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はじめに 

 

 地球温暖化による異常気象、海水面の上昇などが懸念されており、これへの国

際的な対応として「気候変動枠組条約締結国会議」で議論されていますが各国

の利害が交錯し完全な合意を得るまでには至っていません。しかしこの問題はい

つまでも放置しておくわけにはいきません。各国が協力して取り組むことが求め

られています。 

日本においては 1990 年対比 2020 年に 25％削減の目標が打ち出されまし

た。また、滋賀県では 2011 年 4 月に「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する

条例」を制定しました。この中で、20３0年における温室効果ガス排出量を1990

年比で 50％削減する目標を掲げました。 

このような状況下、「事業所として何をなすべきか」を考えますと、まず使用エ

ネルギーの利用効率を高める「省エネルギー」に取り組むことが最優先にあげら

れます。 

この冊子は湖南・甲賀環境協会会員事業所の皆さんに省エネルギーを進めて

いただくために、省エネルギーの進め方の手順や省エネルギー対策の要点を事

例を交えてまとめたものです。 

対象範囲も広く専門的な知識も提供するような内容になっていますが、対策

を進めるうえでの参考になると思います。この冊子の記載内容を活用していた

だき、大きな効果を挙げていただくことを願っています。 
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省エネルギー対策項目のポイント一覧 

 

 

〔１．省エネルギーの進め方〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

１ エネルギー 

管理体制整備 

（P７） 

省エネ活動を継続させるためには経

営者・責任者のリーダーシップが大事

です 

継続的な省エネルギー

活動 

省エネルギー管理体制の確立と、継続

させる組織が重要です 

全員参加の活動 

自社の体制だけではテーマの発掘が

困難な場合は、外部の専門家の診断

やアドバイスを受ける体制を作りまし

ょう 

外部も利用して実効を

あげる 

２ 計画的な省エ

ネルギーの 

推進 

（Ｐ８） 

継続的に省エネ活動を進めるために

ＰＤＣＡ（計画、実施、確認、処置）の 

サイクルを実行しましょう 

計画的な省エネルギー

対策 

３ 省エネルギー

テーマの発掘

方法 

（Ｐ９） 

エネルギー使用量は全体、工場、ライ

ン、設備毎に、可能な限り細かく測定

することが大事です 

現状を把握して 

対策テーマを探し出す 

「省エネの事例」等を参考に対策テー

マを探しましょう 

省エネ事例の活用 

外部の力も借りて省エネテーマを発

掘しましょう 

外部の専門家の活用 

従業員の皆さんの気付きや提案を活

用しましょう 

改善提案の活用 

不要な照明、空調時のドアー開放など 

現場をよく観察すればムダやロスの

発見ができます 

現場観察によるムダの

発見 
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Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

４ エネルギー 

使用量の把握 

（Ｐ１１） 

エネルギーの受入、輸送、変換、消費

にいたるまでの流れを定量的に把握

することが必要です 

エネルギー使用の実態

把握 

電力などのエネルギーの使用量は記

録して、グラフ化して分かりやすく見

える形にすることが重要です 

データの記録と管理 

エネルギーの使用状況等のデータを

容易に確認できることが重要です。 

可能な限り、誰もが見られる見える化

（可視化）を目指しましょう 

見える化（可視化） 

エネルギー使用量の把握だけでは省

エネ努力の評価や他工場との比較が

十分に行えません。生産量当たりのエ

ネルギー使用量など「エネルギー原単

位」による管理が重要です 

 

原単位管理 

５ 計画と実施 

（Ｐ１５） 

対策テーマの抽出をしてどの対策が

有効か絞り込みましょう 

有効な対策の絞込み 

省エネ対策を経営の中に位置づけ、中

長期の計画をたて、着実に省エネ対

策を実施しましょう 

 

省エネ対策を経営の中

に位置づける 

６ 設備管理台帳

図面類の整備 

（Ｐ１７） 

省エネ推進・対策に適切な対応をする

ためには設備管理台帳や図面類の整

備が重要です 

 

台帳、図面類の整備 

７ 全員参加の 

活動 

（Ｐ１７） 

従業員の皆さんに協力してもらうため

に全員参加の働きかけや教育が大事

です 

全員が知恵を出し合う 

＜事例１・２＞  Ｐ１８，１９ 
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〔２．契約電力・受変電設備〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

８ 電力使用の 

実態把握 

（Ｐ２０） 

使用している使用電力の実態を把握

しましょう 

実態の把握 

電力料金を下げるには 

【基本料金を下げる】 最大電力抑制 

①契約電力を下げましょう 

②力率を改善しましょう 

【従量料金を下げる】 

③使用電力量を減らしましょう 

電力料金の低減 

９ 電力負荷の 

平準化と最大

電力の抑制 

（Ｐ２１） 

電力多消費設備の同時運転を避けて

負荷を平準化しましょう。 

複数台の同時起動をしないようにしま

しょう 

契約電力を下げる 

デマンドコントローラの利用 

（契約電力超過防止・最大電力抑制） 

力率を改善(進相コンデンサーを増

設)しましよう 

10 変圧器の適正

負荷 

（Ｐ２３） 

変圧器の稼働台数の調整と負荷の適

正配分をしましょう 

変圧器の損失低減 

11 変圧器不使用

時の電源遮断 

（Ｐ２４） 

変圧器を長期間使用しない場合は、変

圧器の電源を遮断しましょう 

12 高効率変圧器

の採用 

（Ｐ２４） 

更新時には高効率変圧器（低損失変

圧器）を採用しましょう 

＜事例１・２＞  Ｐ２５，２７ 
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〔３．空調設備〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

13 冷房温度・ 

暖房温度の 

適正化 

（Ｐ２８） 

冷暖房温度を１℃緩和することで、 

空調エネルギーのおよそ１０％の 

省エネになります 

空調エネルギー低減 

（温度管理） 

場所によって、メリハリのある温度 

管理をしましょう 

14 空調負荷の 

低減 

（Ｐ２８） 

空調するエリアを縮小にしたり、 

こまめな運転管理をして過剰空調 

をしないようにしましょう 

（過剰空調防止） 

 

