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ソフトＥＭＳサービスとは 

運用改善サービス 

  ●高い技術力で運用改善支援 

  ●省エネ・節電投資ゼロ 

  ●省コストを分かち合い 

  ●省エネ人材の育成に貢献 
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ＥＳＣＯの仕組み 

  顧客の利益   
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ＥＳＣＯの歴史 

    ●生い立ち 

  ●日本の受け入れ 

  ●コージェネ導入・熱源機改修 

  ●運用改善チューニングへ拡大 
 

   

   

      

              

   

   

 

 

 

 

３ 



 

４ 



 

 省エネ・節電への課題 



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 

  ●「空気環境測定」の活用等、合理的運転はどうか？ 

 

 

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」を活かしているか？  
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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 
 ７ 



ビル設備の問題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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明るさの基準（ﾙｸｽ） 

       （推奨）  （追補）  （労安法） 

●事務室：  750   500～    300以上 

●廊下：   100    75～ 

●会議室： 500    300～ 

●食堂：   300         200～  

●階段：   150    100～  
（参考）ﾄﾞｲﾂ：５００ ﾌﾗﾝｽ：４２５ 米・ｶﾅﾀﾞ：２００～５００ 

（ｵﾌｨｽ照明実態）・１０００以上３６％  ・～９００：２０％  

・～８００：１９％ ・～７００：２１％ ・７００未満：５％ 
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ビル設備の問題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・ｻｰﾊﾞｰなど 
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ピーク時間帯：１４時前後、建物特徴により変化 

   （設備）     （事務所）  （ホテル） （商業） 

[ｴﾈﾙｷﾞｰ用途構成]  

①空調熱源・搬送   ４３％    ４７％   ３９％       

②照明・ＯＡ      ４２％    ２２％    ２８％       

③換気          ５％   湯１０％ 湯：７％          

④ｴﾚﾍﾞｰﾀ          ３％      ３％       ４％    

⑤その他          ７％    １８％    ２２％  

       

１１ 

エネルギー消費状況 



ピーク時間帯：１４時前後、建物特徴により変化 

   （設備）     （事務所）  （ホテル） （商業） 

[ｴﾈﾙｷﾞｰ用途構成]  

①空調熱源・搬送  ４８％    ２６％   ４８％       

②照明         ２４％    ３１％    ２６％       

③印刷・PCほか   １５％     ４％    １３％        

④ｴﾚﾍﾞｰﾀ        ５％      ８％          

⑤その他         ８％     ３１％    １３％  

       

１２ 

ピーク時用途別電力消費 



 

    省エネ・節電対策 

 

     ●運用の改善 

     ●設備の改修 

     ●管理の充実 



2008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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運用改善の基本 

   ●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（業務移転込） 
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省エネ・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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節電の定石 

   ●カット：省エネ運用改善 

 

   ●シフト：電力負荷平準化 

 

   ●チェンジ：高効率化改修と 

          働き方のチェンジ他 
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電力負荷の平準化  

   ●蓄熱 

    

   ●蓄電と創電 

    

   ●見える化 

１７ 



2011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 

   ●原発再稼働 

   ●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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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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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：月刊誌「ビルメン：07年4月号」および「省エネルギー：07年7・8月号」 

２０ 



（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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①成果：１９４７Ｍｊ/ｍ2年（2004）→１０９９（2011） 

      約４３．６％減 

②取り組み方の改訂： 

●社員の苦情、総務から、ビル管へ 

●オーナー（総務）とビル管の協業、省エネ試行 

●社員・請負・役員からの協力・提案 

●見える化と実績見せる 

③間引き・現場室温を基準・間欠空調・ＦＣ調整他 

 

キャノン・Ｓタワーの活動 
２２ 



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 

２３ 

照明の管理強化 



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、 労安法（換気基準）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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外気導入の調整 



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 

– 空調の短時間停止・間欠運転 
– 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 

    

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

(Ⅲ) 

