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現状の評価と課題 

１．現状評価 

   ●今夏目標「１５％削減（5,100万kW）」達成 

   ●今夏、最大需要電力（実績）：4,936万kW 

２．課題と見通し 

   ●冬・12年夏供給力（原発稼働） 

   ●暑さのリスクと景気回復 

   ●中小ビル対策とテナント対策・意識改革 

   ●節電・省エネ推進等から、停電回避可能 

          

 

 

 

 

 

 



 Ⅰ. ナゼ、今節電か 
     
    ●大停電の回避 
    ●地球温暖化対策 
    ●省コスト  
  
  
  



 

Ⅰ・１．大停電の回避 

 



東電被害と対策 

１．被災した発電所  （計１，５９０ 万ｋＷ） 

         ●福島第一原子力発電所：    ４７０ 万kW 

       ●福島第二原子力発電所：    ４４０ 万kW 

       ●火力発電所：（鹿島・広野ほか）６８０ 万kW               

２．対策  （現状：５，３００ 万kＷ程度に拡大） 

    ●被害火力の復旧、休止火力の復活、タービン火力導入 

    ●自家発電の動員 

３．コメント    ●原発は継続して稼働できるか 

          ●東電の電力不足は長期間続く 
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夏ピーク電力と需要抑制 

１．昨年夏の最大電力 

         ●５，９９９ 万 kW  ●2010･7･23 １５時  

２．電力需要抑制 

（東京都：４/11）不足電力１，５００万kW  １/４程度需要抑制 

（経団連・日本ビルヂング協会：4/18） 自主的抑制 ２５％ 

（政府：4/21）東電供給不足620万kＷ（6,000－5,380）、10.3％ 

        予裕みて 「抑制率：１５％」規制に 

３．東電用途別、最大電力状況 

●業務用2,500万kW ●産業用1,700万kW ●家庭1,800万kW   

 ●大口（500kW以上）34％  ●小口36％   ●家庭30％       
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2012冬ピーク電力と需要抑制 

１．冬の最大需要電力：  ●５，240万 kW（10年1月）    

２．東電供給力 

1）現状（報道）：5,46０万kW   

２）原発の定期検査停止 

     ●柏崎刈羽 １および２号：２４５万ｋW（11年8月から）  

     ●柏崎刈羽 ５号：110万ｋＷ（12年1月から） 

３）12年冬供給力（最小予測）：5,105万kW 

３．需要削減（予測）：現行「15％使用制限」継続 

     ● （5,240－4,697（92％））÷5,240＝10.4％ 
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2012夏ピーク電力と需要抑制 

１．夏の最大需要電力：6,000 万 kW    

２．東電供給力 

１）12年冬供給力（最小予測）：5,105万kW 

２）原発の定期検査停止 

       ● 柏崎刈羽原発６号機：１３５万kＷ 

３）１２年夏供給力（最小予測）：4,970万kＷ 

３．需要削減率（予測）：「25％電気使用制限」必要か。 

       ● （6,000－4,572（９２％））÷6,000＝23.8％ 

       ●現状15％節電より、「1割強化」必要     
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政府の節電対策 

１．政府方針 

    ●削減率：１５％（大口・小口・家庭一律） 

    ●電事法２７条（電気使用制限令）発動 

２．経済産業省要請（3･15）の要点 

    ●照明：廊下・ﾛﾋﾞｰを全消灯、昼休み一斉消灯 

    ●ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ：半分に 

    ●トイレ：便座・手洗給湯の電源ｶｯﾄ 

    ●OA・ＴＶの使用抑制、自動ﾄﾞｱ・噴水止めるほか 
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東京都の対策 

１．東京都方針 

 削減率「１５％（大口・小口・家庭一律）」達成への努力 

２．電気の使い方の見直し 

●働き方見直し（ｼﾌﾄ）    ●照明照度の見直し 

３．節電対策10項目 

   ●温湿度の適正管理         ●適正な照度管理 

   ●空調時間の見直し         ●高効率ランプの更新 

   ●外部負荷の低減          ●トイレ便座暖房・洗面給湯夏季停止 

   ●熱源機等運転見直し        ●エレベータの一部停止 

   ●ファンの間欠運転          ●事務機器の適正使用 
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民間の動向 