工場のモーター、ヒーター、照明など

不要時には停止しましょう。 

事務所の過剰な照明は止めましょう 

（発生熱低減） 

冷房時は日射のある窓へのカーテン、

ブラインドの使用、天井、壁に断熱材を

使用、窓に複層ガラスの採用、鉄板 

屋根に遮熱塗料を塗布することも 

有効 

（建物進入熱低減） 

冷暖房時は取り入れ外気量を必要最

小限にしましょう 

（外気負荷低減） 

15 空調機運転 

時間の短縮 

（Ｐ３０） 

始業前や終業時の空調機運転時間を

なるべく短くしましょう 

（運転時間短縮） 

16 フィルター 

掃除（Ｐ３０） 

空調機のフィルターは定期的に掃除

をしましょう 

（空調器効率 UP） 

17 冷凍機冷水出

口温度の管理

（Ｐ３１） 

夏季以外では冷凍機冷水出口温度を

上げて効率運転しましょう 

空調エネルギー低減 

（冷凍機効率 UP） 

18 冷凍機冷却水

温度の管理（Ｐ

３１） 

冷凍機の冷却水温度を下げて効率 

運転しましょう 

19 外気冷房採用

（Ｐ３２） 

外気温度が下がる中間期（春･秋）は

外気冷房しましょう 

20 高効率設備へ

更新 

（Ｐ３２） 

老朽化に伴う更新などの機会には 

省エネ効果の高い設備を導入し 

ましょう 

＜事例１・２・３・４・５・６・７・８・９・10＞ 

  （Ｐ３４，３５，３６，３７，３８，４０，４１，４２） 
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〔４．照明設備〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

21 適正な照度 

管理（Ｐ４３） 

職場の状況に合わせて照度を決めま

しょう 

照明エネルギー低減 

（適正な照度管理） 

22 昼光の利用 

（Ｐ４４） 

明るい窓側は昼光を利用して消灯し

ましょう 

（昼光利用） 

23 不要時の消灯 

（Ｐ４４） 

離席するときや不要時はこまめに 

消灯しましょう 

（不要時の消灯） 

照明スイッチの点灯範囲を出来る限り

細かくしましょう （不要場所の消灯） 

業務に支障が無い場所の照明器具は

取り外しましょう 

24 清掃と老朽ラ

ンプの交換 

（Ｐ４５） 

照明器具、ランプを年に１～２回清掃し

ましょう。 油煙やほこりの発生を少

なくするのも省エネにつながります 

（明るさの維持） 

25 高効率照明 

器具（Ｐ４６） 

外観に異常が無くてもタイミングを見

て省エネ器具に更新しましょう 

（省エネ器具導入） 

26 高効率ランプ

採用（Ｐ４７） 

高効率ランプを使用しましょう （高効率ランプ使用） 

＜事例１・２・３・４・５・６・７・８・＞  

（Ｐ４９，５０，５１，５２，５３） 

〔５．給水・排水設備〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

27 節水活動 

（Ｐ５４） 

節水キャンペーンからはじめよう 

―上下水道料金などの節減の基本― 

節水意識 

28 上水道の節約

（Ｐ５５） 

上水道を節約すると上水道だけでな

く下水道料金の節減にもなります 

上下水道料金節減 

29 漏水チェック 

（Ｐ５６） 

量水器をチェックして、漏水の有無を 

確認しましょう 

漏水対策 

30 メータの管理 

（Ｐ５６） 

使用量の把握は漏水、ムダ、節水方法

を発見する手段です 

漏水・ムダ・節水方法の

発見 

31 給水装置の省

エネ 

（Ｐ５７） 

工程など使用水量を減らしましょう 

給水装置の効率化を図りましょう 

給水装置の 

エネルギーの低減 

32 排水処理設備

省エネ 

（Ｐ５７） 

処理水量を減らしましょう。 

処理装置の効率化を図りましょう 

排水処理設備の 

エネルギーの低減 

＜事例１・２・３・４・５・６＞  （Ｐ５８，５９，６０，６１，６２，６３） 
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〔６．ポンプ・ファン〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

33 インバータ式

回転数制御の

採用 

（Ｐ６４） 

ポンプの吐出流量が過大な場合や出

口バルブで流量を絞っている場合は

回転数制御を導入しましょう 

使用エネルギーの 

最小化 

34 台数調整運転 

（Ｐ６５） 

必要以上に大容量ポンプを採用する

のではなく、小容量のポンプで台数調

整運転による効率化を目指しましょう 

使用エネルギーの 

最小化 

35 インペラーの

外径切削 

（Ｐ６５） 

最大負荷時でもポンプ容量が過大な

場合はインペラー（羽根車）の外径を

切削加工してポンプ性能を縮小させ

る 

ポンプ容量の適正化 

＜事例１＞  Ｐ６６ 

〔７．エアー〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

36 吐出圧力の 

適正化 

（Ｐ６７） 

コンプレッサーの吐出圧力を 0.1MPa 

（1ｋｇ／ｃｍ２）下げると、およそ 10%の省

エネになります 

吐出圧の低減よる消費

エネルギーの低減 

37 圧力損失の 

低減 

（Ｐ６７） 

配管を適正なサイズにし、エアー使用 

現場まで最短距離で配管しましょう 

吐出圧の低減 

（配管圧力損失低減） 

圧力降下が大きいときは幹線配管の 

末端を連結してループ化しましょう 

瞬間的な圧力降下があるときは、レシ

ーバタンクをエアー使用現場に設置 

したり、供給側のタンクを大きくして、

圧力変動を小さくしましょう 

38 エアー漏れ 

防止 

（Ｐ６９） 

１０－３０％近くのエアーが漏れている

ともいわれています。 

エアー漏れを徹底防止しましょう 

使用量の削減 

（ムダ削減） 

39 未使用配管の

処置 

（Ｐ６９） 

使用していない配管は撤去するか、 

バルブで閉止をしましょう 

40 吸い込み温度

を下げる 

（Ｐ６９） 

コンプレッサー吸い込み空気温度を下

げましょう。コンプレッサーを設置して

いる室内温度は低い環境にしましょう 

コンプレッサーの 

効率運転 

41 生産工程 

（Ｐ７０） 

吹き付けのノズルを出来るだけ細くし

ましょう 

使用量削減 
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Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

