
【中部産商株式会社における
省エネルギーの取組み】

令和４年１１月１日

省エネルギー推進シンポジウム

【２０５０年カーボンニュートラルへの道】

中部産商株式会社

井上幸次



中部産商株式会社の会社案内

 設立年月日 １９６３年７月

 資本金 ２，０００万円

 所在地 本社・・・・三重県四日市市
員弁支店・・三重県いなべ市
桑名支店・・三重県桑名市

 事業内容 ①鋳造用耐火物の製造ならびに販売
②鋳造用副資材の販売
③個体・液体・気体燃料及び器具の販売

関連会社 イノウエ株式会社（鋳造用耐火物の製造）









今回のいきさつ

 ２０２１年度省エネ大賞

資源エネルギー庁長官賞を受賞



当社が省エネ活動を始めた動機

 顧客から【環境負荷低減への取組み（ＩＳＯなど）】
についての問合せの増加

 製造コスト低減（利益を上げ企業存続・発展のため）





当社が省エネ活動を始められた理由

 さまざまな公的機関等からのご指導

 補助金の活用



 三重県工業研究所 窯業研究室・金属研究室

 三重県産業支援センター

 中小企業基盤整備機構

 中部科学技術センター

 四日市ＯＢセンター

 省エネルギーセンター

 その他機関及び大学等

敬称略

当社がご指導いただいた機関



 平成24年度円高・エネルギー制約対策のための先
端設備等投資促進事業補助金

 ものづくり補助金

 ＩＴ導入補助金

 各種三重県補助金

 各種四日市市・桑名市補助金

当社（イノウエ㈱含む）が
採択された主な補助金



 戦略的基盤技術高度化支援事業

 事業再構築補助金（再度申請中）

当社（イノウエ㈱含む）が
採択されなかった主な補助金



 ２０２１年度省エネ大賞に申請した内容につい
て説明いたします。

（イノウエ㈱として申請・受賞）

当社の具体的な省エネルギー活動



セラミックスの焼成と品質向上
を両立させる省エネの取り組み

イノウエ株式会社

2021年9月9日



会社概要

• 設立年月日 １９８５年１１月

• 資本金 １，０００万円（従業員数 35名）

• 所在地 本社工場・・・・三重県四日市市
員弁工場・・・・三重県いなべ市

• 事業内容 鋳造用耐火物の製造

• 主要製造品 鋳造用ストレーナー
鋳造用湯口スリーブ

・販売会社 中部産商株式会社

• 小さくてもＯＮＬＹ ＯＮＥを目指し、輝ける会社を目標に努力しております。



事業戦略

• ユーザーとともに、より良い鋳物づくりを目指し活動を行う。

• ユーザーの要望する品質・形状に対応することにより、価格面だけでは無
い魅力を創造することを目指す。（積極的な技術交流）

• ＯＮＬＹ ＯＮＥを目指し、常に新しい技術・製品を開発できるように努
力する。



主要製品の紹介① 鋳造用ストレーナー

• 鋳造用ストレーナーとは、溶けた金属に含まれた不純物を除去する目的で
使用されています。

• 使用ユーザーとしては、日産自動車・日立金属・

アイシン高丘・ＴＯＴＯなど（敬称略）

• 鋳造用ストレーナーとして国内シェア約８０％



主要製品の紹介② 鋳造用湯口スリーブ

• 鋳造用湯口スリーブとは、大型鋳物を

製造する際に溶けた金属の通る道の形

成及び保護の目的で使用されています。

• 使用ユーザーとしては、神戸製鋼所・宇部

スチール・ ナカシマプロペラ・各種工作

機械部品鋳造メーカーなど（敬称略）

• 鋳造用湯口スリーブの国内シェア約３０％



今回の取組内容



具体的な実施内容



品質を向上しつつ実行した省エネルギー施策と手順



具体的な省エネ施策と効果①
トンネル炉の燃焼効率向上への取組（現状把握）

• トンネル炉の外観

• トンネル炉の温度分布調査



具体的な省エネ施策と効果①
トンネル炉の燃焼効率向上への取り組み（現状把握）

トンネル炉の外形と温度分布

トンネル炉温度のプロファイル



具体的な省エネ施策と効果①
トンネル炉の燃焼効率向上の取り組みと成果）

（１）取り組み内容

（２）取り組みの成果



具体的な省エネ施策と効果②
（ストレーナー乾燥のエネルギー転換の取り組みと成果）

（1）ガスバーナーによる乾燥 （2）電気遠赤外線乾燥（新規導入）

省エネとCO2削減効果

項 目 エネルギー消費量（原油換算） CO2排出量

① ガスバーナー（旧）
29,550 ℓ/年（100 ％）

ガス 22,534   kg/年
67,650 kg-CO2/年

② 電気遠赤外線に更新
14,200 ℓ/年（ 48.0）

電気 54,594 kWh/年
26,750 kg-CO2/年

③ 省エネ効果（①-②） 15,350 ℓ/年（ 52.0％減） 40,900 kg-CO2/年(60.5％減）

ガス発熱量 50.2 MJ/kg, 電気原単位 9.97 MJ/kWh, 原油発熱量 38.28 MJ/ℓ

CO2排出原単位 ガス0.0598 kg-CO2/MJ, 電気 0.494 kg-CO2/kWh



生産高当りのガスエネルギー原単位低減効果



省エネルギーの取組成果（2016年比） 生産量比較



省エネ施策と省エネ量及び投資効果

省エネ施策 具体策
省エネ効果
㎘（比率％）

投資額
（百万円）

省コスト
（百万円/年）

回収年数
（年）

新炉導入 2製品の生産性向上のためストレーナ専用バッチ炉 ①～③計 141.1㎘

57.2
（56.2+1）

11.3 5.1
①

焼成工程
燃焼効率

向上

空気比調整 m値の最適化 [20.4] ( 3.4％）

炉内台車速度 生産性を上げ炉からの固定熱損失の低減 [92.1] （15.2）

セラミックス
原料探索

低温で焼成できる新原料の探索
スリーブ炉内温度 1,180 → 1,085℃（95℃低下）

[28.6] （ 4.7）

②乾燥炉の
エネルギー転換

（ガスから電気遠赤）
ストレーナ乾燥をガスから電気遠赤外線に 15.4  （ 2.5） 15.8 1.23 12.8

③圧縮空気の省エネ
回転式ブローとタイマー

4.3   （ 0.7） 1.4 0.34 4.1
小容量化とインバータ化、圧力設定値を下げる

④照明 水銀灯をLED 1.4   （ 0.2） 2.4 0.11 21.4

省エネ合計（①～④） 162.2  （26.8％） 76.8 12.98 5.9

項目 2016年
3年平均

（2018-2020）
備考

LPG
341,732kg

454㎘
191,220kg

254㎘

生産量
（スリーブ、ストレーナ計）

1,342,390kg 1,278,020kg
生産量（2016年基準）

1,342,390kg

LPG原単位
㎘/ｔ-製品

0.338
0.199

△41.1％
省エネ 41.1％

LPG+電気
㎘/t-製品

0.451 0.324 省エネ 28.2％

基準年エネルギー 605 （100 ％）



社内勉強会の実施



今後の取り組み予定



今後とも省エネルギー活動を継続し、より環境負荷の
少ないものづくりを目指して活動して参ります。

また必要とされる企業

小さくてもＯＮＬＹ ＯＮＥを目指し、輝ける会社
を目標に努力して参ります。

ご清聴ありがとうございました。


