
５.省エネルギー技術・手法について 
ここでは、本市に適用可能な各部門毎の省エネルギー技術・手法を抽出し、その概要等を

紹介する。 

 

５-１ 産業部門における省エネルギー技術・手法 

本市における産業部門のエネルギー消費は、一次換算で全体の 2 割強を占めており、国の

重点的な取り組み施策が、本市の産業においても実施されるものと考えられることから一定

の省エネルギー推進が期待される部門である。 

（１）エネルギーの適正管理の推進 

省エネルギーを行うためには、まず、エネルギー消費の実態を把握することが重要であり、

その実態に対して施策を展開して

いくことが有効である。 

国では「エネルギーの使用の合理

化に関する法律」（省エネ法）で、

すべての工場に対してエネルギー

消費機器毎のエネルギー消費量の

測定や管理標準の設定等によるエ

ネルギーの適切な管理を義務づけ

ている。 

また、工場等におけるエネルギー

管理の進め方として、国は図 5.1.1

に示すようなフローを示しており、

本市においても工場等における省

エネルギーとしてエネルギーの適

正管理が重要であり、具体的な施策

として、以下の 3 つが挙げられる。 

①エネルギー消費機器毎のエネ

ルギー消費量の測定 

②エネルギー消費機器の管理標

準の設定によるエネルギーの

適切な管理 

図 5.1.1 エネルギー管理の進め方 

＜出所＞(財)省エネルギーセンター・パンフレット

③操業の改善 

  



（２）省エネルギー技術・手法の導入 

本市の産業構造は、組立加工が主体であるため、以下に挙げる省エネルギー技術及び手法

の導入が有効と考えられる。 

 ① 産業機械等の待機時消費電力削減 

（財）省エネルギーセンターの省エネルギー改善提案事例をみると、ある一般機械器具製

造業において、非生産時の消費電力を 30％削減した場合、年間で約 1,700MWh の電力消費が削

減でき、金額にすると約 15 百万円と試算されており、大きな効果が期待される。 

 ② 高効率生産プロセスの技術開発 

国では工場における省エネルギー推進上の課題の一つとして、省エネルギー技術の導入を

掲げており、高効率設備や新製法（プロセス）等の先導的技術の開発と普及について、助成

措置の強化が図られている。 

 ③ 照明の効率化 

広い面積を有する工場や倉庫における照明用エネルギー消費の削減は、一定の省エネルギ

ー効果が期待され、照明器具を高効率機器とすることや、センサー制御、タイムスケジュー

ル制御による自動消灯システムの採用等により電力消費の削減が図られる。 

また、本市にも立地がみられる低温の冷凍倉庫では、低温域蛍光灯（0℃～-20℃用等）の

使用により省エネルギーが可能である。 

（３）ESCO 事業の実施 

ESCO 事業とは、Energy Service Company の略称で、工場やビルの省エネルギーに必要な技

術・設備・人材・資金等を包括的に提供する事業者のことである。ESCO 事業の特徴は、建物

を省エネルギー改修することによる効果を保証し、改修に要した投資・金利返済・ESCO に関

わる経費等の全てを省エネルギーによる経費削減分で賄われることにある（図 5.1.2）。 

（財）省エネルギーセンターによると、2001（平成 13）年 6月に ESCO 推進協議会の会員（44

社）を対象として実施した事業実績アンケートでは、2000（平成 12）年度で、件数で約 420

件、売上額で約 83 億

円と対前年比でそれ

ぞれ 1.8 倍、1.5 倍

の成長を示しており、

年々増大傾向にある

が、潜在市場規模に

比べるとまだ微々た

るものであるとのこ

とである。 

図 5.1.2 ESCO 事業の経費と利益配分 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページﾞ 

  



工場での導入例として、表 5.1.1 に示すような事例が挙げられる。 

 

表 5.1.1 工場における ESCO 事業実施例 

NO 
ESCO 導入事例名 

／所在地  
採用した省エネルギー手法  

建物全体

に対する

削減率 

(％) 

CO2ガス削減

量 

(t-CO2/年) 