42 コンプレッサー

の効率ＵＰ 

（Ｐ７２） 

コンプレッサーの適正台数運転、自動

台数制御運転などでエネルギー使用

効率を高める運転をめざしましょう 

コンプレッサーの 

効率運転 

43 高効率コンプ

レッサーに更

新（Ｐ７２） 

老朽化に伴う更新や設備増強の機会

があれば省エネ効果の高いコンプレッ

サーを導入しましょう 

＜事例１・２・３・４・５・６＞  （Ｐ７２，７４，７６，７７，７８，７９） 

〔８．ボイラー・蒸気配管〕 

Ｎｏ 項 目 ポイント ねらい 

44 空気比管理 

（Ｐ８１） 

ボイラーは適正な空気比で燃焼させ

ましょう 

完全燃焼と排ガス損失

低減 

45 排ガス温度の

管理 

（Ｐ８１） 

排ガス温度が高くならないよう伝熱

面の清掃や廃熱回収対策を講じましょ

う 

46 ブロー量管理

（Ｐ８１） 

適正なブロー率により、ボイラー水質

の維持と熱損失の防止を図りましょう 

ボイラーブローによる 

熱損失の防止 

47 ボイラ稼働率

の管理 

（Ｐ８２） 

ボイラー容量の適正化や台数制御に

より 低稼働率運転をなくしましょう 

ボイラー効率の向上 

48 高効率ボイラ

への更新 

（Ｐ８２） 

老朽化に伴う更新などの機会にボイ

ラー効率の高いボイラーを導入し 

ましょう 

49 保温の整備 

（Ｐ８４） 

蒸気管やバルブの放熱を防止するた

めに保温の整備を行いましょう 

配管の熱損失低減 

50 蒸気漏れ防止

（Ｐ８５） 

フランジ部のパッキングや配管のピン

ホールなどからの蒸気漏れの防止 

蒸気漏れ 

51 配管の放熱損

失 

（Ｐ８６） 

不要時のバルブ閉止と不要配管の撤

去、配管距離の短縮 

配管の熱損失低減 

52 スチームトラッ

プ管理とドレン

回収利用 

（Ｐ８６） 

スチームトラップの整備と蒸気ドレンの

回収利用を図りましょう 

熱エネルギーの有効 

利用 

＜事例１・２・３＞  （Ｐ８８，９０，９１） 
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Ⅰ．省エネルギーの必要性の 

背景とメリット 



「参 考」 

＜改正省エネ法に基づく判断基準＞ 

「判断基準」は基準部分と目標部分で構成されます。基準部分は平成 20 年 5 月の改正省

エネ法の公布に伴って、①専ら事務所等に関するもの 8 項目と、②その他の工場等に関す

るもの 6 項目が規定されました。 

目標部分は中長期的にみてエネルギー使用原単位を年平均 1％以上低減させることを目

標として努力することを求めています。目標部分についても改正省エネ法では①専ら事務

所等に関するものと、②その他の工場等に関するものについて規定しています。 

Ⅰ．エネルギーの使用の合理化の基準 

１．専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の 

合理化に関する事項 

（１）空気調和設備、換気設備 

（２）ボイラー設備、給湯設備 

（３）照明設備、昇降機設備及び動力設備 

（４）受変電設備、BEMS 

（５）発電専用設備及びコージェネレーション設備 

（６）事務用機器、民生用機器 

（７）業務用機器 

（８）その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

２．工場等（１に該当するものを除く） 

（１）燃料の燃焼の合理化 

（２）加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 

（３）排熱の回収利用 

（４）熱の動力等への変換の合理化 

（５）放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 

（６）電気の動力、熱等への変換の合理化 

Ⅱ．エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

１．エネルギー消費設備等に関する事項 

（１）専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギー 

の使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

（２） 工場等（１－１に該当するものを除く）におけるエネルギーの使用の合理 

化の目標及び計画的に取り組むべき措置 

２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 



Ⅰ．省エネルギーの必要性の背景とメリット 

１．省エネルギーの必要性の背景 

（１）地球温暖化の防止 

大気中の CO2濃度は工業化以前の 30％以上増加しています。 

地球の平均気温は、この 100 年間で 0.74℃上昇しています。 

 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスのうち、寄与度の大きい大気中のCO2 濃

度は、工業化以前の約280ppm から2005 年には379ppmに増加しています。

このことにより、地球温暖化に伴う異常気象や海水面の上昇などが懸念されて

います。 

 

（２）エネルギー消費量の増加 

世界のエネルギー消費量は石油換算で年間 100 億トン以上、なお増加 

傾向にあります。 

 

エネルギー源として人類が使用している化石燃料資源には限りがあり、可採年数

で表すと、石油では約40年、天然ガスでは60年、石炭では約200年と言われて

います。 

しかし地球の埋蔵資源ですから使えばいつかはなくなるものです。世界のエネ

ルギー消費量は1990年の合計が石油換算で約８０億トンに対し2005 年は

105.4 億トンで1.32倍になっており、現在なお増加傾向にあります。 

 

（３）エネルギー価格の上昇 

原油価格は 2000 年に 1 バレルおよそ 25 ドルのものが 2008 年には 

100 ドル台と 4 倍以上にもなっています！（1 バレル＝約 159L） 

 

2003年のイラク戦争、中国・インド等のエネルギー需要の増加等により次第に原

油価格は上昇し、2000 年の1 バレルおよそ25 ドルに対して2008年は1バレル

最高140ドル台になりました。その後、世界的な不況により1 バレルおよそ６０ド

ルに低下しましたが現在、中東における情勢の変化により再び１００ドル台に上

昇してきています。 
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（４）国の制度（エネルギーの使用の合理化に関する法律（通称「省エネ法」） 

