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履歴書 

YAMANOUCHI, Noboru 

 

氏名（漢字）： 山之内 登 

氏名（カナ）： ヤマノウチ ノボル 

生年月日： 1950年 8月 16日 

生地： 中華人民共和国 上海市 

国籍： 日本 

言語： 日本語、英語 

職業： EnMS-Doc Associates 

 エネルギー・マネジメント・システム (EnMS)  スペシャリスト 

 エネルギーおよび環境管理における持続可能な事業開発  

 国際規格 ISO50001認証型 EnMS 運用コンサルタント  

 国際規格 ISO50001適合型 EnMS ドキュメント著者およびテンプ

レート制作 

 パートナーシップをベースとした ISO50001適合型 EnMS 関連事

業展開 

 EnMS 関連資料の翻訳（日本語英語） 

本籍： 東京都港区白金 2 丁目 7番 

住所： 10777 University Dr., Surrey, B.C. V3T 0E6 Canada 

現在の立場：  

目的 1. 気候変動と CSRを通して、持続可能な事業開発の促進 

2. エネルギー・パフォーマンス改善の実現によるエネルギー・ユーザの

利益向上の追求 

3. 効果的かつ効率よい環境およびエネルギーマネジメント運用による利

点をエンド・ユーザが生かせる活動の展開 

4. 2011年夏導入された EnMS国際規格 ISO50001適合型 EnMS運用スペ

シャリストとしての限りない専門性向上へ継続的改善活動の徹底 

5. エネルギー・ユーザが参考として使える ISO50001国際規格認証に必

要な主要運用ガイドブック・テンプレートの作成 

6. 開設したウェブサイト www.enms-doc.comを通して、EnMS活動と文

書制作活動を活発にするネットワークを展開する 

7. EnMS運用に貢献する製品およびサービスを顧客対応ベースに導入お

http://www.enms-doc.com/
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よび供給 

戦略的方向性 (1) 東南アジア（シンガポール、マレーシア、インドネシア、スリランカ

など）における ISO 50001適合 EnMS 運用支援の継続 

(2) ISO 14001 および ISO 9001認証件数がダントツでありながら、ISO 

50001認証件数が低いレベルにある中国と日本の真の実態を追求する 

(3) 21世紀成長の中心となるアフリカ諸国に注視し、成長とサスティナビ

リティ両立へエネルギーマネジメントがどう貢献するかを探る 

(4) ドイツにおいて、EnMS 、その他サスティナビリティ活動およびイン

センティブ制度がどのように現在の圧倒的 ISO 50001 認証件数に結び

つけているかの情報集継続および他国へ情報共有する 

(5) 米国 SEP プログラムによるエネルギー削減定量化評価の規格化と ISO 

50001のブレンドについての内容習得の継続 

現在の活動 2010 – 現在           EnMS-Doc アソシエーツ                                                                                

オーナ 

- エネルギー・ユーザ組織が、ISO 50001 に適合するエネルギーマネジメ

ントの確立するためのコンサルティング活動 

- エネルギー・ユーザ組織が、ISO 50001 に適合する EnMS 運用を実施

するために必要な文書作成、文書化確立および運用の支援活動 

- エネルギー・ユーザ組織に最適・経済的なエネルギー・モニタリング・

システム確立、それを利用する改善運用手順と削減効果の定量化評価実

施のコンサルティング活動 

- エネルギー・ユーザ組織が、サスティナビリティ事業をすすめる企業の

地位を確立ためのエネルギーマネジメントによる継続的パフォーマンス

改善活動展開をパートナーとして支援する 

- ISO 50001 規格に準ずる EnMS 関連文書化を構成する「運用ガイドブ

ック／テンプレート統合文書」著作活動 

- エネルギーマネジメントによる 事業活性化 www.enms-doc.com ウェブ

サイト運用活動 

事業パートナー  英国 TEAM（Energy Auditing Agency Ltd.）  www.teamenergy.com 

- 日本、マレーシア、シンガポール、カナダ、米国におけるエネルギー

サービスパートナー 

  マレーシア EeSolution Engineering              www.enms-doc.com/my 

- マレーシアにおける事業パートナー 

  インド Siri Exergy And Carbon advisory Services (P) Ltd.                 

