
エネルギー問題の動向と節電対策について 
～３．１１後の行動のために～ 

 

 

１．はじめに 

 東日本大震災の影響によるこの夏の電力需給逼迫への対策として、政府は 5 月 13 日に「夏

季の電力需給対策」を発表し、大口需要家から一般家庭まで一律１５％削減という電力需

要抑制目標を立てました。さらに５００ｋＷ以上の大口需要家に対しては電気事業法２７

条に基づく罰則を伴う使用制限を発動することを決定しました。 

 小口需要家・一般家庭については目標不達成の場合の罰則はないものの、需給バランス

が悪化すれば計画停電の「不実施の原則」が維持できなくなり、国民生活や産業活動に大

きな影響が出ることになります。 

 また、中長期的には火力発電等へのシフトによる燃料コスト増加で電力料金が上昇する

可能性もあり、企業経営を考える上で節電が重要な課題となってきます。 

 節電を考える際の重要なポイントは、短期的には、この夏の電力不足に対し生産性や安

全性を犠牲しないでいかに節電するかということであり、中長期的には、有効な投資を行

なっていかに電力コストを抑制するかということです。 

 以下に、節電対策のポイントを取りまとめましたのでご参考にしていただければ幸いで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．この夏の電力供給の見通し 

 東京電力管内では、需要予測最大値（ピーク電力/瞬時値）６，０００万ｋＷに対して５，

３８０万ｋＷの供給力しかない（１０．３％足りない）という前例のない厳しい状況にあ

ります。同じく、東北電力管内では７．４％の供給力不足の見通しです。また、関西電力

は１５％の節電を呼びかけており、他の電力会社管内においても原発の稼働状況次第で需

給が逼迫する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <経済産業省 HP http://jigyo.setsuden.go.jp/whats/ より引用＞ 

 

 



 

３．一律１５％削減目標の内容 

 

対象 

大口需要家（契約電力５００KW 以上）から家庭まで（全て） 

ただし、法的罰則のある電気事業法 27 条による電気の使用制限の対象は

大口需要家のみ 

期間 

７月～9 月の平日の９時～２０時 

（なお、大口需要家に対する電気事業法２７条による電力使用制限は 7 月 1 日～9

月 22 日（東京電力管内）、～9 月 9 日（東北電力管内）の平日の 9 時～20 時）

何に対して 

１５％削減 

昨年の上記期間・時間帯における最大電力（1 時間単位）に対して 

15%削減 

計画停電 
「不実施の原則」ただし、需給が逼迫した場合、大規模停電を回避す

るため発動する可能性がある 

罰則 
大口需要家に適用される電気事業法 27 条による使用制限に故意に違

反した場合１００万円以下の罰金 

電気事業法 27 条

による制限の 

緩和・適用除外 

制限緩和： 

①生命・身体の安全に不可欠な設備（医療、老人福祉、介護、衛生公

衆安全関係） 

②安定的な経済活動・社会活動に不可欠な設備（情報処理システム、

クリーンルーム、電解施設、鉄道、航空、冷凍倉庫、卸売市場、港

湾施設、ホテル・旅館、発電のためのガス・用水、夕刊印刷等） 

③被災地の復旧・復興に不可欠な設備、等・・・ 

適用除外： 

①福島第一原発の警戒・計画的避難・緊急時非難準備区域 

②災害救助法における避難所 

③緊急時稼働が必要な施設（医療施設、排水機等）の緊急稼働時 

（ご参考 経済産業省 HP：http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html 「電力事業法第２７条に

基づく使用制限について（説明会資料）」） 

<<15％削減のイメージ>> 

需給の不足は 10．3％（東京電力管内）ですが、余震や老朽火力の再稼働を考慮し１５％

の削減目標が設定されています。 <経済産業省 HP http://jigyo.setsuden.go.jp/whats/ より引用＞ 

 