１．「省エネ法」はエネルギーを有効に利用することを目的にしており、 

エネルギーの大規模使用者には厳しく義務づけています 

２．一般の消費者にも効率の良い機器の採用とエネルギーの有効利用を 

求めています。 

改正省エネ法が平成22 年4 月1 日から施行されました。改正省エネ法の事業

場に関する規定の要点は、次のとおりです。（工場に関わるものについて） 

①特定事業者

事業者全体（本社、工場、支店、営業所など）の年間エネルギー使用量

（原油換算値）が合計して1,500kL 以上であれば国へ届け出て、特定事

業者の指定を受けなければなりません。

②特定事業者の義務

ⅰエネルギー管理統括者（企業の役員クラス）とエネルギー管理企画推進

者（エネルギー管理講習修了者もしくはエネルギー管理士でエネルギ

ー管理統括者を補佐する者）をそれぞれ1 名選任して、企業全体のエ

ネルギー管理を推進すること。 

ⅱ定期報告書、中長期計画書を企業単位で提出すること。 

２）工場・事業場に係る措置 

工場又は事業場に対して、エネルギーの使用の合理化に関する事業者の

「判断基準」が告示で示されており、「管理標準」を設定して管理することが

求められています。 

「判断基準」：エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、

省エネ法に基づいて経済産業大臣が定める基準のことです。（平成２１年

経済産業省告示第６６号） 

「管理標準」：事業所がエネルギーの使用の合理化するにあたり、管理、計測・

記録、保守・点検、新設に当たっての措置等を行うため自ら定めるマニュアル

のことです。 

１）事業者単位のエネルギー管理 

今回の改正で最も大きなポイントは、従来の工場・事業場単位のエネルギ

ー管理が事業者単位に変わったことです。 
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①第一種エネルギー管理指定工場

（原油換算エネルギー使用量3,000kＬ/年以上）

ⅰ判断基準に沿ったエネルギーの使用合理化を行う義務 

ⅱエネルギー管理者の選任義務 

ⅲ中長期計画の提出義務（特定事業者が提出する報告書に内訳として

含める） 

ⅳエネルギー使用状況等の定期報告義務（ 同上 ） 

②第二種エネルギー管理指定工場

（原油換算エネルギー使用量1,500kＬ/年以上3,000ｋL/年未満）

ⅰ判断基準に沿ったエネルギーの使用合理化を行う義務 

ⅱエネルギー管理者の選任義務 

ⅲエネルギー使用状況等の定期報告義務（特定事業者が提出する報

告書に内訳として含める） 

省エネ法にはこのほかに、輸送に係る措置、住宅・建築物に係る措置、機械

器具に係る措置についての規定がありますが割愛します。 

（５）滋賀県の制度（滋賀県低炭素社会づくりに関する条例） 

１．この条例は地球温暖化が深刻化する中で、琵琶湖の生態系への影響も懸念

されることから健全な経済の発展を図りながら、化石燃料に依存しない低炭

素社会を実現することを目的にしています。 

２．この条例の各主体・各分野における施策、取組みでは県、事業者、県民の取

組事項について規定されています。また。建築物およびまちづくり、自動車、

森林の保全、農業及び水産業の取組事項についても定められています。 

条令で事業者には次のことが求められています。 

１）努めるべき事項 

①事業活動におけるエネルギーの使用量の把握

②省エネルギー型機器の使用および機器の効率的な使用

③冷暖房時の適切な温度設定および従業員の服装等への配慮

④グリーン購入の推進

⑤廃棄物の発生抑制等および廃棄物処理における温室効果ガス排出抑制
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２）事業者行動計画の策定等（義務規定） 

①事業活動に伴う温室効果ガス排出量が一定規模以上（エネルギー使用量

が原油換算で 1,500kL 以上）の事業者は、低炭素社会づくりに係る取

組に関する「事業者行動計画」を策定し、知事に提出することが求めら

れています。 

②「事業者行動計画」には、事業者自身の低炭素化のための取組み、省エネ

製品の製造など低炭素社会づくりのために取組み等を定める。 

③「事業者行動計画」策定事業者は、計画の実施状況を記載した「事業者行

動計画報告書」を作成し知事に提出する。 

④知事は提出された計画書、報告書を速やかに公表する。 

⑤中小規模事業者は、「事業者行動計画書」を任意に作成、提出することが

できる。 

 

３）「事業者行動計画書」に定める内容 

①計画期間、基本方針、推進体制 

②事業者自らが低炭素化のために行う施策（既存建築物の建て替え・改修

等を含む）基準年度の排出量および削減目標など。 

なお、削減目標は、県が設定するのではなく各事業者の自主目標として

います。 

③他者の低炭素化に関すること 

省エネルギー製品の製造やサービスの提供により、それらを利用する人

達の温室効果ガスの排出抑制になる取組や削減される排出量など  

④その他の低炭素社会づくりに寄与する取り組み 

ア従業員の自動車通勤の抑制や店舗等における利用者の自動車利用を

抑制するための取組など 

イ再生可能エネルギーの利用、森林の保全整備、グリーン電力の購入な

ど 

この条例の施行は平成 23 年 4 月１日です。ただし、推進計画策定など、周知期

間を要するものは平成 24 年４月１日までにおいて規則で定める日から施行さ

れます。 
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２．省エネルギーのメリット 

（１）エネルギーコストの低減効果 

省エネにより電気料金、燃料料金、水道料金などの費用逓減ができ、 

コストダウンにつながります。 

 

次のようなエネルギーコストの低減効果が期待できます。 

１）電力消費量の低減 ： 電力料金の低減 

２）契約電力の低減 ： 電力基本料金の低減 

３）受電力率の改善 ： 電力基本料金の力率割引率改善 

４）燃料消費量の低減 ： 燃料料金の低減 

５）上水、下水量の低減 ： 上下水道料金の低減 

 