ESCO 事業

者名 

1 

(株)小松製作所 小山

工場／栃木県小山市 

・ディスプレースメント空調の導入 

・熱電可変型復水抽気ﾀｰﾋﾞﾝ発電機の導入

・排熱回収ガスタービン発電機の導入 

9.3％ 4,950 (株)日立

製作所 

2 

日立化成工業(株)山

崎事業所における

ESCO 事業／茨城県日

立市 

・ディーゼルエンジンコージェネ 

・脱臭炉排熱回収装置 

4.5％ 3,680 (株)日立

製作所 

3 

グンゼ株式会社 守山

工場／ 

滋賀県 

・コージェネレーションシステムの導入

・生産設備のインバータ制御 

・流動層熱交換器 

13.0％ 3,384 (株)ファ

ーストエ

スコ 

4 

石川島芝浦機械(株)

松本工場／長野県 

・コージェネレーションシステムの導入

・ボイラ最適運転制御 

11.0％ 3,267 (株)ファ

ーストエ

スコ 

5 

東洋タイヤコード

(株)／愛知県 

・コージェネレーションシステムの導入

・力率改善用低圧コンデンサの導入 

・燃糸機用インバータ制御 

12.0％ 3,164 (株)ファ

ーストエ

スコ 

6 

サッポロビール(株)

北海道工場、仙台工場

ESCO 事業／北海道恵

庭市、宮城県名取市 

・高効率ガスコージェネレーション設備

（蒸気・温水回収）の導入 

・既設ターボﾞ冷凍機のインバータ化設備

31.2％ 

27.5％ 

2,300 (株)日立

製作所 

7 

明治乳業(株)群馬工

場／群馬県 

・ガスタービン発電機の導入 

・微量鉄触媒活用リサイクルシステム 

・アンモニア吸収冷凍機 

・過冷却水中解除方式製氷システム 

・モニタリングシステム 

9.0％ 2,141 (株)ファ

ーストエ

スコ 

8 

九州グンゼ(株)宮崎

工場／宮崎県 

・コージェネレーションシステムの導入

・排熱回収ボイラ 

・温水利用汚泥乾燥システム 

14.0％ 1,943 (株)ファ

ーストエ

スコ 

9 

アラコ(株)猿投工場

における ESCO 事業／ 

・ガスタービンコンバインドサイクル 

・蒸気焚ジェネリンク・データマイニング

による高効率運用 

7.7％ 1,530 (株)日立

製作所 

10 

(株)リコー やしろ工

場／兵庫県 

・動力インバータ制御 

・冷却塔濾過装置改善 

・フリークーリング空調 

・エネルギーモニタリングシステム導入

6.0％ 1,445 (株)ファ

ーストエ

スコ 

＜出所＞（財）省エネルギーセンターホームページ 

  



（４）工場等における新エネルギーの導入 

新エネルギーとは、石油、石炭、原子力、天然ガス等の従来使っていたエネルギーに対し、

自然エネルギー（太陽光、太陽熱、風力、水力等）、リサイクルエネルギー（廃棄物発電、廃

棄物熱）といった、これまであまり利用されていなかったものの、技術的にも実用化段階に

達し普及されたエネルギーをいう。 

石狩市に適した新エネルギーとして、①風力エネルギー、②太陽光発電、③地下熱利用（地

下水からの採熱）等が挙げられる。 

 

５-２ 民生部門における省エネルギー技術・手法 

石狩市における民生部門のエネルギー消費量は、全体の約 30％を占めており、また、経年

的に増加傾向にあり、重点的な省エネルギー施策の導入が必要である。 

（１）家庭における省エネルギー 

家庭における省エネルギー手法としては、暖房及び給湯に関わるエネルギー消費、照明等

の電力消費に関わるものが挙げられる。 

 ① 暖房用エネルギーの削減 

近年、断熱性及び気密性の高い住宅が普及してきているが、暖房面積も拡大していること

から、暖房用エネルギー消費が減少しない結果となっている。そこで、さらに省エネルギー

を図るためには、一層の住宅の高断熱・高気密化が必要になる（図 5.2.1）。また、住まい方

として、暖房室温を下げることや、使用していない部屋の温度を低めに設定すること等が重

要である。 

さらに、建設年度の古い住宅の断熱、気密改修や、戸建住宅から暖房用エネルギー消費の

少ない集合住宅への住み替え等が省エネルギー施策として挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
図 5.2.1 暖房面積と灯油消費量（もっとも寒い時期の計算結果） 