(Ⅳ) 
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対
湿
度
（  
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kg 
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kg 
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●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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   ○ 非居室・バックヤードへの空調抑制 

 ○ 不使用室の空調カット 

 ○ 空調のゾーニング 

 ○ ブラインドの活用 

 ○ ワークスタイルの改善と扇風機活用 

 ○  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」 

  

２８ 



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。タイマー制御の確認 

 
●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 
 
 
      

２９ 

換気管理の強化 



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（ロスナイ）運転の適正化 

９） エアーフィルター、機器の清掃 

３０ 



（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 

３１ 

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） 冷却水入り口温度の調整 

 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）     

３２ 



（システム） 
 １） 複数機器への台数制御適正化（増段抑制） 

 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）ＢＥＭＳ活用の促進（原単位の管理） 

 ５） ガス機器優先・コジェネ運転促進 

（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 

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 

３４ 



ビルの省エネチューニング項目② 

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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（空衛学会）節電メニュー① 
（節電効果：大） 

① 冷凍機の出口冷水温度を上げる 

② 電気・ガス併用時は非電気系熱源ベースに運転 

③ 室温照度の緩和 

④ 窓際消灯・間引き・ブラインドの適正管理 

（節電効果：中） 

⑤ 台数制御の変更 

⑥ 冷凍機・エアコンの最大容量制限 

⑦ 冷却水温度設定の低温化 

⑧ クールビズによる設定温度の緩和  
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（空衛学会）節電メニュー② 

⑨空調機器の間欠運転・輪番停止とＶＡＶ最尐風量下げ 

⑩室外機への散水 

⑪大部屋では室内機の運転台数を減らす 

⑫温度コントローラの使用制限 

⑬外気取り入れ量の削減 

（節電効果：小） 

⑭厨房用外調機送風温度の適正化 

⑮電気室など換気・空調併用時の設定緩和と換気停止 

⑯温水便座・ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ等の停止・ｴﾚﾍﾞｰﾀ台数制限他 

（引用）空気調和・衛生工学誌 平成２３年１２月 
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設備改善の動向 

  ●照明の高効率化（ＬＥＤほか）  
  ●デマンド監視・制御・見える化機器導入 
   ●インバーターの活用促進 
   ●設備の高効率化更新（仕様の点検） 

  ●建物断熱（ガラス窓対策ほか）促進 
   ●発電機器(コージェネ・太陽光発電ほか）導入       
   ●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）エネルギー転換（ＥＨＰからＧＨＰへ） 

●「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（高効率化改修）」の推進 
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設備改修の取り組み方 

 「高効率化は国策」・「促進には知恵巡らす」 

①運用改善して、合理化投資金を貯金   

 （エアコン更新：単準投資回収２０～３０年） 

②補助金の活用（オーナーの願い） 

  （例）・Ｓｉｉ（１/３補助）：ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援など 

     ・ＥＳＣＯ（１/２補助）：中堅・中小事業者ｴｽｺ〃    

③ＥＳＣＯの活用、ことにチュウニングＥＳＣＯ 

④効果ある改修投資：「実態に即した設備能力」
「水・湯との組み合わせ」ほか 

⑤改修への「２ｎｄオピニオン診断」実施 

３９ 



エネルギー管理の充実 

 １．省エネルギー推進体制の整備と継続した 
 「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．省エネ診断実施と見える化推進 

４０ 



 

 省コストの実現 



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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電気料金の値上げ 

  
（値上げ動向）・全国（沖縄除く）に波及へ 

         ・東電：近い将来、再値上げ必至 

（関西電力の動き）：４月値上げ 

    ●法人（自由契約）：１９．２３％ 

   ●家庭（申請）：１１．８８％ 

（九州電力の動き）：４月値上げ 

    ●法人（自由契約）：１４．２２％ 

    ●家庭（申請）：８．５１％ 

   （参考）再稼働なし：３５．６％値上げ必要    
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電気料金の仕組み 

