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  電力需給の逼迫 



首都圏の節電実績 

１．節電実績 

   ●今夏目標「１５％減（5,100万kW）」超過達成 

   ●最大需要電力（実績）：18％減（4,922万kW） 

   （内訳）大口：29％減、小口：19％減、家庭：6％減    

   ●電力販売量（7・8月合計） 

   （内訳）大口：14％減、小口：15.7％、家庭：11.8％ 

２．課題と見通し 

   ●冬・12年夏の供給力（原発稼働） 

   ●暑さリスク・景気回復・中小ﾋﾞﾙ対策・ﾃﾅﾝﾄ対策 
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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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2011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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2011夏・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 

（7月1日～9月22日：平日9時～20時、大口：削減義務）     

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 

●ｴﾚﾍﾞｰﾀ半減、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② 

（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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節電実績に学ぶ 

評価：やれば、できる 

    ●「危機の共有」が原動力 

  ●「節電強制」がムダ発見に 

  ●「我慢の夏」ではない 

  ●「工夫の余地」まだまだ 
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今冬の対策 

（政府の節電要請） 

●（目標） 関西電力：10％節電  九州電力：５％節電    

●「電気使用制限令」発動：見送り 

●東京電力：予備率4.4％ 

・現状供給力：5,300万kW 

・最大需要電力（2011年2月）：5,150万kW 

（註） 〃 （2010年1月12日）：5,240万kW 

・東電ｺﾒﾝﾄ：厳しい寒さになると、ちょっときつい 
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来夏の展望（原発再稼働ナシ） 

（前提） ●東電原発（柏崎刈羽）の定期検査停止 

・来年1月：５号機（110万kW）/3月：6号機（135.6万kW） 

     ●現状供給力：5,300万kW 

     ●最大需要電力（2011・8・18）：4,922万kW 

（夏季推測）  

     ●供給力：5,300－（110+135.6）＝5,055万kW 

     ●供給予備力：（5,055－4,922）/4,922＝2.7％ 

     ●コメント：安定供給には「今夏比一段節電（5％ 

      程度）必要」。「電気使用制限令必要」と認識 
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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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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/㎥ 
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（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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 節電・省エネ取り組みの課題 



ビルのムダ 

取り組みの第１歩：過剰の克服 

    ●明るさの過剰 

  ●涼しさ・暖かさの過剰 

  ●換気の過剰 

  ●サービスの過剰 
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ビル設備運転・管理の問題① 

１．設備の実態 

         ●過大設備と部分負荷 
事務所ビル空調設備の稼動状況 

｢年間稼動時間の８０％は設計負荷の３５％以下」 

（空気調和・衛生工学会 学術講演会 講演論文集 1998） 

２．運用の実態 

●「明るさ・涼さ・換気・サービス」の過剰 

 
 ●「室内空気環境測定報告書」の活用？ 

 ３．エネルギー管理の実態 

●全員参加の活動はどうか？ 

●ＰＤＣＡは機能しているか？ 

●「事業者判断基準」は活かされているか？  
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項 目 基 準 値 

①浮遊粉じんの量 0.15mg/㎥以下 

②一酸化炭素の含有率 10ppm以下 

③炭酸ガスの含有率 1,000ppm以下 

④温度 
17℃以上、28℃以下 

居室における温度を外気の温度より低く
する場合は、その差を著しくしないこと。 

⑤相対湿度 40％以上、70％以下 

⑥気流 0.5m/s以下 

⑦ホルムアルデヒド 0.1mg/㎥以下 

ビルの空気環境基準 
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ビル設備運転・管理の問題② 

①照度：ＪＩＳ基準「不適合」 

●事務室：推奨７５０ルクス、実状９００ルクス程度 

●廊下  ：推奨２００ルクス、〃 ５００ルクス程度 

②区画毎の「分別管理」なく、一律管理 

●廊下・ロビーなどの照明・空調への対応 

③「空調のルール」は？ 

●室温とカゼの流れの工夫 

●過剰な外気取り入れ 

●期間と時間の管理 
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ビル設備運転・管理の問題③ 

④熱源 

●過剰空気燃焼    ●冷水温度の適正化調整 

●放熱ロス・システム効率への認識はどうか 

⑤換気：●過大設備の過剰換気 

⑥受電 

●デマンド監視・制御・見えるか 

●変圧器の集約    ●熱除去の在り方 

⑦その他 

●インバータの調整●厨房・ＯＡ・ｻｰﾊﾞｰ・ＥＬなど 

 