１．日本ビルヂング協会の節電目標 

 ●削減率：１５％（大口・小口） 

 ●共用部：20％（全体比4～8％）、専用部：14～12％
（11～７） 

 ●対策メニュー 

  ①照明：ＨｆやＬＥＤへの転換、間引き、装飾照明の消灯   

  ②空調ほか：温度の緩和、共用部一部停止、換気の抑制、自販機停止 

          窓への遮光フィルム 

  ③テナントへの要請：適切な温度管理、クールビズ、ブライイド等の活用 

          こまめな消灯・待機電力対策、OA機器への省エネ対応、節水   
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民間の動向 

行動計画の具体策 

  ①照明：ホール間引き（５０％）、専用部間引き（３０％）、３００～４００ﾙｸｽ   

        Ｈｆ・ＬＥＤ化進展 

  ②空調ほか：設定温度「２５～２７℃」が「２８℃」に、共用部停止・間欠へ 

          CO2濃度９００ｐｐｍへ、 換気運転の抑制、 ｺｰｼﾞｪﾈ・蓄熱の              

          利用強化 ガス式熱源機運転強化 

  ③その他：エレベータ台数制限（２～５割）、 

          ジェットタオル・暖房便座・電気給湯器停止    

  ④テナントへの協力要請            

          テナント協議会・依頼状・ポスターほか・メッセージ付うちわ 

          こまめな点灯管理・OA機器への管理強化・ブラインド等活用 
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Ⅰ・２．日本の温暖化問題 

 



エネルギー起源CO2の実態 

    基準年 2008年度 増減 
 産業部門 4.8億ﾄﾝ 4.2億ﾄﾝ  -13.2％ 
 運輸部門 2.2  2.4  +  8.3 
 業務部門 1.6  2.4  +43.0 
 家庭部門 1.3  1.7  +34.2 
 発電所ほか 0.7  0.8  +15.2 
 （総量）      （10.6）      （11.4）        （+ 7.5） 
（註）２５％減には、業務部門の排出量 
   半減（１．２億ﾄﾝ）に。 
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Ⅰ・３．コスト状況と節電効果 

 



ビルの光熱水費用（概要） 

出典 省エネルギーセンター 

建物種類 
エネルギー原
単位（MJ/㎡・

年） 

エネルギー費
用（円/㎡・

年） 

用水原単位
（㎥/㎡・年） 

用水費用 

（円/㎡・年） 

光熱水費用
（円/㎡・年） 

事務所 2,303 3,540 0.98 740 4,280 

スーパー 2,998 4,600 1.66 1,260 5,860 

ホテル 3,167 4,890 3.64 2,760 7,650 

病院 3,371 5,170 2.79 2,120 7,290 

庁舎 1,500 2,300 0.68 520 2,820 

備考 
電力料金：15円/kWh 

熱：A重油60円/L 

上下水道料金： 

760円/㎥ 

１２ 



（参考）電気料金を下げるには 

①電気料金（月当り）＝基本料金＋電力量料金 

②基本料金＝契約電力（kW）×（１８５－力率％）

÷１００×単価（高圧受電業務用電力（東電）：
1,638円/kW、低圧電力：1,071〃） 

（対策）最大電力の抑制に向け「ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ実
施」「起動注意」「力率の改善」「省ワット移行」 

③電力量料金＝月間電力使用量（kWh）×単価
（円/kWh） 

（対策）省エネして使用量の節約 
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事務所ビル節電の効果（推定） 

（前提） １万ｍ2事務所ビル（約600ｋＷ） 
Ⅰ.電力基本料の削減（１５％） 
６００kW×１５％×[1,638円/kW・月
×0.85×12月]=１５０万円/年 

Ⅱ.従量料金の削減（省エネ率約7％） 
電力料金３千円（電力比率84％）×従量料
金比率７割×７％×１万=１５０万円/年 

（内訳）・室温調整（１℃）・外気の調整
（750→950ppm）・冷水温度の調整・照度
等エネ管理の強化  

Ⅲ. （合計） ３００万円/年（8.5％） 
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Ⅱ． 節電対策 

 

     ①運用の改善 

     ②設備の改修 

     ③管理の充実 



 

Ⅱ・１． 運用節電の着眼点 



運用節電の基本 

     ●電力負荷の平準化 

 

     ●電力負荷の軽減 

 