①電気料金（月当り）＝基本料金＋電力量料金 

＋太陽光発電促進付加金＋再ｴﾈ発電促進付加金 

ほか 

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〃） 

 

③電力量料金＝月間電力使用量（kWh）×単価（円
/kWh） 
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活動の目標（2010比３割減） 

●運用改善： ２割削減（値上げ返上） 

①室温調整（2℃）：40％×0.15＝4.5％ 

②外気の調整（750→950ppm） 

   40％×0.3×調整効果0.3＝2.7％ 

③空調運転時間の短縮（春・秋他）1.7％ 

④照度管理の強化20×0.5＝10％ 

⑤ＯＡ・換気ほか管理強化40％×0.1＝4％            

              （合計） ２２．９％ 

●設備改修： 残り１割削減  
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事務所ビルの節電効果（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１５％） 
電力料金３千円（電力比率84％）×従量料
金比率７割×１５％×１万=２６５万円/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） ４１５万円/年（１４％） 
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福岡市 

 「事業所省エネ技術導入サポー
ト事業（ソフトＥＳＣＯ事業）」 



①事業要旨：省エネ専門業者から運転方法の指
導受け、省エネ実現、省ｺｽﾄ追求。 

 ・契約期間3～5年 ・利益按分、出来高払い 

 ・ﾋﾞﾙｵｰﾅｰの投資・負担ゼロ 

②省エネ専門業者：市が業者登録 

③支援委託業者：市に替り、ｵｰﾅｰ支援（入札） 

④省エネ専門業者への見積もり依頼 

⑤省エネ専門業者の診断・提案・ﾌﾟﾚｾﾞﾝと支払 

⑥省エネ専門業者決定・ｵｰﾅｰと契約・事業開始 

 

 

福岡市の仕組み 
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 （施設名） （光熱水削減）（業者報酬）（市利益）  

①競艇場   31,002千円    70％  9,301千円  

②こども病院  30,266      25    22,700   

③市民病院    21,886      15    18,603 

④動物園    16,851       40     10,111 

⑤国際議場   15,023       25     11.267  

⑥魚市場    10,386      70      3,116 

⑦その他(13)    ﾊﾞﾗﾝｽ            ﾊﾞﾗﾝｽ 

（計）（19ｹ所）（190,842千円）       （110,344） 

 

福岡市の事例（H23年度） 
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●福岡市施設の実績 

①実施年度：Ｈ１７～Ｈ２３年度 

②累計の導入施設数：２６施設 

③削減金額計：８０８百万円（6.3～17.6％） 

④ＣＯ2削減量計：7,662トン（1.0～6.6％） 

●民間施設での取り組み：Ｈ２３年度開始 

①登録省エネ専門業者14社、実施施設22施設 

②合計予想効果：削減金額2,540万円、10.2％ 

③市評価調査：どの事業者からも高い評価 

福岡市の累計実績 
４８ 



①オーナーの「省コスト」への意欲 

 

②大型事業所（年1千万円超、セントラル空調の
施設か） 

 

③既存ビル管理会社との緊密な連動 

 

④省エネ専門業者の技術力 

 

 

 

ソフトＥＳＣＯの成功の鍵 
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 地球温暖化（炭素汚染）問題 



地球温暖化動向 

  
●ＣＯ2濃度上昇：ハワイ４００ppm超、年+２ppm 

排出量303億ｔ：中24％・米18・ＥＵ12・印とロ5・日4 

限界値（２℃以内）：450～470ppm 

 

●気象異変が世界に            

・米：ﾊﾘｹｰﾝ・ｻﾝﾃﾞｲ ・北極と南極の氷面積縮
小 ・日本とＥＵ：大雤と南洋シャワー   

 

●地球寒冷期突入か：大陽観測の視点から  
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p.57 

大気のCO2濃度と気温の変化 

         1200   1400    1600     1800  2000年  

  