- インドにおける事業パートナー 

http://www.enms-doc.com/
http://www.teamenergy.com/
http://www.enms-doc.com/my
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  シンガポール Antris Management Solution     www.enms-doc.com/Antris 

- シンガポールにおける事業パートナー 

最近の成果 (1) 欧州銅協会が運営する「エネルギーマネージャー育成」コース用シラ

バス作成 （2013年 3月） 

(2) エネルギー・ユーザ組織が 効果ある EnMS運用実施をすすめるための

エネルギー管理統括者向け「3日間 ISO 50001 適合型 EnMS ワークシ

ョップ」実施  

第 2回マレーシア・ワークショップ （2013年 5月 7日～9日） 

第 1回シンガポール・ワークショップ （2013年 4月 23日～25日） 

第 1回マレーシア・ワークショップ （2012年 9月 25日～29日）  

(3) マレーシア ISO 50001 「自己宣言」同盟結成 （2012年 10月） 

 

(4) 英国 TEAM 社製ペーパレス EnMS オペレーション・ドキュメンテーシ

ョン・システム wiki50001 の EnMS-Doc 版の制作（2013年 3月） 

日本語版                             （www.enms-doc-jp.wiki50001） 

アジア太平洋（英語）版    （www.enms-doc-ap.wiki50001）  

(5) グリーン IT推進委員会（GIPC）依頼による日本電子情報技術産業協会

（JEITA）発行「連携制御ガイドブック」正式英語訳（2012年 7月）  

http://www.jeita.or.jp/english/public/data/RENKEI_Control.pdf 

(6) U.S. Council for Energy-Efficient Manufacturing = 米国製造業エネルギ

ー効率評議会（USCEEM）が促進する SEP プログラムに準ずる ISO 

50001 適合型 EnMS 監査スコアカードシステムの開発と制作  

（2012年 4月） 

(7) エネルギー・ユーザがすぐに導入できる ISO 50001 適合型（管理標準

を含む）12主要マネジメント文書の作成（英語版・日本語版 2012年

6月） 

(8) EnMS-Doc Associates web site 導入：www.enms-doc.com/jp        

(2011年 6月) 

http://www.enms-doc.com/Antris
http://www.enms-doc-jp.wiki50001/
http://www.enms-doc-ap.wiki50001/
http://www.jeita.or.jp/english/public/data/RENKEI_Control.pdf
http://www.enms-doc.com/
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エネルギーマネジ

メント分野におけ

る経験 

日本における第一種エネルギー管理指定工場（省エネ法）に対して以下項

目の契約締結とエネルギー管理に関するコンサルティング・サービスの提

供： 

エネルギー診断 

 タイヤ製造プラント （宮崎県 2008- 2009） 

 ハム・精肉加工工場 （宮崎県 2008） 

 化学工場 （福井県 2008） 

 清涼飲料工場 （福岡県 2008） 

 清涼飲料工場 （群馬県 2007） 

 焼酎製造工場 （鹿児島県 2006- 2009） 

 航空機エンジン工場 （千葉県 2004） 

 重機トランスミッション工場 （福井県 2004） 

 マンホール鋳造工場 （兵庫県 2004） 

 化学成型工場 （佐賀県 2004） 

 清涼飲料工場 （宮崎県 2003） 

 LCD 工場 （兵庫県 2003） 

 アルミ再生プラント （兵庫県 2002） 

 電子部品工場 （佐賀県 2002） 

 プラスティック成型工場 （滋賀県 2002） 

エネルギー管理の導入支援 

 焼酎製造工場 （鹿児島県 2006- 2009） 

 清涼飲料工場 （宮崎県 2004） 

タイ国におけるエネルギー管理指定工場（ENCON法）に対して以下項目

の契約締結とエネルギー管理に関するコンサルティング・サービスの提

供： 

エネルギー診断 

 自動車製造プラント （Ayutthaya 2000-2001） 

  編物工場 （ Bangkok 2000-2001） 

 自動車製造プラント （Lad Krabang-Bangkok 2000-2001） 

 食品化学工場 （Samutprakan 2000-2001） 

 染色工場 （Lumpini Pathumwan-Bangkok 2000） 

 乳製品製造工場 （Bangkok 1999-2000） 

 パッケージ・エアコン組立工場 （Lad Krabang-Bangkok 1999-2000) 