     ●不要電力の根絶 

      （止めるを追求） 

      （●業務シフト） 
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節電推進の考え方 

①必要なとき、ところに、合理的なエネル
ギー使用 

 

②データで考え、やり方変える 

 ●下げる  ●減らす  ●止める 

 

③管理の標準化 
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病院省エネの攻めどころ 

●考え方：電力ピーク時間帯から外し、オフ・間欠運転 

       （止めるを基本） 

 

●対象：・衛生設備（揚水・汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、厨房除外設備） 

     ・換気設備（トイレ・駐車場・機械室・電気室・厨房 

            ・倉庫など）   

●留意点：・衛生設備：事前の措置必要 

       ・トイレ：窓開け、自然換気促進。・駐車場：車 

        の動きに留意 ・電気室は油温に注目 

       ・厨房は火気使用に留意：調理段取り改善 

       ・倉庫：オフして解放  

１７ 

（運改）電力負荷移転（平準化） 



病院省エネの攻めどころ 

●考え方：冷熱量の増大 

 

●対象：蓄熱設備 

 

●措置：・蓄熱水量の増加 

     ・蓄熱槽の温度差縮小し、蓄熱量の拡大  

     ・冷水温度の調整（７℃より低下） 

     ・放熱ロスの防止促進 

 

●留意点：・明日の冷熱需要の予測 

       ・冷凍機の追い掛け運転実態に注目 

１８ 

（運改）蓄熱槽の管理強化 



病院省エネの攻めどころ 
●考え方：・ＪＩＳ照度基準（執務室：500lx、廊下：100lx、
食 

        堂300lx）への間引き   
       ・「必要なところのみオン」を徹底 
●対象設備：照明全般 
●措置 
①照度調整：管球の間引き 
②省エネ管：球切れ時、「３６W省エネ蛍光灯」の採用 
③手もと照明：天井照明削減し、活用図る 
④その他：・窓際、消灯。・トイレ、使用時のみオン 
 
●留意点：全員の参画を期待 
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（運改）照明の管理強化 



病院省エネの攻めどころ 

●考え方： 

 冷水温度を「標準：７℃」を「１０℃超」に調整。電動冷凍
機の電力「１０％」削減へ 

 

●措置：冷水温度を冷房期間中、調整 

 

●留意点：・冷房の「効きが悪い」の懸念あり。 

       ・居室での「気流の流れ（扇風機）」にて 

        補う 

２０ 

（運改）冷水温度の調整 



病院省エネの攻めどころ 

●考え方： 

「１℃調整は空調負荷１０％軽減」のため、場所に適した
室温を設定 

 

●対象：執務室ほか冷房エリア全体 

 

●措置： 

 定期的に室温測定（空気環境測定結果報告を活用）か
ら判断し、調整。２℃調整可能と推測 

 

●留意点：建物区画の特性考慮し、対応図る 
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（運改）室温の調整 



図1 設定室温と月間空調負荷の関係（事務所ビルの例) 
〔出典〕オーム社｢空気調和、衛生工学便覧｣(1987) 
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病院省エネの攻めどころ 

●考え方： 

「CO2濃度基準値：1,000ppm」限度維持へ、外気導入を
絞る 

（註1）基準値は汚染のﾊﾞﾛﾒｰﾀｰ、事務所衛生基準では
5,000ppm以下も規定 

（註2）ダブル効果：「送風電力＋空調負荷電力」に注目 

 

●対象：空調エリア全体 

●措置： 

・執務室以外は外気導入は不要、停止 

・間欠運転、もしくは取り入れ量を削減へ 
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（運改）外気導入の調整 



病院省エネの攻めどころ 
●考え方：換気設備の全てを点検し、必要な対象のみ換気。
その他、オフ 

 
●対象設備：すべての換気設備 
 
●措置： 
①駐車場：車の動きみて間欠運転か、オフ 
②トイレ・水槽室・倉庫ほか：原則、オフ 
②電気室：油温確認、換気設定温度の見直し。オフ促進 
③機械室：第１種換気の送風機片方停止へのトライ 
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（運改）換気管理の強化 



病院省エネの攻めどころ 

●考え方：ピーク時間帯は「原則、給湯停止」 

 

●対象設備：給湯システム全般 

 