（２）品質の安定と製品歩留まりの向上  

負荷の平準化、無駄の排除、工程改善等により、省エネルギーと同時に 

品質の安定と製品歩留まりの向上が期待できます。 

 

製品歩留まりの向上は最大の省エネ効果が得られます。不良品の発生、設備の

不具合による停止はエネルギーの典型的な無駄使いです。省エネ活動は良品率

の向上や設備停止時間の短縮（ゼロ化）等幅広く取り上げましょう。 

 

（３）企業イメージの向上 

省エネルギー、環境対策、コスト低減、企業の活性化などにより、企業の 

社会的評価の向上が期待できます。 

  

企業には事業を通じて社会に貢献する責任も科せられています。この責任を全

うすることにより企業イメージが向上し、事業のさらなる発展につながります。 

 

（４）職場活力の向上 

省エネルギー活動により、無駄の排除についての問題意識が高まり、 

改善提案活動等と併せて職場活力の向上が期待できます。 

 

省エネルギー活動はその効果が確認できるため従業員のやる気を引き出します。

また、従業員相互の競争意識も次の改善に結びつきます。 
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３．省エネルギー活動実践時の留意点 

（１）省エネルギーとは 

省エネとは無駄なエネルギーの使用を省くことであり、必要なエネルギー 

使用を無理に削減することではありません。 

 

過度の照明の間引きや室内温度の設定により作業効率の低下、従業員のやる気

の減退、安全衛生上の問題点の発生等の不具合が生じさせてはかえってマイナ

スです。真の省エネルギーとは無駄をいかに見つけ出し対策に結びつけるかと

いうことです。 

 

（２）企業の社会責任の認識 

省エネルギーを含む環境問題への取り組みは企業の社会的責任への対応 

でもあります。 

 

企業として投資する場合、その金額に見合う効果が得られることを考慮するこ

とは当然です。しかし、省エネルギーを含む環境問題への投資は企業の責任とし

て行わなければならない側面もあることを認識することも必要です。 

 

（３）持続することが重要 

省エネルギー活動は一過性の問題への対応ではありません。事業責任者 

のリーダーシップの下、計画的に継続することが重要です。 

 

省エネルギー活動に終わりはありません。改善を積み上げることにより更に大き

な効果を出せるようがんばりましょう。 
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Ⅱ．省エネルギーの進め方 



Ⅱ．省エネルギーの進め方 

 

１．省エネルギー管理推進体制の整備 

（１）経営者･責任者のリーダーシップ 

省エネの進め方のポイント 

省エネ活動を継続させるためにはリーダーシップが大事です。 

各部署の役割分担、責任の所在をはっきりさせましょう！ 

推進担当者を配置しましょう！ 

  

省エネ効果をあげるには、経営者や責任者の省エネルギーに対する意識やリ 

ーダーシップが大事です。 

 活動の中心となる人を決め、役割、権限などの位置づけを明確にしましょう。 

 

（２）省エネルギー推進管理組織 

省エネの進め方のポイント 

省エネルギー管理体制の確立と、継続させる組織が重要です。 

みんなの知恵を出し合い、全員参加で効果を得るようにしましょう！ 

 

１）従業員が多数いる工場の場合は 

委員会を組織しメンバー、リーダーを決めます。メンバーは各職場から選任し、

組織内での役割分担と責任体制を明確にします。 

   委員会組織の役割 例えば 

①省エネ目標を決める      ②各部門の省エネ計画の設定 

③外部技術・知見の導入を検討  ④日常のエネルギー管理のチェック 

⑤従業員教育等 

 

２）小規模工場の場合は（委員会を組織する規模でない事業所／工場について） 

 その場合でも、エネルギー管理の責任者を決めます。経営者の方か、事業所長

などの権限のある方が望ましいでしょう。 

 

（３）省エネテーマ発掘の体制 外部を利用して実効をあげる 

省エネの進め方のポイント 

自社の体制だけではテーマの発掘が困難な場合は、 

外部の専門家の診断やアドバイスを受ける体制を作りましょう。 

他社の省エネ実施事例を参考にすれば実効のある省エネにつながります。 
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２．計画的な省エネルギーの推進 

省エネの進め方のポイント 

継続的に省エネ活動を進めるためにＰＤＣＡ（計画、実施、確認、処置）の 

サイクルを実行しましょう！ 

 

（１）省エネルギーのステップ 

省エネルギーには大きく分けて、次の三つのステップがあります。 

１）第 1 ステップ（運用改善） 

エネルギー管理の徹底によってムダを減らす。例えば、 

ⅰ不要時の消灯 

ⅱ空調時の過度な冷暖房の見直し 

ⅲ電動機の無負荷運転・空転防止 

ⅳコンプレッサーのエアー漏れ防止 など 

従業員の皆さんの省エネ意識の向上と協力が必要です。 

 

２）第２ステップ（設備の導入） 

エネルギー消費機器の改善や、排熱の利用設備の導入など 

例えば、 

ⅰ高効率照明器具の採用 

ⅱポンプ・ファンに回転数制御装置の導入 

ⅲ高効率空調設備の導入 など 

なお、高効率設備を導入しても運用が適切でなければ十分な効果を上げることが

できません。設備導入に満足しないで、常に最適運用を心がけましょう。 

 

３）第３ステップ（プロセス改善） 

生産設備やプロセス本体を大幅に変え、新しい技術を導入して生産性を高め、

エネルギー消費量を低減します。例えば、 

ⅰ工程の短縮化・連続化、 

ⅱ高効率制御システムの導入 など 

この場合は、多額の投資を伴うので製品需要の見通し、製品品質の改善効果、

コスト低減効果など多面的な検討が必要です。 

 

（２）継続的な改善 

省エネ対策は継続的に進めることが大事です。 

特に第 1 ステップの運用改善はマンネリ化や放置により元に戻る懸念があり

ます。 

継続的に計画を推進することは、PDCA のサイクルを廻すことです。 
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３． 省エネルギーテーマの発掘方法 

 

テーマを発掘する方法として 

 