 化繊ファイバー・プラント（Bangkok 1999-2000） 

 フラット・ガラス製造工場 （Samutprakan 1999-2000） 

 フロート・ガラス製造工場 （Chon Buri 1999-2000） 

 繊維工場 （Nakorn Pathom 1999-2000） 

 繊維工場 （Samutprakan 1999-2000） 

 繊維製造プラント （Samutprakan 1999-2000） 

 自動車製造プラント （Pathumthani 1999） 

 セミコン製造工場 （Pathumthani 1999） 
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 医療消費機材工場 （Sena, Ayutthaya 1999-2000） 

 自動車バッテリー工場 （Samutprakan 1998, 2001） 

 化繊ファイバー・プラント （Nava Nakorn 1998） 

 アルミ建材製造工場 （Nava Nakorn 1998, 2001） 

 食品加工プラント （Kamphaeng Phet 1998-1999） 

 食品加工プラント （Phra Pradaeng 1998-1999） 

 繊維製造プラント （Samutprakan 1998-1999） 

 繊維製造プラント （Nava Nakorn 1998） 

エネルギー管理の導入支援 

 医療消費機材工場 （Sena, Ayutthaya 2000-2001） 

 食品化学工場 （Samutprakan 2000-2001） 

 自動車バッテリー工場 （Samutprakan 1998-2002） 

 繊維製造プラント （Nava Nakorn 2000-2002） 

 食品加工プラント （Kamphaeng Phet 1999-2001） 

 繊維製造プラント （Samutprakan 1999-2001） 

 繊維製造プラント （Samutprakan 1999-2001） 

 繊維製造プラント （Nava Nakorn 1999-2002） 

 アルミ建材製造工場 （Nava Nakorn 1998） 

環境管理システムの導入支援 

 アルミ建材製造工場 （Nava Nakorn 2000-2001） 

 食品化学工場 （Samutprakan 2000-2001） 

エネルギー管理運

用と生産改善活動

の統合フィジビリ

ティ・スタディ 

航空機メーカとの協力において「生産改善活動」と「エネルギー管理運用」の

統合による最適パフォーマンスのフィージビリティ・スタディの実施 

 組立工場 （米国 Everett, WA. 2003） 

 組立工場 （米国 Renton, WA. 2003） 

 組立工場 （米国 Portland, OR. 2003） 

Computer System 

Validation /Part 11-

ERES分野におけ

る活動 

Computer System Validation/Part 11-ERES評価による導入支援 

 三国間（日米独)グローバル eCTD 文書システム（製薬会社開発部門/ 

東京 2005） 

 在庫管理システム（製薬会社開発部門/東京 2005） 

制御システム調査

およびマーケティ

ング活動 

電子技術産業協会 (JEITA)「省エネ制御技術に関する調査・検討」 

 JEITA産業システム事業委員会・制御システム専門委員会ワーキング・グ

ループ #1 主査として、エネルギー効率制御技術調査のとりまとめ

（2006.05-2009.05） 

制御機器業界でエネルギー管理ビジネスの促進を図るための提携事業活動 

 電機メーカ・FAシステム事業部と制御機器システム・メーカ事業開発部

門との提携事業活動を通してエネルギー管理運用におけるエネルギー・ユ

ーザの満足度強化の追求（2008.02 – 2009.03） 
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エネルギー管理教

