： 06/4導入、０．５４kW

南門：
06/4導入、
０．５４kW

本館： 06/4導入、１.６kW

07年8月：新館の屋上に20kW
タイプを設置しました。

太陽光発電装置の設置状況



中部経済産業局のホームページ「中部エネルギーパーク」
で見学を受け付けています。

中部経済産業局のホームページ「中部エネルギーパーク」
で見学を受け付けています。



「中部エネルギーパーク」における三菱電機（株）
名古屋製作所を紹介するページ

「中部エネルギーパーク」における三菱電機（株）
名古屋製作所を紹介するページ



エネルギー管理システムの導入と活用

管理システムの画面

夜間運転している？
｢消し忘れかな｣

エネルギー管理システムの活用
①電力監視・制御S/W［SA1-Ⅱ］をインストール

（環管課 各担当ＰＣ全て実施）

②確認したい工場（ブロック）へログイン

③計測データ（電流、電力又は電力量）の確認

④データ確認時の不信箇所の洗出し

⑤調査及び現場連絡（対策ｅｔｃ）

80ヶ所にわたる電力量メータの目視確認から自動計測できる体制を整え、不審

データ（空調の消し忘れ等）のチェックに活用しています。



腕章
省エネ・イエローカード

（シール）

ムダを発見したら
警告表示！

省エネパトロールの実施
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省エネパトロールは、当日１７：３０～１８：３０にかけて行いました。

各部から環境キーマン（正または副）または、部省エネ推進員 １名に参加して頂きました。

W1工場



省エネパトロールの効果
省ｴﾈﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化期間  電力使用量 

２．時間別データ  (電力量）

17：00～18：00 18：00～19：00 19：00～20：00 20：00～21：00 21：00～22：00 22：00～23：00 23：00～24：00 電力量合計

06年度対象期間　平均 11,504 9,844 8,678 8,276 8,033 7,719 6,825 60,881 平均  30.9

 【07年度】

07年度活動期間  平均 10,403 8,327 7,576 7,186 6,899 6,627 5,708 52,728 平均  31.1

活動期間（ﾊﾟﾄ無し) 平均 10,263 8,282 7,497 7,102 6,855 6,587 5,745 52,333 平均  30.3

省ｴﾈﾊﾟﾄﾛｰﾙ時 平均 10,570 8,382 7,670 7,286 6,952 6,676 5,664 53,203 平均  32.1

外気温(℃)
17：00現在
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07年度活動期間  平均

kWh

パ ト ロ ー ル 強 化 で
平 均  約 1 4 ％ 効 果

省ｴﾈﾊﾟﾄﾛｰﾙ



クールビズ、ウォームビズを積極的に支援しています。
（各部門のエコボードに掲示しています。 ）

クールビズ、ウォームビズを積極的に支援しています。
（各部門のエコボードに掲示しています。 ）



中部経済産業局より
ｴﾈﾙｷﾞｰ管理優良工場表彰を受賞しました。

中部経済産業局より
ｴﾈﾙｷﾞｰ管理優良工場表彰を受賞しました。





「e-F@ctory」は工場全体の生産性向上と
経営の効率化を図る統合ソリューション。
このシステム導入により「現場の可視化」
が出来、歩留まり向上、設備トラブルの早
期復旧などが実現できる。

「ワイヤ放電加工機用形状制御電源の開発」は
上下独立に投入エネルギーを制御でき、生産
性の向上や高精度化、ランニングコストの低減
素材の使用量低減のニーズに応えることがで
きる。

日本電機工業会、平成19年度電機工業技術功労者表彰に下記２機種受賞(07/5)

No.46：e-F＠ctoryの企画とMESインターフェースの製品化

No.47：世界初ワイヤ放電加工機用形状制御電源の開発

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/info/hyoushou/56_H19.pdf
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2006年３月に、名古屋市の行う「エコライフ宣言カード」へ
の参加を、ニュースで呼びかけました。

2006年３月に、名古屋市の行う「エコライフ宣言カード」へ
の参加を、ニュースで呼びかけました。

その結果、「エコライフ
宣言カード」による参加
は、1,767名の方から

カードを提出いただき
ました。
カードは、早速、名古
屋市環境局に送付い
たしました。

(2006年6月）

その結果、「エコライフ
宣言カード」による参加
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たしました。

(2006年6月）



環境教育e-learning 

各自のパソコン上で環境教育を受講することができます。
構内関係会社を含め、約3,500名が受講しました。



ご清聴ありがとう
ございました。

終

ご清聴ありがとう
ございました。

終