 

２１ 



工場省エネの問題① 

①管理事務所・食堂等の取り組みの遅れ 

②蒸気システム 

   ●価値ある使い方か  

   ●ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟの管理 

   ●供給の在り方：セントラルと分散方式 

③エアーシステム 

   ●供給圧力低下へのリスク 

   ●供給のベストミクス 
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工場省エネの問題② 

①ｺｰｼﾞｪﾈﾚｲｼｮﾝ・システムの運転 

  ●温熱の利用  ●システム効率の管理   

 

②夜間・休日への切り込み：問題の掘起こし 

 

③需要と供給のミスマッチ 

 

④プロセス改善 
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   （設備）     （事務所）  （ホテル） （商業） 
[MJ/m2年]     2,080程度  2,950    3,530        
 
[ｴﾈﾙｷﾞｰ用途構成]  
①空調熱源・搬送  ４２％    ４７％   ４０％       
②給湯・調理      １％    １２％     ３％       
③照明・ｺﾝｾﾝﾄ    ４３％     ２３％   ４０％        
④動力          ８％     ７％      １０％    
⑤その他          ６％     １１％   ７％  
       

２４ 

ビル施設ｴﾈﾙｷﾞｰ消費状況 



 

    節電・省エネ対策 

 

     ①運用の改善 

     ②設備の改修 

     ③管理の充実 



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 
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2008工場診断結果（設備別） 

       ●診断件数：４８５件 

       ●提案総数：３１３９件 

 

①ボイラ・蒸気・炉：１９％ ⑥ﾌｧﾝ・ﾎﾟﾝﾌﾟ等：９％ 

②空圧設備：１９％     ⑦電動機・機器：５％ 

③空調設備：１６％     ⑧水関連：２％ 

④照明設備：１３％     ⑨ライン等：１％ 

⑤受電設備：１２％     ⑩その他：４％ 
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2008工場診断結果（内容別） 
①インバータ化：１０％  ⑥空調温度：５％ 

           

②圧縮機圧力調整：９％  ⑦その他空調：５％ 

           

③照明効率化：７％    ⑧空気比：５％ 

           

④保温     ：７％   ⑨空気もれ・環境：５％ 

           

⑤電力デマンド：６％   ⑩ラインほか：４１％  

           

２７ 



 

１． 運用改善の着眼点 



運用改善の基本 

     ●エネルギー負荷の軽減 

 

     ●エネルギー・ロスの根絶 

       

      ●高効率運転の追求 

 

     ●電力負荷の平準化（業務移転） 
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省エネ推進の考え方 

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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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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 エネルギー負荷の軽減 

（空調設備） 

１）室内設定温度の調整 

室温：「20℃、28℃」固定＋工夫（風・スタイル） 
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２） 取り入れ外気量の調整 

・「室内ＣＯ2濃度の基準値：1,000 ｐｐｍ」に基づき調整 

・起動時、外気導入の停止と夜間の削減 
             

絶
 対

 湿
 度

 

①ＲＡ：還気(室内) 

②ＯＡ：外気 

③ＭＡ：混合 

④ＳＡ：給気 

温度 
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３） 空調時間の短縮 

– 中間期の冷暖房の停止 
– 残業時間への対応 
– 予冷、予熱時間の短縮 
– 空調の短時間停止・間欠運転 

    

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

(Ⅲ) 

(Ⅳ) 

絶
対
湿
度
（  

 
 

 
 

 
 

) 

kg 

／ 

kg 

温度(℃) 