＜出所＞北海道・(社)北海道建築士会・(財)北海道建築指導センター「北の家をデザインする 温熱環境

編」（1994 年） 



 ② 家電製品に関する省エネルギー 

家庭で使用する家電製品に関する省エネルギー手法として、電気製品を使っていないとき

にも消費されている待機時消費電力の削減（図 5.2.2）、エネルギー消費効率の高い機器を採

用する、テレビ等を見ないときは電源を切る等無駄な使い方をしないことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機時消費電力の小さい製品が増えてきている。  

近年、待機時消費電力が削減された電気製品が増えてきてい

ます。 VTR の場合、10 年前の製品と最近の製品を比較する

と、平均の待機時消費電力が半分以下になっています。また、

テレビやVTRでは待機時消費電力が1W以下という非常に省エ

ネルギー性能が優れた製品も出てきています。現在、家庭で

使用されている主要な電気製品が、最近発売された待機時消

費電力の少ない製品に置き換わったと仮定すると、製品時消

費電力量は約 43％削減されるとの試算結果もあります。機器

を購入する際は、待機時消費電力もチェックしましょう。 

使い方に気をつけよう。  

待機時消費電力が大きい製品でも、使い方を工夫すれば消費電力量を削減できます。 

ステップ 1 使っている時

だけ電気スイ

ッチをオンに

し、使わないと

きは電源スイ

ッチをオフに

すると待機時

消費電力を約

24％削減でき

ます。 

ステップ 2 使っていないときに

機器のプラグをコン

セントから抜いても

機能的に問題が無い

テレビや洗濯機等の

機器について、使わ

ないときにプラグを

抜くようにすると待

機時消費電力を約

42％削減できます。 

 

 

 

図 5.2.2 家庭における待機時消費電力の現状と削減方法 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 

  



 ③ 照明に関する省エネルギー 

照明は生活する上で必要不可欠なものであるが、それ故に多量な電力を消費しており、高

効率機器の採用やこまめな消灯といった使い方が省エネルギーにとって重要である。 

例えば、蛍光灯は白熱電球に比べ寿命が長く、消費電力も少ない。60Ｗの白熱電球を、同

じ明るさの 13～15Ｗの電球型蛍光ランプに替えると、電気代は約 1/4、寿命は 6倍にもなる。 

 ④ 給湯・風呂に関する省エネルギー 

給湯のエネルギー消費は、給湯量と給湯温度によって決まる。したがって、給湯用エネル

ギー消費を削減するためには、使用量を減らすこと、支障のない範囲で給湯温度を低くする

ことが重要である。 

具体的な省エネルギー行動としては、給湯温度の低下、風呂の効率的利用、お湯の節約等

が挙げられる。 

 ⑤ 新エネルギーの導入 

家庭における新エネルギー利用として、太陽光発電、太陽熱利用、風力発電等が挙げられ

る。特に、太陽光発電は、3ｋＷ程度の出力で、4 人家族が一年間に使用する電力量の 6～8

割を発電することが可能である。 

また、次世代の家庭用エネルギーシステムとして、燃料電池システムの開発と普及が期待

される。 

 

（２）業務系建物における省エネルギー 

本市では、事務所等の業務系建物におけるエネルギー消費は全体の 1 割強と推計されてい

る。 

この分野での省エネルギ

ー対策は、建物のエネルギ

ー消費の 30～40％を占める

空調用エネルギー消費、そ

れとほぼ同じ比率を占める

照明・コンセント用エネル

ギー消費（コンセントを使

う機器）（図 5.2.3）が主た

る対象となる。 

 

図 5.2.3 事務所の用途別エネルギー消費率 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 
 

  



 ① 空調用エネルギー消費の低減 

事務所建物におけるエネルギー消費のおおよそ 3 割を占める空調用エネルギー消費を削減

するためには、まず、建物自体を高断熱、高気密化し、空調負荷を低減する必要がある。「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）では、2,000 ㎡以上のホテルもしくは旅

館、病院もしくは診療所、物品販売業を営む店舗、事務所、学校または飲食店、の 6 つの用

途の建物について、新築時に建物の熱的性能及び設備性能が一定以上の性能を確保するよう

に規定している。 

空調用エネルギーを削減するためには空調負荷を低減する必要があり、建物性能における

具体的な方策として、前述の建物の高断熱、高気密化、建物形態、方位の最適化、日射負荷

の低減等が挙げられる。 

 ② 照明用エネルギー消費の低減 

空調用とともに照明用エネルギー消費は建物のエネルギー消費の大きな部分を占める。照

明用エネルギー消費の低減は、それ自体の低減であると同時に、冷房用空調エネルギー消費

を低減することになり、建物全体のエネルギー消費削減に与える影響は大きく、重点的な取

り組みが必要である。 

照明用エネルギーの削減施策としては、高効率照明器具の採用、昼光利用、窓際消灯、昼

休み消灯等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   自然光照明：照明負荷の大幅な軽減 

    ・窓とアトリウム両面からの採光 

    ・ライトシェルフによる直射日光の遮蔽と反射光の利用 

 