産業革命 

380ppm 

(2006年) 

280 
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p.58 

ＣＯ2排出量と吸収量のバランス 
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2011エネルギー起源CO2の実態 

    基準年 2011年度 増減 

 産業部門 4.8億ﾄﾝ 4.2億ﾄﾝ  -12.8％ 

 運輸部門 2.2  2.3  +  5.8 

 業務部門 1.6  2.5  +50.6 

 家庭部門 1.3  1.9  +48.1 

 発電所ほか 0.7  0.9  +26.8 

 （総量）      （10.6）      （11.7）        （+10.7） 

（註）●温室効果ガス量 13.1億ﾄﾝ 

   ●国際公約「1990年比６％減」は達成見込  

５３ 



東京都対策 

  
 ●大規模事業所（1500kl・１億円超）：対策進展 

  ・排出量比率：４割超 

  ・第1計画期間（～14年）（８％減）：達成 

  ・第2計画期間（～19年）（１７％減）：達成十分  

●中小事業所：努力傾注、一段焦点：対策遅れ 

  ・排出量比率：６割弱、70万棟 

  ・低炭素化推進：ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（都:７８kg/m2未満）  

  ・補助金（BEMS・コジェネ）：４０億円 

  ・その他：ソフトESCO・診断・研修会・啓蒙他 
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 エネルギー事情 



シェールガス革命 

  
 ●米国：シェールガス事業が本格化 

   2015：ガス生産・2017：油生産、世界トップ  

   2017：日本へ「３千万ﾄﾝ」輸出、米：エネ自立   

   製造業の復活：日本のｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ凋落へ 

 ●資源国（ロシア・中東）：販路に苦心      
 ●シェールガス資源：世界に埋蔵。４００年分 

   中国：米埋蔵の５割増、ﾃｽﾄ生産次〄成功 

 ●戦争回避・温暖化防止・脱原発への支援   
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日本のエネルギー物語 

  
     
   ●燃える土の献上（668年） 
   ●チャーチル海軍大臣と中東 
   ●関東軍と満州・真珠湾奇襲（1940） 
   ●経済成長とエネルギー転換（1960頃） 
   ●石油危機・省エネ法（1973・1979） 
   ●核の平和利用・原発登場（1966） 
   ●中国産原油輸入（1976） 
   ●震災と原発・エネルギー自立探る 
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• 中東依存度は、石油危機時を上回る水準まで上昇。  
７７.５％(石油危機) ⇒ ８７.９％(２００１年度) 

依存度（％） 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

年度 

第一次石油危機 

第二次石油危機 

出所：エネルギー・経済統計要覧 

77.5 % 75.9 % 

87.9 % 

原油の中東依存度の高まり 
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長期的な原油価格の推移 

出典 H17年度エネルギー白書 

単位：ドル/ﾊﾞﾚﾙ 
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日本のエネルギー政策 

  
政策転換：「需要追随」→「需要マネジメント」        

  ●スマート化・見える化の促進 
     東電供給：５９００万kW超、年５時間  
             ５５００万kW超、年１６５時間 

  ●省エネ法改正：節電（ｋＷ削減）促進   

  ●ＦＩＴ事業化：一段拡大（地域興し） 
  ●原発：・安全基準制定、課題山積・進路不明 
  ●電力システム改革：発・送電分離推進 
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補助金の動向他 

  
①リチュームイオン電池の導入促進 

   

②ＢＥＭＳ導入促進 

 

③ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援 

 窓口：ｓｉｉ 補助率：１/３ 事業規模：３１０億円  

 

④節電・省エネ診断  

 窓口：省ｴﾈｾﾝﾀｰ 件数：2,000件  ６億円 
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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・脱原発への希望を拓く 

② 地球を救う。 

   ・持続可能な地球を創る 

   ・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 

   ・省エネ・節電 

   ・日本食 

   ・平和 

省エネ・節電対策は 
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ご清聴 
有難うございました 