●冬期、低湿度の外気を取り入れると加湿負荷となる

場合があるので、低湿度の領域を外気取入無効とす

ることもある 

図４ ●説明図 (外気取入れ有効領域) 

出典：ビル省エネルギー総合管理手法  

(社)日本ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰ総合管理技術協会 2000.6 

● 

４） 外気冷房 

 中間期 

 ナイトパージ 
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   ５） 非居室・バックヤードへの空調抑制 

 ６） 不使用室の空調カット 

 ７） 空調のゾーニング 

 ８） ブラインドの活用 

 ９） ワークスタイルの改善 

１０）  湿度の管理 

         「加湿、除湿にはエネルギーが必要」 

          「70 ％ 超えから除湿。しかし、40 ％ は確保」 
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（換気設備） 

１） 過剰換気の防止 

     （駐車場、厨房、機械室・電気室など） 

  ●駐車場：エンジン停止時、換気は理論上不要 

  ●機械室：第１種換気の緩和 

  ●厨房：原則燃焼時のみ 

  ●電気室：トランス負荷に対応、制御 

２） 不使用時の換気停止 

     （トイレ、湯沸し室、倉庫など） 
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（照明・コンセント） 

１） 適正照度（ＪＩＳ適合）へ間引きと電気スタンド活用 

 

２） 不要な照明対策（廊下・ロビーの蛍光灯の間引き
や昼休み消灯） 

 

３） 室内のゾーニングと局所照明 

 

４） 昼光の利用・窓側照明の見直しなど 

 

５） 管球球切れ時、省エネ３６W蛍光管へ。ＬＥＤの利
用 

 

６）ＯＡ機器・業務用機器への管理強化 
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（給排水・衛生） 

１） 給水・給湯流量の調整 
●分岐バルブの絞り 

●フラッシュ弁の水量調整 

●トイレ、ハイ・ロータンクの水量調整 

２） 給湯温度の調整 

     ●貯湯槽：６０度以上    ●混合栓：５５度以上 

３） 給湯期間、時間の短縮と供給対象と使い方吟味 

 

４） 濾過設備・厨房除外設備の運転調整 

 

５） 集中給湯システムの吟味（個別給湯器の活用） 

 

６）ナイト・カバーの利用 
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（コンプレッサー） 
   ●吐出圧力の適正化    

（受電設備） 
     ●電力デマンドの監視・制御と見えるか 

    ●変圧器運用効率化への統合 

   ●ＵＰＳと変圧器の区分け 

（昇降設備） 

    ●利用状況に即した運転 ●「２アップ・３ダウン」活動 

（その他） 

    ●自販機への対応（削減優先） ●待機電力対策 
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エネルギーロスの低減 

１） 蒸気・エアー（圧縮空気・冷暖気）・水漏れの防止 

２） 設備（配管・蓋板）放熱ロスの抑制 

３） 蒸気ドレン回収の強化・スチームタラップの保守 

４） 室内混合ロス防止 

５） トイレ：2度の水流し防止 

６） 電力力率の調整による無効電力の抑制 

７） 変圧器の無負荷損失抑制への対応 

８） 全熱交換器の中間期運転停止 

９） エアーフィルター、機器の清掃 
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（ボイラー・直焚き吸収式冷温水機など） 

 １）「 空気比・廃ガス温度」と「圧力」の適正化 

  
  ２） ボイラー水の水質管理の適正化              

   

  ３）燃焼停止時のドラフト停止 

  

  ４） バーナーの点検、清掃 

   

  ５）ＣＯＰに基づく管理 
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高効率運転の追求 



（冷凍機） 

 １） 冷水出口温度の調整（除湿回避・室温抑制） 

 ２） 冷却水入口温度の調整 

 ３） ＣＯＰに基づく管理 

 ４） 空気の漏れ込み防止・真空度の管理 

（冷却塔） 

 １） 冷却水の水質管理の適正化と 

             ブロー水量の抑制 

 ２） 冷却水温度とファンの運転管理 

 ３） フリークーリングの活用（外調機による冷水 

   の生産）     
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（コンプレッサー） 
   １） 清浄な冷気の吸引   