業態別の電力需要は以下のとおりです。(表１) 

業態 ピーク時間帯 空調 照明
OA 

機器

ｼｮｰ 

ｹｰｽ

冷蔵

庫 

ｴﾚﾍﾞ 

ｰﾀ 

厨房

機器 
その他

オフィスビル 9：00 ~ 18:00 48% 24% 12% - - 5% - 7%

卸・小売店 9：00 ~ 19:00 48% 26% 4% 6% 3% - - 13%

食品ｽｰﾊﾟｰ 9：00 ~ 18:00 25% 24% - 28% 7% - - 17%

医療機関 7：00 ~ 19:00 38% 37% 4% - - - - 20%

ホテル・旅館 6：00 ~ 24:00 26% 31% - - - 8% - 31%

飲食店 10:00 ~ 24:00 46% 29% - - - - 22% 3%

学校 7:00 ~ 17:00 7% 69% 6% - - - - 18%

製造業 9：00 ~ 18:00 17% - - - - - 83%

【出典：資源エネルギー庁小口需要家の節電行動計画の標準フォーマットより抜粋】 

※ピーク時間帯は平日の平均値を記載しています。 

※製造業のその他は生産設備に使用されている電力割合となっています。 

 

５．節電への取組み 

基本的には、「４．業態別電力需要」の表１で、電力消費ウェイトが高い部分を中心に改善します。 

また、この夏の節電のための短期施策「フェーズⅠ」、来夏以降に向けた中期施策「フェーズⅡ」、

さらに長期的な電力コスト上昇の可能性を視野に入れた長期施策「フェーズⅢ」に分けて考える

必要があります。 

「フェーズⅠ」はコストを必要としない運用改善施策、「フェーズⅡ」は既存設備の改修を含む小規

模な投資を伴う施策、「フェーズⅢ」は設備更新を含めた大規模な投資を伴う施策になります。 

① 「フェーズＩ」実施に当たっては、政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」が参考になります。 

節電 go.jp （事業者向けページ） http://jigyo.setsuden.go.jp/  

業種別の「節電行動計画標準フォーマット」に従い具体的な施策を考えます。 また、

節電に関する様々な問合せに答える節電専門ダイヤルも用意されています。 

節電専門ダイヤル： ０５７０－０６４－４４３ （9 時～17 時：土日祝日含む）

 ②「フェーズⅡ」「フェーズⅢ」実施に当たっては、省エネルギーを専門とするコンサル

ティング会社や設備工事会社等のプロに相談することも必要です。 

その際、ハード面（設備の改修・更新）に偏らない、ソフト面を含めたアドバイスが得られるか

どうかが重要なポイントになります。 

４．業態別電力需要 



フェーズⅠ 運用改善による節電 

主な施策 

【全般】  ピークタイムの電力量の緩和 

【空調】 

室温 28℃～30℃での運用＋使用しないエリアの停止 

室内空気の循環改善 （サーキュレーター、扇風機の併用） 

ブラインドの有効活用  

スーパークールビズの運用 

【照明】 

執務エリアの照明を間引 

使用しないエリアの消灯実施 

メリット 運用改善のみのためコストは最小 

課題 生産効率の低下。従業員の職場環境の悪化懸念。 

例えば、室温設定を高める場合等に、他の施策と組み合わせることで生産効

率や職場環境が大きく悪化しないよう配慮する必要があります。 

【ご参考①】 室温と生産性の関係 

室温が 25℃を超えると、1℃室温が上がる毎に生産性が２％落ちるとする研

究結果があります。(※) 