（１）エネルギー使用の現状を把握してテーマを探し出す方法と 

（２）他社が実施した事例から自社に導入可能なテーマを探し出す方法があります。 

（この場合においても、エネルギー使用実績の把握が重要です） 

 

（１）「エネルギー使用の現状を把握」して対策テーマを探し出す 

エネルギー使用量は（電気、ガス、空気、蒸気、水、油など） 

全体、工場、ライン、設備毎にと、可能な限り細かく測定することが大事です。 

それによって問題点が発見されテーマが浮かび上がってきます。 

 

現状把握 

①より細かく測る ②データの記録･管理する  

③エネルギー管理の可視化（見える化）を図る 

④問題点の抽出でテーマを探し出す（他社省エネ事例も参考） 

 事業所全体  工場毎   ライン毎  設備毎 

 取引 ○Ｍ    ○Ｍ     ○Ｍ    ○Ｍ○Ｍ○Ｍ  より細かく測定するほど 

                ○Ｍ    ○Ｍ○Ｍ○Ｍ  省エネ管理の精度は高くなります 

※現状把握方法については「４．エネルギー使用量の把握」の項を参照 

 

（２）「省エネ事例」等から対策テーマを探し出す 

◆「省エネの事例」等を参考に採用できる対策テーマを探しましょう。 

・他社の省エネ事例 ・省エネ技術 

 

即効的に対策事例を探し出すには、他社の省エネ事例やメーカー等の省エネ技術を

知るのが有効です。 

他社の事例を自社と比較することで問題点が浮かび対策テーマが見えてきます。 

短･中･長期計画 

分析 

計画 実施 

測定 

 

社会の動き 

経営状況等 

電気 

ガス 

空気 

蒸気 

水 

油 

対策テーマ 

エネルギー １）現状把握 

他社等 

省エネ事例 

２）省エネ事例 
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（３）外部の専門家の力も借りる 

省エネの進め方のポイント 

 外部の力も借りて省エネテーマを発掘しましょう！ 

  

省エネ対策を考え出したり推進するのには省エネ技術の専門性ならびに経験など

が必要です。社内に省エネ対策を実施する専門部署を持っている事業所では、自

社独自で対策テーマを探し出し対策を実施することが可能ですが、専門部署や専

門技術者を持たない事業所では、対策が進まないのが実状のようです。 

いずれにしても省エネを実施するためには専門力と豊富な経験が必要です。 

大いに外部の力も借りて省エネを推進しましょう。 

１）外部の省エネ診断サービスなど省エネ専門会社の力を借りる 

２）他企業に学ぶ（協会などの仲間と意見交換する 他社の事例を教えてもら

う） 

 

（４）改善提案によるムダ、ロス発見 

省エネの進め方のポイント 

従業員の皆さんの気付きや提案を活用しましょう！ 

 

１）従業員の皆さんの省エネ意識が高まれば、問題点についての気付きや改善の

アイデアが提案されるようになります。エネルギーのムダや問題点を早く見つ

けることができるのは現場をよく知っている従業員の皆さんですから、積極的

に改善提案を受け入れるような職場雰囲気や改善提案制度を設けて奨励する

ことが必要です。 

２）活動の成果については、掲示やミーティングの場で皆さんに報告して達成感の

共有を図りましょう。 

 

（５）現場観察によるムダ、ロス発見 

省エネの進め方のポイント 

不要な照明、空調時のドアー開放など 

現場をよく観察すればムダやロスの発見ができます！ 

 

１）現場の巡視・観察はエネルギーの受け入れから消費点までの流れに従って行い

ます。 

２）倉庫・書庫・作業員不在の作業場などの不要な照明、空き部屋の空調、空調時のド

アー開放、機械の空転、圧縮空気の漏れ、蒸気配管の保温不良などの問題点を発

見することができます。 
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４．エネルギー使用量の把握 

省エネルギー推進の第一歩は、エネルギー使用状況の現状の把握です。 

エネルギーの受入、輸送、変換、消費にいたるまでの流れを定量的に把握す 

ることが必要です。 

 

（１）測定機器 

 現状を把握し、データによる管理をするためには、計測器の設置が必要です。 

 １）電力測定 

①積算電力計：受電量、空調・照明・工程などの用途別の電力使用量の積算 

②クランプ電力計： 

コストの関係等で積算電力計を設置できない工場

ではクランプ電力計等の電力負荷測定器を用いて

実績を把握 

 

 

③エコパワーメーター（省エネ簡易電力計）： 

電力の個別管理から全体管理までをパソコンと連携し把握 

    

 

簡易電力計 

 

 

 

 

写真 導入の例  パナソニック電工製 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）流量計：ガス、エアー、スチーム、工業用水、上水、燃料などの計測 

 

３）温度計：空調温度、熱源機器の温度管理など 

簡易電力計 

ＣＴ 

配線困難な所は無線ユニット使用 分電盤扉内
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（２）データの記録と管理 

省エネの進め方のポイント 

電力などのエネルギーの使用量は記録して、グラフ化して分かりやすく 

見える形にすることが重要です。 

 ◆全体から個別にわたる使用量のデータをグラフ化し傾向を把握する 

  ・事業所全体、部門別、課別、設備別、用途別の使用量のグラフ化 

    （日使用量、日負荷曲線、月間使用量、年間使用量） 

・エネルギー原単位管理 

  

以下に電力の例を示します。他のエネルギーも同様に見える化しましょう。 

 

１）「日使用量のデータ」「日負荷曲線」 

 ①使用電力など変動がどのようなときに起きているのかが把握でき、ピーク

の発生が何に起因するのかが把握できます。 

 ②負荷の平準化やピーク電力の低減（契約電力低減）のデータとなります。 

 ２）「月間使用量のデータ」 

 ①月間生産計画や実績とエネルギー使用量との関係 

 ②生産と使用量の関係や妥当性の検討などの重要なデータとなります。 

 ３）「年間使用量のデータ」 

 ①季節的な変動状況や変動量がわかります。 

 ②前年度など過去の年度との比較から傾向がつかめ課題が見えてきます。 

 