   ２） 制御の適正化 

（電力設備） 

 １） 機器の負荷調整 

（蓄熱槽） 

 １）蓄熱効率の向上（放熱量の減尐） 

 ２）蓄熱槽効率の向上（蓄熱量の拡大） 
• 蓄熱水量の増加 

• 槽内の温度差の縮小 

• 大温度差運転 

• 最適蓄熱（温度と蓄熱量） 
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（システム） 
 １） 複数機器への台数制御適正化 

 ２） 冷水利用温度差の拡大 

 ３） 使用実態に即した自動機器設定の見直し 

 ４） ＦＥＭＳ・ＢＥＭＳ活用の促進（原単位の管理） 

 ５） コジェネシステム運転吟味 

（冷蔵・冷凍設備） 

 １）適正温度・出し入れ注意・詰め過ぎ注意 

 ２）ナイトカバー実施・ＬＥＤ照明・室外機注意 

（設備保守など） 

  機器の定期的な点検・業務効率化の時短 
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ビルの省エネチューニング項目 

① 室内温度条件の緩和 

② 外気量の削減 

③ 外気導入制御（起動時） 

④ 外気冷房 

⑤ 室内混合損失の改善 

⑥ 除湿・再熱制御システムの運用見直し 

⑦ 熱源運転方法の調整（台数制御） 

⑧ 熱源台数制御方式設定値の変更（発停順位） 

⑨ 燃焼機空気比の調整 

⑩ 蒸気ボイラ設定圧力の調整 
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ビルの省エネチューニング項目 

⑪ 冷温水出口温度 設定値の変更-1（冷温水発生機） 

⑫         〃        変更-2（ﾁﾗｰ・ﾀｰﾎﾞ冷凍機） 

⑬ 冷却水温度設定値の変更 

⑭ 冷温水量の変更 

⑮ ポンプ変流量方式の改善 

⑯ 冷却水量の変更 

⑰ ＶＡＶ方式送風温度の変更 

⑱ 空調機起動時刻の改善 

⑲ ナイトパージ 

⑳ 間欠運転 
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サーバー室対策 

①運用改善（きめ細かな管理） 
●管理条件の確認（ASHRE；04年「20～25℃、40～55％」、

08年「15～32℃、20～80％」） 
●熱ショートの遮断（必要箇所に冷気）  
●外気冷房の利用促進、冷房期：外気遮断 
●サーバー運用改善：仮想化によるサーバー統合 
 （高性能サーバーへの業務シフトと未使用機のオフ） 
②設備改修 
●区画（仕切り）つくりスペース縮小、最適管理へ 
●ブレードサーバー導入、冷却ﾌｧﾝ等と照明高効率化 
 
 
④ 
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病院省エネの攻めどころ 

 

●負荷に適合した電動機インバータの調整 

 

●ＯＡ・コンセント機器対策：きめ細かな管理の徹底 

 

●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 

●厨房・リネンサプライ対策 

       「電力のジュール熱利用抑制」の推進ほか 

 

●衛生設備（揚水ポンプ・汚水ポンプ）：ピーク時オフ 

 

 

 

 

４６ 

（運改）その他設備 



 
 
 

電力ピーク時、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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福岡市立総合図書館の運用改善 

(建物概要)  

 床面積24千㎥，地上5階，H8年竣工 

(改善の要点) 

 ①冷温水循環ポンプの最低周波数（18Hz）への調整   ②エントランスホール
排煙口を活用し排気ファンを運転しない排気   ③不快指数冷房（15℃以上
の冷水で湿度を制御しつつ、快適さと省エネ実現）  ④ブラインド・スラットの
水平化   ⑤ファンコイルの利用者操作をロック   ⑥照明SWのラベリング  
⑦照明のＪＩＴ   ⑧朝の清掃30分時短   ⑨自販機への工夫   ⑩電気室
排熱の暖房へ活用など 

 

(効果) 