育活動 

「21世紀の省エネルギー」をテーマとした講演の実施  

 製鉄工場主催「エネルギー管理セミナー」（千葉県 2009.03） 

 LCD製造工場主催「エネルギー管理セミナー」 （鹿児島県 2009.03）  

 制御機器代理店主催「ユーザ・ミーティング」（福岡県 2009.02） 

 azbil 株式会社主催 「エネルギー管理セミナー」（愛知県 2008.11） 

 azbil 株式会社主催 「エネルギー管理セミナー」（静岡県 2008.10） 

 azbil 株式会社主催 「エネルギー管理セミナー」（石川県 2008.10） 

 宮崎県環境管理勉強会主催「エネルギー管理セミナー」（宮崎県

2008.09） 

 制御機器代理店主催「ユーザ・ミーティング」（愛媛県 2008.05） 

設備管理運用 公共施設への設備管理においてエネルギー管理運用の実施  

 コミュニティ・センター （東京都墨田区 2009.04-06） 

投資金融会社への設備管理においてエネルギー管理運用の実施  

 投資金融日本本部 （東京都港区 2009.07- 2010.08） 

マンション共有部

分の省エネルギー

活動 

マンション理事担当の一環として共有部分の省エネルギー活動の実施と指

導 

 ガーデンホームズ白金（東京都港区 2002.08-2007.07） 

達成： 

5年間累積 kWh 削減：181,300 kWh 

5年間累積コスト削減： 5,555,000 円  

5年間累積 CO2 排出削減：100 ton-CO2 

職歴 2009-2010                  株式会社 山武           東京都 

東日本サービス本部・設備管理運用 

2006-2009  株式会社 山武           東京都 

アドバンス・オートメーション・カンパニー   
ソリューション・マーケティング部       
カーボン事業ビジネス・ディベロップメント・マネージャー 

2005-2006  株式会社 山武           東京都 

アドバンス・オートメーション・カンパニー   
ナレッジウェア事業部            
CSR/ Part-11 ERES コンサルタント 

2004 株式会社 山武           東京都 

アドバンス・オートメーション・カンパニー   
オートメーション・アセット・マネジメント事業部            
環境エネルギー管理コンサルタント 

2002-2004 株式会社 山武           東京都 

環境事業推進本部                  
ビジネス・ディベロップメント・マネージャー 

1998-2002 山之内-ワゥターズ リミテッド（本社ベルギー）         

エネルギー・コンサルティング会社との業務契約   
事業開発（タイ国） 
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1997-1998 山之内-ワゥターズ リミテッド（本社ベルギー） 

設備コンサルティング会社との業務契約     
事業開発（タイ国） 

1996-1997 山之内-ワゥターズ リミテッド（本社ベルギー） 

設備コンサルティング会社の業務契約       
日欧連携事務所長（ベルギー）  

 
1986-1995                  山武ハネウェル株式会社.        ベルギー・ブリュッセル市 

日欧連携事務所                                       
所長 

 
1983-1986                  ハネウェル極東本部.                   シンガポール 

アジア太平洋地区制御機器市場開発マネージャー 

 
1974- 1983                 山武ハネウェル株式会社            東京都 

制御機器事業部マーケティング部                     

学歴 1969-1973 ボウドィン (Bowdoin) 大学               

Brunswick, Maine, U.S.A 

教養学部数学科専攻 

その他教育・研修

など 

- ISO 14001:2004 リード監査講習, 免状 No 14084, TUV USA (2010) 

- 山武工業システム株式会社認定監査員による ISO14000 内部監査教育 

(2002) 

- タイ国エネルギー・コンサルティング会社主催によるエネルギー管理ワー

クショップ (1999) 

- ENCONET International Limited 社長 Dr. Z. Morvay によるエネルギー管理

システム・トレーニング (1998) 

- Honeywell Europe S.A. による中堅マネージャー向け事業マネジメント教

育 (1989-1990) 

- 山武ハネウェル株式会社による国際ビジネス教育 (1985) 

 

自己評価と思うこ

と  

- グローバル事業開発活動での職歴から、選り好みなく、幅広い範囲での密

接なコミュニケーションを展開することを得意とします。 

- 事業の「成長」をめざしながら地球温暖化対策に取り組む際の最も重要な

要因が「エネルギー管理」運用であることから、エネルギー管理分野をラ

イフワークに決めたことに誇りを持っています。 

- 進めているエネルギー管理手法で特に注目を浴びるユニークなポイント

は、技術的側面の重要性に偏らず、「人間」のエネルギー（才能と力の発

揮）の重要性に焦点を合わせているところにあります。 

- 常に他の方々の意見を尊重します。人の話を「聞く」ことが私の強みで

す。 

- PDCA (Plan-Do-Check-Action) を実践しています。そして、運用における

問題や課題に対して積極的に取り組み、それを機会にすることを使命とし

ています。 

- 日課の最優先項目は、物理面と精神面の健康です。 

 