生産性の低下（％） ＝  室温（℃） ｘ ２ － ５０ 

例えば室温 28℃では、25℃に比べて生産性が 6％低下することになります。

時間あたり人件費２千円、夏の３ヶ月間（６０営業日）、１日平均５時間２

８℃の環境で仕事をするものとし、生産性低下分を残業で吸収すると従業員

１人あたり、 

 ２千円×６０日×５時間×6％×125%（法定時間外割増）＝45,000 円 

のコスト増となり、従業員２０人では９０万円のコスト増につながります。

また、労働時間が増えると、電力消費の増加にもつながります。さらに、高

い室温がシックビルディング症候群を増やすといった懸念もあります。 

（※） 出典：2004 年 6 月、オフィスにおける健康と生産性のための温度管理 

Control of Temperature for Health and Productivity in Office, Olli Seppanen <ヘル

シンキ大学>、William J. Fisk, David Falkner<米ローレンスバークレー国立研究

所>） 

 

 



【ご参考②】 労働安全衛生法（事務所衛生基準規則）上の規制 

労働者の健康、安全を守るためにオフィスの照明、室温に関する労働安全衛

生法による規制があります。法規制があるかどうかを別にしても、例えば、

極端に照明を暗くすれば作業効率が落ちるでしょうし、暗い廊下で接触や転

倒事故を起こして労災事故につながれば会社に大きな損失をもたらすこと

になります。 

（１）事務所衛生基準規則第５条３ 

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が１７度以上２８

度以下及び相対湿度が４０％以上７０％以下になるように努めなければ

ならない。 

（２）事務所衛生基準規則第１０条１ 

事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じ

て、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光

材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。 
作業の区分 基準 
精密な作業 ３００ルクス以上 
普通の作業 １５０ルクス以上 
粗な作業 ７０ルクス以上  

 

 

フェーズⅡ 設備改修による節電 （概算コスト 1 百万円～５百万円未満） 

主な施策 

エネルギー量の見える化 → 電源プラグにパワーモニター設置 

空調制御変更 → 業務用室外機の送風モード制御 

照明機器の高効率化 【事例１】  

照明機器の LED 化 【事例２】 

遮熱フィルムの導入 

生産附帯設備の改修（コンプレッサー・ボイラー等） 

メリット 生産効率を落とさずに節電 

課題 設備投資が必要 

 

 

 

 

 

 

 



フェーズⅢ 設備更新または新設による節電 （概算コスト 1 千万円～  ） 

主な施策 

自家発電機の導入 

太陽光発電設備等の自然エネルギー発電設備導入 

空調設備更新 

厨房機器更新 

生産設備更新 

メリット 

生産効率を落とさずに大幅な節電を行うとが可能。また、長期的な電力コス

ト削減を図ることができる。さらに、発電設備導入により、万が一、計画停

電が発動された場合においても事業継続が可能。 

課題 多額の設備投資が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

フェーズⅡ 【事例１】 照明機器の高効率化 

主要な照明設備である 40Ｗ蛍光灯に一般的に使用されている銅鉄型安定器を省エネ

効果に優れた段調光インバータ安定器に交換。 

１．高い省エネ性 

８５W（４0Ｗ2 灯用機器）の安定器を段調光インバータ安定器に交換することで、

５０Ｗで点灯することが可能になる。 削減率４１％ （８５Ｗ→５０Ｗ） 

 

 

 

 

 

 

 

２．節電計画に柔軟に対応できる 

2 灯用・1 灯用兼用型（並列回路型）安定器を採用することで、４０Ｗ2 灯用機器

の蛍光ランプ 1 本を抜き取り、１灯で運用することができる（※）。削減率 50％ 

※一般的な 40W2 灯用蛍光灯機器の場合、直列回路型となっており蛍光ランプを１灯だけで点

灯することはできません。 

 

 

 

 

 

最大節電効果： 

段調光インバータ安定器に交換した上、1 灯で点灯する場合： 

 ８５W → 安定器交換 → ５０W →ランプ抜き取り 

 → ２５Ｗで運用可能 

  削減率： （８５Ｗ ― ２５Ｗ） ÷ ８５Ｗ ＝ ７０％削減 

 