 原単位1,898（H10）→1,153MJ/㎡・年（H18） 

 「8年連続5％低減」となる。 

 節約金額Ｈ10年度比：71百万円（46.9％減） 

 出典：月刉誌「ビルメン：07年4月号」および「省エネルギー：07年7・8月号」 
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（株）デンソー：不快指数冷房 

(対象建物) ： 高棚製作所：総合オフィス 
(改善の要点) 
 ①冷温水循環ポンプ更新への能力適正化、消費電力削減    
  冷水ﾍｯﾀﾞｰ温度差：２℃・・バイパス配管の流量多い。実測：ポンプ吐出量165m3/h、
ﾌｱﾝｺｲﾙ・空調機使用量75m3/h。現状22kWから、更新11kWへ 

   
  ②冷凍機電力削減：不快指数冷房（10℃以上の冷水で湿度を制御しつつ、快適さ
と省エネ実現）   

  ・不快指数：「７５に限定」★２８℃、４０％：７４．２ ★２６℃、６０％：７４．３ 
  ・冷水温度：「１２℃」に設定 

  （註）外気（３０℃、６０％）の場合室内外のｴﾝﾀﾙﾋﾟ差：「２６℃、６０％」は「２８℃、４
０％」の６８％（約３割減） 

 
(効果) 省エネ量：・06年度：６７．２MWh ・07年度：３７．６MWh（２５％減） 

                   出典：（財）省エネルギーセンターＨＰ 事例集から引用 
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２． 設備改修の動向 



設備改修の動向 

  ●照明の高効率化（ＬＥＤほか）  
  ●デマンド監視・制御・見えるか促進 
   ●インバーター活用の促進 

  ●建物断熱（ガラス窓対策ほか）の促進 
   ●発電(コージェネほか）・蓄熱・蓄熱の促進       
   ●ベストミックスへの促進 

１）セントラル方式と個別方式 
２）エネルギーソースの在り方（エネ転換） 

●「判断基準」を織り込む対応 
  １）「区画（間仕切り）」管理 
  ２）「設備新設の措置」の遵守 
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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」と組み合わせ   

●補助金の活用 

  （例）・（１/３補助）：ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援 

     ・（１/２補助）：中堅・中小事業者ｴｽｺ〃 

     ・その他 

●ＥＳＣＯ（チューニング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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３． 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．勤務スタイル・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 

   ●午後の会議・ｲﾍﾞﾝﾄへの工夫 ●ｻﾏｰﾀｲﾑ 

   

  ２．業務のやり方改善と標準化 

   

  ３．輪番休業と在宅勤務など 

    ●平日輪番休み・振替  ●在宅業務促進 

    ●働かない期間を増やす 
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（おすすめ） 

①「考え提案するが得になる」をＰＲ、信じる 

②やさしいこと、できること（照明の改善等）から、
成果優先 

③成功事例をＰＲ、広げる 

④トップリードの会社ぐるみの改善促進の仕組み
確立（サークル活動も） 

⑤第三者診断も活用、励まし合い 

⑥「測る」を拡大、問題発掘、改善へ 

 

省エネ取り組み（人づくり） 
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オーナーと業者の連携 

• 業務委託契約の充実 
（ねらい）    ●省エネしたくなる契約 
           ●努力する者に報いる契約 
         ●設備管理技術の高度化促進する契約 
 
（契約充実） ●「温室効果ガス排出量」の保証とペナルテイ 
         ●入札条件に「排出量を導入」 

 
• 「ほめる」・「ほめられる」 

 
• 省エネ診断の促進 
 ●自己診断    ●相互診断    ●第三者診断 
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オーナーと受託業者との連携 



ま と め 

① 日本を守る。 

   ・無資源国 日本の生きる策 

   ・省エネが技術開発のエンジン 

   ・大規模停電の回避・脱原発への希望拓く 

② 地球を救う。 

   ・地球温暖化と核汚染を止める 

   ・資源争奪の回避、平和を創る 

   ・世界に「豊かさ」を贈る 

③ 日本の誇り 

   ・節電・省エネ 

   ・日本食 

   ・平和 

節電・省エネ対策は 
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ご清聴 
有難うございました 