図 5.2.4 北海道立北方建築総合研究所における自然光利用 

＜出所＞北海道立北方建築総合研究所ホームページ 

 

 

  



 ③ 設備システムの高効率化 

建物におけるエネルギー消費を削減するためには、設備システムの高効率化を図る必要が

ある。 

具体的には、送風機やポンプ等の搬送動力のインバーター制御等の導入による省エネルギ

ー化、熱源機、搬送機器等への高効率機器の採用、外気給排気の熱交換器による熱回収シス

テムの採用、搬送動力の削減に有効な大温度差空調方式の採用等が挙げられる。 

 ④ 運用・保守 

エネルギー消費削減のためには、現状での運用の実態を把握する必要があり、エネルギー

消費機器の定期的な計量と管理目標の設定を行うことが、無駄なエネルギー消費を省く上で

有効である。 

また、夏期に時計を一時間進め、日照時間の有効活用を図るサマータイム制度の導入も、

照明用エネルギーの削減に寄与するものと考えられるため業務系建物の省エネルギーに有効

である。 

 ⑤ エスコ事業の実施 

国では業務系建物における ESCO 事業による省エネルギー効果を、原油換算で 100 万 kl と

推計している。これは、京都議定書の目標達成のための民生部門の省エネルギー量約 510 万

kl の 2 割に相当する量である。 

業務系建物における導入例として、表 5.2.1 に示すような事例が挙げられる。 

表 5.2.1 業務系建物における ESCO 事業実施例 

ESCO 導入事例名／ 

所在地  
採用した省エネルギー手法  

削減率 

(％) 

CO2 ガス 

削減量 

(t-CO2/年) 

ESCO事業者名

平塚ステーションビル／神奈

川県 

・空調機のインバータ化 

・冷却水ポンプのインバータ化 

・冷温水ポンプのインバータ化 

（35.0％）

対改修設備 
289 

山武ビルシス

テム（株） 

リゾートホテル ESCO 事業省エ

ネルギー改修工事／静岡県熱

海市 

・照明の高効率化 

・動力のインバータ化 13.0％ 281 

（株）省電舎

札幌国際ビル省エネルギー改

修工事／北海道札幌市 

・空調用動力のインバータ化 

・照明インバータ安定器の採用 

・BEMS の導入 

16.1％ 244 

山武ビルシス

テム（株） 

ホテル日航東京／東京都港区 ・照明の高効率化 

・動力のインバータ化 

・蒸気配管の効率化 

4.2％ 226 

（株）省電舎

日立総合病院における ESCO 事

業／茨城県日立市 

・ボイラ設備の高効率改修による省エ

ネルギー（3台） 

・照明設備の高効率改修による省エネ

ルギー（966 灯） 

12.4％ 224 

（株）日立製

作所 

伊勢丹相模原店／神奈川県相

模原市 

・冷却水ポンプのインバータ制御 

・駐車場系統 給排気ファンの間欠運転 2.3％ 188 

日本ファシリ

ティ・ソリュ

－ション（株）

＜出所＞（財）省エネルギーセンターホームページ 

  



 ⑥ 新エネルギーの導入 

業務部門における新エネルギーの導入として、需要地において電気と熱を同時に生産する

エネルギー利用効率の高いコージェネレーションの導入、太陽光発電や、次世代型エネルギ

ー供給システムとして期待される燃料電池システムの導入が考えられる。 

 

５-３ 運輸部門における省エネルギー技術・手法 

本市における運輸部門のエネルギー消費量は、全体の約 35％を占めており、今後とも、増

加傾向が予想されており、民生部門とともに、重点的な省エネルギー施策の展開を図る必要

がある。 

本市の運輸部門における省エネルギー施策として、貨物輸送に関しては船舶等の効率の良

い輸送手段へのシフト、乗用車に関しては大量輸送機関への乗り換え、低公害車の導入、エ

コドライブの実施等が挙げられる。 

 