全体からより個別にわければ現状が把握しやすくなります 

事業所全体では見えなかったのが  細かい分野になるほど問題が浮き上が

る 

  

 

 

 

 

 

「事業所全体」    「部門別」       「課別」      「設備別」 
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（３）見える化（可視化） 

省エネの進め方のポイント 

エネルギー使用・関係部門のそれぞれが 

エネルギーの使用状況等のデータを容易に確認できることが省エネを 

推進していく上で重要です。 

可能な限り、誰もが見られる見える化（可視化）を目指しましょう。 

・全体から個別の使用エネルギー量のデータ（時間別、日間、月間、年間） 

・消費傾向把握（全社、部門別、課別、設備別） 

・消費分布把握（部門別、用途別） 

・省エネ効果比較、原単位管理 

  

エネルギーの使用状況が

見えないと具体的な省エ

ネの手が打てません。全

体の使用状況から個別の

使用状況までしっかりと見

える化をしましょう。特に

低減効果の見える化はや

る気の醸成につながりま

す 

 

（４）原単位管理 

省エネの進め方のポイント 

エネルギー使用量の把握だけでは省エネ努力の評価や他工場との比較が

十分に行えません。生産量当たりのエネルギー使用量など「エネルギー原単

位」による管理が重要となります。 

  

 原単位はエネルギー使用量等を生産数量等で除して算出します。 

   原単位＝エネルギー使用量÷生産数量等 

   ・エネルギー使用量の単位：ＭＪ、ＫＷＨ、ＫＬ、ｍ３、Ｋｇ、円など  

  ・生産数量等の単位： 

生産数量（台、個等）、生産金額、使用鋼材量など業種や業態によって選定 

 

１）「原単位活用例」 

 ①原単位を毎月提示して従業員と一体感を持つようにしている 

 ②生産量を原単位の同じグラフに書いて、対比できるようにしている。 

 ③操業条件とエネルギー使用量の関係を原単位グラフから読み取っている。 
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<見える化事例> Ｔ社 エネルギー見える化による全員参加の省エネ活動 

 

１．対策 

（１）「見える化システム」導入の目標 

データはリアルタイムで判ればオペレータも迅速な対応が出来て達成感も向上す

る。原動力設備も成果が直ぐに判れば今まで気付けなかった改善のネタが見えて

来る。 

（２）取り組み 

管理システムは多くのシステム製作会社で様々な形で見える化されている。 

しかし、外注するとコスト高で社外流出費は大幅増となる。そこで、全て内製で取

組む事にした。  

内製で取組むにあたり、「自分達が何を見たいかを明確にしないと活用されない」

との意見が出され、必要なグラフの表示・機能を出しあった。 

 

（３）システムの表示・機能項目 

設備の負荷状況・効率・ＣＯ２・コストなどをリアルタイムに『日報』『月報』として表

現した 

１）社内ＬＡＮを通じてどこからでも見える 

２）日付指定で、過去のデータと比較が出来る 

３）全体負荷に対しての負荷分配状況が判る 

４）コストの損益が判る 

５）設備単体のＣＯ２・コスト原単位が判る 

６）ＣＯ２の低減量が判る 

７）総合での原単位が判る 

８）月目標に対して日毎の推移が判る 
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５．計画と実施 

 

  

（１）対策テーマの抽出と絞り込み    

１）課題を発見しましょう 

測定などの現状把握と他社省エネ事例などを参考に問題や課題の発見 

       ↓ 

２）対策テーマを抽出しましょう（課題解決の対策テーマを考え出す） 

省エネ事例なども参考にして単独の対策案や複数にわたる対策テーマ

を考え出す。 

       ↓ 

３）対策テーマを決定しましょう 

抽出したテーマについて「実現性、信頼性、コストなど」についての効果を 

検討して対策方法を決めましょう。 

        ↓ 

<どの対策が有効か決定する（実施については次の中長期計画で決定）> 

   

 個々のテーマを決定するための重み付け評価事例 

重み付けの事例１ Ａ社 【対策検討マトリックス】 

対策案 実現性 信頼性 コスト 得点 順位 

対策テーマ１ ◎ △ ○ ６点 ３位 

対策テーマ２ ◎ ○ ◎ ８点 １位 

対策テーマ３ ○ △ ◎ ６点 ３位 

 

 

短･中･長期計画 

分析 

計画 実施 

測定 

 

社会の動き 

経営状況等 

電気 

ガス 

空気 

蒸気 

水 

油 

対策テーマ 

抽出・決定 
他社省エネ事例 

エネルギー 
現状把握 

課題発見 
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（２）中長期計画と実施  

省エネの進め方のポイント 

省エネ対策を経営の中に位置づけましょう！ 

中長期の計画をたて中長期計画に基づいて着実に省エネ対策を実施する。 

 

省エネ対策は事業経営に大きな影響を与えます。優先順位をつけた中長期に渡る

計画を立て経営サイクルの中に位置づけることが重要です。 

 

１）実施の優先順位 

どの対策テーマを優先的に実施していくかについては、企業がおかれている状

況によって異なります。自社独自の評価項目を用いて、どのテーマから優先し

ていけばよいかを明確にすることが重要です。 

場当たり的な対策に終わらず戦略的な省エネ対策につながります。 

 ２）評価項目 

省エネ量、省エネによる削減金額、投資回収年数などの投資効果、技術性、 

信頼性、波及効果など 

  ①その他 実施に際しての視点 

ⅰ短期で投資が回収可能な対策 

ⅱ費用対効果が大きい対策 

ⅲ同じ経費を掛けるなら大きな効果が見込めるもの 

ⅳ対外評価の大きい対策 

ⅴ消費量の大きいところから実施 

ⅵ設備更新予定サイクル 

②優先順位を決定するための評価例 

作成例  Ｐ社 【対策検討マトリックス】 

項目 
対策 

内容 

省エネ効果 投資効果 
実施 

可否 
実施時期 

省エネ

量 

削減 

金額 
投資額 

回収 

年数 
結果 短･中･長 予定 

照明 Ａ ・・ ・・ ・・ ・・ ◎ 短 ・・年 

照明 Ｂ ・・ ・・ ・・ ・・ △ 長 ・・年 

電気 Ｃ ・・ ・・ ・・ ・・ ○ 中 ・・年 

空調 Ｄ ・・ ・・ ・・ ・・ ◎ 中 ・・年 

空気 Ｅ ・・ ・・ ・・ ・・ △ 長 ・・年 

蒸気 Ｆ ・・ ・・ ・・ ・・ × × × 
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６．設備管理台帳、図面類の整備 