●措置：ピーク時間帯に限り 

     ・トイレ電気給湯器：オフ徹底 

     ・飲料用電気ポット：オフ徹底 

     ・セントラル給湯の使用停止 

 

●留意点：給湯停止に伴う事前の措置に留意のこと 
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（運改）給湯の管理強化 



病院省エネの攻めどころ 

●考え方：作業手順を見直し、節電する 

●対象：厨房・洗濯室内の換気・空調・冷蔵庫ほか 

●措置 

①換気：火気不使用、換気オフへ 

②空調：扇風機活用工夫、冷房抑制 

③冷凍庫・冷蔵庫：きめ細かな管理（ことに霜取り）図る 

④洗濯物・食器の電気乾燥の時間帯移行 

●留意点：作業者の理解の下 

 「作業の段取見直し」  「ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟのきめ細かな清
掃」  「厨房除外設備の適切な管理」  「洗濯物・食
器の電気乾燥器の使い方工夫」を期待 
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（運改）厨房・洗濯の管理強化 



病院省エネの攻めどころ 

●昇降機：利用者状況確認し、台数抑制。 

       ２アップ３ダウン活動の展開 

 

●衛生設備（揚水ポンプ・汚水ポンプ）：ピーク時オフ 

 

 

●熱源制御システムの見直しと調整 

 ①ガス熱源機優先、電動システムを抑制 

 ②「増段運転の抑制」へ制御システム見直し 

 ③負荷に適合した電動機インバータの調整 

 

 

２７ 

（運改）その他設備の節電 



ＯＡ・コンセント機器対策 

①運用改善（きめ細かな管理） 

●使用のルールをつくり、遵守する 

●トイレ給湯・大便器便座・電気ﾀｵﾙ：使用停止  

●自販機：削減第一、室外へ、点灯抑制、３ｈ停止 

●職場の冷蔵庫：温度の適正化 

●ピーク時間帯：ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・電気ﾎﾟｯﾄ・給茶器使用停止  

②設備改修 

●高性能・多機能器への統合・集約 

●個別機器への電源ＳＷ配備（電源オフ徹底） 

●蓄電機能の強化 
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ピーク時、稼働不可欠はなにか 
 
 
 

（考え方）ゼロベース発想から、組み立てる 

 

（事務所ビルの場合） 

①サーバー・電算室の冷却 

  

②電気室・ＥＬ室の冷却 

 

③執務室の照明・空調と関連設備 

 

④執務室のＯＡ機器 
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Ⅱ・２． 設備改修の節電 



節電・省エネ改修 

  ●電力デマンド監視・制御と見えるか機器活用  
    

      ●照明とエアコンの高効率化 

    

      ●インバーターの活用 

 

      ●建物断熱対策 

 

●「区画（間仕切り）」管理ほか「判断基準（新設時）」遵守 

 

●エネルギー転換  

●発電・蓄電・蓄熱の強化   
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発電・蓄電・蓄熱の強化 

  ●コージェネ（熱電併用）・モノジェネ（発電専用） 

 

●蓄電・蓄熱 

 

●蒸気発電 

 

●水頭落差発電 

 

●太陽光発電 

 

●風力発電  
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設備改善の取り組み方 

●取り組み方：「知恵の輪」巡らす 

●運用改善して、合理化投資金を貯金   

●補助金の活用 

  （例）・ＮＥＤＯ（１/３補助）：ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援 

     ・ＥＳＣＯ（１/２補助）：中堅・中小事業者ｴｽｺ〃 

     ・その他 

●ＥＳＣＯの活用 

●効果ある改修投資（水・湯）との組み合わせ 

●排出量取引「国内クレジット制度」（試行中） 

 活用 
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Ⅱ・３． 建物別節電の 

           攻めどころ 



2008年ビル省エネ診断提言 

ビル診断件数：６０４件   提案数：２，１５６件 

（項目 明細） 

①設定温度    ：２９３     ⑥給湯・トイレ：１３２ 

②空気比        ：２２８   ⑦空調時短    ：１２５ 

③外気導入等：２２３     ⑧自販機        ：１１９ 

④消灯            ：１８８     ⑨受電設備    ：１０７ 

⑤冷水温度    ：１４０     ⑩管球効率化：９７ 

  冷却水温度                 ⑪その他        ：５０４ 

３３ 



   （設備）     （ｴﾈﾙｷﾞｰ）     （14時電力）  
            2,080[Mj/m2年]  900万kW              
 
[構成]  
①空調熱源・搬送   ３９％        ４８％                  
②照明         ２２％         ２４％          
③コンセント      ２１％        １６％  
④動力          ８％         ５％        
⑤その他          ５％          ７％    
       