（１）効率の良い大量輸送機関の利用 

本市の運輸部門のエネルギー消費の大部分が自動車における消費であるため、自動車利用

から輸送効率及びエネルギー効率の高い大量輸送機関への転換が有効な施策として挙げられ

る。 

また、石狩湾新港地域には流通産業の集積があり、港を有することから、トラック等によ

る陸送だけでなく、効率のよい船舶の利用もエネルギー消費削減に有効である（図 5.3.1）。 

 

す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル

 ＜出所＞国土 係

エネル

 

図 5.3.1 旅客及び貨物のエネルギー比較（1995 年度） 

交通省総合政策局（旧運輸省運輸政策局）編「平成 9年版 運輸関

ギー要覧」 
 
(a)一人を 1km 運ぶのに消費するエネ

ギー比較（1995 年度） 
 

(b)1 トンの荷物を 1km 運ぶのに消費

るエネルギー比較（1995 年度） 



（２）低公害車の導入 

本市の運輸部門におけるエネルギー消費量は自動車のウェイトが高いため、低公害車の広

範囲な導入が運輸部門のエネルギー消費の削減に有効である。 

低公害車には、天然ガス自動車、電気とガソリンを効率よく使い分けるハイブリッド車、

電気自動車、開発が進められている燃料電池車を総称するクリーンエネルギー自動車と、従

来のガソリン車ではあるがクリーンエネルギー自動車に劣らない環境対策を施した低公害車

の 2種類がある。 

 

図 5.3.2 燃料電池のしくみ 

＜出所＞燃料電池開発情報センターホームページ 

 

（３）エコドライブの実施 

国では、2002（平成 14）年に地球温暖化対策の見直しを行い、その中で特に運輸関連にお

けるエネルギー消費量の削減推進が求められている。 

これに応えるためには、自動車の運転者のひとり一人が、急発進・急加速（図 5.3.3）、不

要なアイドリング、空ぶかしを行わない等、省エネルギー運転（エコドライブ）への取り組

みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5.3.3 急加速・急減速の燃料消費量増加量（1日当たり）

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 

  



 

５-４ 普及・啓発、市民活動の育成 

省エネルギー効果を確実なものとするためには、市民の広範な取り組みが欠かせない。市

民の取り組みをしっかりとしたものにする上で、市民への情報提供や市民活動の育成、普及、

啓発は、重要な役割を果たす。 

 

（１）市民の意識啓発、普及 

市民の省エネルギー意識の啓発や普及を進めるために、市民の関心を誘うような省エネル

ギーに関するイベントの開催や、市の広報誌等、様々な媒体を利用したきめ細かな情報提供

を行うことが重要である。 

（財）省エネルギーセンターでは、地域の省エネルギー活動を支援するため、学校、地域

消費者団体、ＮＰＯ等の市民団体による省エネルギー実践活動を促進するグループで設立さ

れる「省エネ共和国」に対して、支援・情報提供を行っている。 

また、同センターでは、地方自治体への省エネルギー情報、資材、機材の提供あるいは人

材の派遣、自治体相互の情報交流を支援するネットワークを構築するとともに、自治体の行

う省エネルギーに関するイベント等についての支援も行っている。 

 

（２）省エネルギー教育の実施 

将来を担う若い世代への省エネルギー教育は、省エネルギー活動の継続性を保持するうえ

でも重要な位置づけにある。 

（財）省エネルギーセンターでは、このような若い世代が省エネルギーを学び、実践する

能力を養うため、省エネルギー教育を実践する小中学校を対象に「省エネルギー教育推進モ

デル校」として、省エネルギー学習の実施に必要な教材や機器等の支援を行っている。 

また、一般市民への省エネルギー教育を実施するに当たっては、生涯学習プログラムへの

組み込み等も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5.4.1 省エネルギー教育の推進 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 



（３）市民活動の育成 

省エネルギーへの取り組みを広げていくためには、市民団体、ＮＰＯ等の市民活動の育成

が欠かせない。しかし、それらの団体を育成するためには、まず、その核となる実践的な指

導者、リーダーを育てなければならない。 

また、市民活動が継続して普及していくためには、行政がその活動を支援する仕組みを確

立し、市民、事業者、行政が一体となった支援の仕組みを確立していく必要がある。 
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