01
VISION

事 業 活 動を通じた貢 献

目指す姿

エネルギーの可能性を拡大。安価・安全な動力、電力、熱を、
いつでも必要なとき必要なだけムダなく使えること。

省エネ ル ギ ー な 暮 ら し を 実 現 す る 社 会

VISION-01の社会を実現するために貢献できる主な製品・サービス

設備・
運営の改善

省エネ
活動

関連する主なSDGs

船舶における水素エネルギーの利活用に向けて
自社製ボートによる
舶用燃料電池システムの実証試験を開始

顧客の課題

船舶業界では、国際海事機関において今世紀中の温室効果ガス（GHG）排出ゼロを目指す「GHG
削減戦略」が採択されるなど、世界的な環境規制強化が進んでいます。また、経済産業省が発表し
た「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」でも、水素やアンモニアなど使用時に

エネルギー
運用状況の
把握・分析

CO2を排出しない燃料船開発の技術力獲得が示されるなど、環境負荷の低いエネルギー源や動力源
の開発が注目されています。

省エネルギー診断

4TN107

エネルギーマネジメントシステム
エネルギーの運用状況の把握・分析、適切
な省エネ診断により、施設全体でエネルギー
使用を最適化し、省エネルギーに貢献します。

産業用ディーゼルエンジン

ソリュ ー ション

これまでの産業用小形ディーゼルエンジン事
業領域を拡大することを目的に、超低燃費・
高出力エンジンを開発。最新の欧州StageⅤ
規制にも適合しています。

ヤンマーパワーテクノロジーは、水素燃料を利用した
将来のパワートレインにおける技術開発の一環で、燃料
電池ユニットなどを組み合わせた舶用燃料電池システム
を開発し、自社製ボートによる実証試験を開始しました。
舶用燃料電池システムは、船舶特有の安全要件に対
応した設計とし、リチウムイオン電池や推進モータ等を
含めたパワーマネジメントシステムも自社開発を行いま

関連する主なSDGs

した。今後はこの技術を応用し、さまざまな電動化商品

舶用燃料電池システム実証試験艇

に展開できると考えています。
自社製ボートには、大電力の電気機器や水素タンクを
多数搭載しています。そのため、電気機器から出るノイ
ズの悪影響を極小化したり、座礁や衝突から水素タンク
を守るため、デッキ甲板部分を専用形状に作り上げたり
する必要がありました。当社のFRP成形や船殻組立に関
する高度な技術力がいかんなく発揮されています。

VISION-01に関連し解決すべき社会課題

実証試験艇の操舵室

実証試験は、大分県国東市近海で行われており、自
社製ボート（実証試験艇）は、国土交通省の「水素燃料

グローバルイシュー

世界の平均気温が 2100 年に

2.6‐4.8℃

上昇

●

CO2 排出量の削減

●

再生可能エネルギーの推進

●

省エネルギーの追求

●

未利用エネルギーの活用

※IPCC Fifth Assessment Report WGⅠSPM（2014）

都市化問題
2050 年に世界人口の

68%

電池船の安全ガイドライン」に国内で初めて正式に準拠

個別テーマ

した船舶です。現在、実証試験において燃料電池システ
ムの分析と船舶特有の課題抽出、その対策の評価など

気候変動問題

が都市部に集中

※United Nations, 2018 Revision of World
Urbanization Prospects.（2018）
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ヤンマーパワーテクノロジー株式会社