コスト例： １００坪のオフィス ４０W２灯用器具５０台の場合 

既存照明器具の安定器交換のみ：約５０万円 

照明器具そのものを交換する場合：約１００万円 

段調光インバータ安定器製品例 → 

＜省電舎エコステップ＞ 

http://www.shodensya.com/p02-ecostep.html  



フェーズⅡ 【事例２】 照明機器のＬＥＤ化 

主要な照明設備である、40Ｗ蛍光灯を LED 化することにより、省エネ率 48%と大きな

効果を発揮します。また、寿命は蛍光灯の 3 倍強の４０，０００時間（毎日 12 時間、

年間 250 日点灯の場合約 1３年以上）もありメンテナンスフリーです。 

１．高い省エネ性 

８５W（４０Ｗ2 灯用）の蛍光灯を４４Ｗ（２２Ｗ２灯用）直管型ＬＥＤに交換。

削減率４８％ (８５Ｗ→４４Ｗ)  

 

 

 

 

２．節電計画に柔軟に対応できる 

ＬＥＤ蛍光灯を 1 本抜き取ることで、１灯で運用することができる。 削減率 50％

 

 

 

 

３．ＰＲ効果・その他特徴 

省エネ設備として認知度が高い LED 照明を全面導入することで、CSR の観点での

ＰＲ効果を見込むことができる。また、紫外線をほとんど発しないため虫を寄せ

付けない、ポリカーボネート製のため地震等により落下してもガラスが飛散しな

い、蛍光灯のよう水銀を含まないため環境にやさしいといった特徴もあります。

最大節電効果： 

直管型ＬＥＤに交換した上、1 灯で点灯する場合： 

  ８５W → ＬＥＤに交換 → ４４W → ランプ抜き取り 

  → ２２Ｗで運用可能 

  削減率： （８５Ｗ － ２２Ｗ） ÷ ８５Ｗ ＝ ７４％削減 

 

コスト例： １００坪のオフィス ４０W２灯用器具５０台の場合 

既存照明器具を活用する場合：約１００万円 

照明器具そのものを交換する場合：約１５０万円 

既設蛍光灯の直管型ＬＥＤへの交換事例 →

＜省電舎 ＬＥＤフレッシュ＞ 
http://www.shodensya.com/p02-ledfresh.html  



 

６．参考情報（リンク集） 

 

● 政府・経済産業省 

～節電.go.jp –事業者向け- ～ 

http://jigyo.setsuden.go.jp/  

～節電 -電量消費をおさえるには- ～ 

http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html  

● 東京電力 

～夏の具体的な節電方法についてご紹介します～ 

http://www.tepco.co.jp/setsuden/  

● 財団法人省エネルギーセンター 

http://www.eccj.or.jp/index.html  

・工場の省エネルギーガイドブック 

http://www.eccj.or.jp/audit/fact_guide10/index.html  

・ビルの省エネルギーガイドブック 

http://www.eccj.or.jp/audit/build_guide10/index.html  

● 株式会社 省電舎  

http://www.shodensya.com/top.html  

 

 

 

＜情報提供会社＞ 株式会社 省電舎 http://www.shodensya.com/top.html  

 

【会社概要】 

社 名  株式会社省電舎 

本店所在地 東京都港区芝大門 2－2－11 

代表者  代表取締役 川上 光一 

資本金     6 億 1,602 万円 

業務内容       ESCO 事業、ESCO 事業関連製品製造・販売 

※ESCO 事業とは、 Energy Service Company の略で、工場やビル等の施設に対し

て、診断からコンサルティング・計画立案・設計施工・施工管理・省エネルギー

効果の計測・検証・事業資金の調達・ファイナンスまで、包括的なサービスを提

供し、それによって得られる省エネルギー効果を保証するビジネスモデル。 

従業員数   22 名 

登 録  東京都地球温暖化対策ビジネス事業者登録（登録番号：EB051001） 

 

   