３４ 

事務所ビルｴﾈﾙｷﾞｰと電力消費状況 



建物別電力需要構成の特徴 

①：事務所ビル： 

●「空調と照明・ＯＡ」が大部分（８８％） 

●関係者全員の協力が必要 

 ②総合スーパー 

●「空調」が約４８％、「照明」２６％、「冷蔵」９％ 

●・空調（除く食品売り場）とﾃﾅﾝﾄ照明が焦点 

③ホテル・旅館 

●「空調」２６％、「照明」３１％、搬送１９％ 

●朝（８時頃）、夕（１８時）にﾋﾟｰｸ。ほぼ、横ばい 
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旅館・ホテルの省エネ攻めどころ② 
（居室皆さまの理解の下に実施） 

①照明： 

●廊下・ロビー：蛍光灯の半減 

●事務所：「ＪＩＳ基準（５００ﾙｸｽ）」遵守、管球の間引き 

●昼休み消灯、パソコン：こまめにケス 

②空調： 

●温度「２０℃、２８℃」固定し、工夫（ワークスタイル、
扇風機の利用ほか） 

●廊下・ロビー等（事務室以外）は停止 

③職場ルール（管理標準）の整備 

④就業あり方、大転換促進 

 

３６ 

事務所ビル節電の攻めどころ① 



（施設運転管理への期待） 

①空調：「外気量の調整」 「冷水の温度調整」 「共用
部管理の徹底」 「電気室・サーバー室冷房の在り
方」 「区画毎の適切な管理」「空調エリヤの縮小」 

②熱源：「冷水温度の調整」 「負荷適合（ｲﾝﾊﾞｰﾀ）の
調整」「ガス機器優先運転」「システムの増し運転抑
制」 

③換気：「厨房、電気・機械室、駐車場、倉庫等換気の
管理徹底」 「ｾﾝｻｰ・ﾀｲﾏｰ利用」 

 

④照明：「白熱電球追放」 「省エネ管、ＬＥＤへの改
修」 「昼光の活用」 「ｾﾝｻｰの活用」 

⑤その他：「厨房除外設備」「ｴｱｺﾝ切忘れ」管理強化 
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事務所ビル節電の攻めどころ② 



（ビルの特徴） 
●小口電力（500kW未満）需要家 ●テナント・複合ﾋﾞﾙ 
●節電・省エネ体制なし ●個別エアコンが主流 
●エネルギー消費：専用（テナント）８０％程度 
●テナント別電力消費の計量（電灯・動力毎） 
（攻めどころ） 
●テナントへの「節電・省エネのアドバイス」 
●テナントのやる気の鍵：「費用削減のメリット」 
●照明：「間引き」 「白熱電球追放」 「昼光の利用」
「省エネ管・ＬＥＤ・ｾﾝｻｰの活用」 

●エアコン：「旋風機活用」 「ｴｱｺﾝ切忘れ・管理強化」
「春・秋停止」管理強化」 「ロスナイの運転改善」 

●テナント業務改善促進：節電・省エネメリットの還元 
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中小ビルの節電攻めどころ 



 

Ⅱ・４． 管理の充実 



節電・省エネ管理の充実 

 １．節電・省エネ推進体制（管理標準）の整備と
 「ＰＤＣＡ」の追求 

   （関係者一同） 

 

 

 

 

 ２．設備改善の推進とＥＳＣＯ（ことに、チューニン
グＥＳＣＯ）の活用 

 ３．節電・省エネ診断実施と見える化の推進 
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働き方を見直す 

  １．スタイル・時間・場所を見直す 

   ●勤務スタイルを多様化、一極集中勤務抑制 

   

  ２．働く時間をずらす 

   ●午後の会議・ｲﾍﾞﾝﾄへの工夫 ●ｻﾏｰﾀｲﾑ 

   

  ３．輪番休業と在宅勤務 

    ●平日輪番休み・振替  ●在宅業務促進 

  ４.働かない期間を増やす 
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ご清聴 
有難うございました 