を行っています。将来的には、2023年の実用化に向け、
燃料電池システムの複数台連結による大容量パッケージ
を開発し、より大型の船舶に対して水素燃料を使用した

300kW級の舶用水素燃料電池システムのイメージ図

システムソリューションの提供を目指します。

提供価値

利用時の CO 2 排出がゼロとなる水素エネルギーを、船舶でも利活用できるようにすることで、

2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。
YANMAR CSR報告書 2021 10

より詳しい情報はこちらからご覧いただけます

https://www.yanmar.com/jp/about/csr/environment/

CSR活動報告

環 境

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
関連する主なSDGs

未利用エネルギーの温泉廃熱を活用した
小型 ORC 廃熱発電機を
長野県諏訪市に試験導入

顧客の課題

新たな環境ビジョンの策定に向けて

量の減少により、前年度と比較してエネルギー使用量は

6,081klの減少、CO2排出量も11,506tの減少となりました。

ヤンマーグループは、
「パリ協定」および「持続可能な開発

総量・原単位ともに目標値を達成できましたが、生産量減少

目標（SDGs）」の目標年にあたる2030 年時点の到達目標と

にともなうエネルギー効率の悪化と、感染防止のための空

長野県諏訪市では以前より、豊かな温泉資源を活用して家庭や共同浴場などに温泉を給湯する事

して、2018 年 7 月に「グループ環境ビジョン2030」を策定し

調エネルギーの使用量増加等により、原単位は前年度より

業を行っていました。しかし、年々契約件数が減少傾向にあったことや、温泉資源の新たな活用方法

ました。これまで進めてきた4 分野の目標達成に向けて、引

それぞれ3% 以上悪化しました。

を通じて地域に還元できないか模索していました。

き続き各施策に取り組むとともに、地球温暖化対策で新た
に設定した「事業活動におけるCO 2 排出量原単位 30％削減

2020 年度目標／実績

（2005 年度比）」の達成に積極的に取り組んでいます。
ソリュ ー ション

ヤンマーエネルギーシステムは、より発電効率の高い商品など環境への負荷が低く、生活を豊かに

一方、気候変動リスクが年々と高まりを見せるなか、日

できる商品づくりを続けており、近年ではトータルエネルギーソリューションとして持続可能な未来へ

本政府は2021 年 4 月の気候変動サミットにおいて、2030 年

向けたエネルギーシステムの開発も実施してきました。その活動の一環として10kW 未満のパッケー

の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 46% 削減すること

ジ化された小型のオーガニックランキンサイクル（ORC）発電機を開発しました。パッケージ化するこ

を表明しました。こうした社会動向を踏まえて、現在ヤンマー

とで施工性の向上や複数台設置が簡易にでき、案件ごとに最適な容量での提案ができます。

グ ル ー プでは新たな 環 境ビジョンの 策 定を進めており、

こうした当社の商品や取り組みを知った諏訪市からの相談を受け、温泉廃熱を活用した小型ORC発
電機の試験導入が実現しました。ORC 発電機は、水よりも沸点の低い媒体を活用することで、低温
の蒸気や熱水を発電に利用でき、温泉熱や地熱などの有効活用の手法として注目されてきました。
これまでもORC 発電機は日本国内に限らず開発されてきましたが、地熱活用など大規模なものが
多いため、導入先が限られ、また個別の対応が必要となることから、コスト高などの課題がありました。

2021 年度中に公開予定です。

環境ビジョンの公開に合わせて目標や施策を更新する予定
です。

だパッケージ発電機です。

10kW 未満の超小型発電
機ですが、連結可能で柔

／億円

2005年度比-15.6%

2020年度
実績

19.0kl

／億円

46.3 -CO
ｔ

2／億円

2005年度比-15.6%

37.9

ｔ-CO2／億円

製品

製品のライフサイクルにおけるCO2 排出量の把握
ヤンマーグループは、LCA（ライフサイクルアセスメント）

事業活動におけるエネルギーの効率的使用と
CO2 排出量の削減

による製品のライフサイクル（原材料の調達から、製造、流

ヤンマーグループは、国内に展開する全製造事業所にお

ガスの削減（原単位）を進めています。

通、使用、廃棄まで）における温室効果ガス（CO2）排出量
の定量的把握・評価を行い、グループ製品による温室効果

軟に容量対応が可能とな

いて、生産活動に使用する電力や燃料などあらゆる種類の

今後のスコープ 3 情報の開示に向け、グループ全事業の

ります。

エネルギーを効率的に使用する体制をとるとともに、省エネ

LCA データの把握と環境データ公表範囲の拡大を進めてい

設備への更新、試運転効率の改善・エネルギー再利用等の

きます。

温泉を活用した小型 ORC 廃熱発電機システムの仕組み

活動を通じて、CO2 の排出量削減に取り組んでいます。
また、ピーク電力の削減と、自然災害などによる送電停
止時の電源確保を目的として、自家発電設備・GHP の積極
的な導入を進めています。

提供価値

23.6kl

製品を通じたCO2 排出量の削減

気候変動

をコンパクトに組み込ん

目標

2021 年度からは、 2025 年度までを対象とした「第五次

実証試験は、2020 年 8月から1 年間、諏訪市内のあやめ源湯で実施しています。発電機の発電出

ら系統連系に必要な機器

2020年度

CO2排出量（原単位）

グループ環境中期計画」がすでにスタートしていますが、新

力は8kWで、年間の発電量は約7万kWhを想定しています。70〜95℃程度の比較的低温の廃熱から
発電が可能で、熱回収か

エネルギー使用量（原単位）

製品使用時の CO2 排出量削減に向けた技術開発
ヤンマーグループは、農業機械や建設機械、空調などの
高効率化による低燃費化をはじめ、再生可能エネルギーや

未利用の工場廃熱や温泉熱などを活用することにより、化石燃料由来のエネルギーに比べてCO2

2020 年までの削減目標は、国内製造事業所においては

の排出を抑制でき、気候変動の緩和に貢献できます。日本国内には、温泉をはじめ、工場などでも

エネルギー使用量の総量および効率使用の指標となる原単

発・実用化により、製品使用時の CO2 排出量削減への貢献

小規模な熱源が多くあるため、それらを活用した社会的にも経済的にも最適なソリューションをお客

位で 15.6%、CO2 排出量も同じく15.6%に設定しています

を進めるとともに、環境指向性商品の割合を増やし、ライ

様に提供できます。

（いずれも2005 年度比）。

燃料電池の活用や水素をパワートレインとした最新技術の開

フサイクルでの CO2 排出量削減に貢献していきます。

2020 年度は、新型コロナウイルスの感染拡大による生産
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