 

（１）設備管理台帳 

受変電設備、空調設備、ポンプ・ファン、コンプレッサー、ボイラーなどの主要な設備

について、管理台帳を整備し、機器の仕様、取得年月、取得価格、修理履歴などを記

録しておくと、設備の維持費、劣化度、更新時期などの確認ができるので、適切な対

応が可能になります。 

 

（２）図面類の整備 

系統図などを整備すると、エネルギーの流れが一目でわかります。供給源から需要

先までの主要な機器の仕様・設置場所、計量器の位置などが容易にわかるようにす

るとよいでしょう。 

 

７．全員参加の省エネルギー活動 

 

（１）全員参加の働きかけ 

全員参加の省エネルギー活動でなければ、十分な成果は上がらないので、従業員

の皆さんに協力してもらいます。不要時の消灯、機械の空転防止、エアー漏れ防止、

空調基準温度の順守、節水、省エネルギーについての改善提案などです。 

省エネ活動の成果は掲示やミーティングの場などで皆さんに報告して達成感の共

有を図ります。優れた省エネルギー実績については、表彰することなども動機付け

になります。    

 

（２）教育、訓練の実施方法 

１）集合教育 

教育、訓練計画に基づき、集合教育を行います。 

２）朝礼などミーティングの場の利用 

省エネルギーに関する情報交換、省エネルギー活動の実績報告などによっ

て、省エネルギー意識を高めます。 

３）掲示、社内報等の文書の利用 

省エネルギー目標と実績の対比、部門別の省エネルギー活動状況、省エネル

ギー推進委員会の審議状況などを口頭または文書によって周知します。 
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<事例 1>  見える化 

Ｎ社 エネルギー使用量の把握 

１．課題 

（１）工場毎の使用量しか把握できていなかった。そのため、どのラインどの設備に

問題があるのかが分からず、省エネが進んでいなかった。 

（２）エネルギー原単位の把握ができていなかった。 

（３）データは毎月１回集計され、使用部署に報告されているだけで、全部署で共有

はされていなかった。 

２．対策と効果 

設備毎のエネルギー使用量と生産状況とをリアルタイムで把握できるシステム

を導入した 

（１）計測ポイントの追加。（データを収集するため計測器をラインや設備毎に追

加） 

（２）エネルギー管理システムを構成し、工程別、設備毎のエネルギー使用量と

生産台数を収集し、データはパソコンでリアルタイム監視でき、誰もが見ら

れるようにした。 

１）設備毎のエネルギー使用量を把握できるようになった。 

２）今まで分からなかった運用管理での無駄を見つけることが出来た。 
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◎＝３点 ○＝２点 △＝１点

　設備毎に計測器を設置する △ ◎ △ ５ ３位

　ライン毎に計測器を設置する △ ◎ ○ ６ ２位

　設備の実使用量を計測し比率配分を行う ◎ ○ ◎ ８ １位

順

　

　

　

位対　策　案

得

　

　

　

点

検討マトリックス図

実

　

現

　

性

信
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ト

ラ

イ

ン

ご

と

の

エ

ネ
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握

す

る

に

は

<事例２> エネルギー使用量の把握 

Ａ社 主要設備の使用量を計測して比例配分する使用量把握の仕組み 

 １．課題 

職場の声  

（１）例えば家庭と我が職場を比較すると、各家庭には電力会社から使用量の

実績請求書がきます。それに対して、我が社の工場の各ラインには、使用

量の請求は来ません。どれだけ使用しているか分からないのに、ラインリ

ーダの私に節減しろといわれても困ります！  

１）幹線ごとには計測器があるが工場内の各ライン毎には計測器は設置され

ていない。 

２）設備毎に計測器を設置すると膨大な費用がかかる。（設備６００台） 

３）ラインの電気系統やエアー系統は入り組んでいるので計測器の設置が 

困難 

  ２．対策内容と効果 

以下の対策案について「コスト面、信頼性、実現性」についてマトリックスにして評

価した。 

 

各設備に計測器を設置すれば

信頼性が高いが膨大な費用

が要る。 

（設備６００台） 

信頼性はおちるが「代表設備

３０台の実使用量を計測し比

例配分する方式」を採用した。 

 

 

１）代表設備の負荷電力を測定。 

①代表設備について２４時間電力負荷測定実施 

②ライン毎の比例配分値算出。モニターに反映 

２）モニターでは、職場の全員が理解しやすいように、ＫＷＨを金額換算し、ライン 

単位でどれぐらいの金額を使用しているのかが分かる管理ツールを構築した。 

         ○Ｍ幹線メータ □設備 ◎計測測定代表設備 

○Ｍ E

A  幹線  

                            ライン毎に比例配分 

 

 

        ◎□◎□□  ◎□□□□  □◎□□◎ ２４時間負荷測定 

       ―設備６００台のうち 代表設備３０台計測― 

１ライン ３ライン ２ライン 
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Ⅲ．省エネルギー対策のポイント 



 

１．契約電力・受変電設備 

２．空調設備 

３．照明設備 

４．給水・排水設備 

５．ポンプ・ファン 

６．エアー 

７．ボイラー・蒸気配管 

Ⅲ．省エネルギー対策のポイント 



Ⅲ．省エネルギー対策のポイント 

＜１．契約電力･受変電設備＞ 

 

１．電力使用の実態把握 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

    使用している使用電力の実態を把握しましょう！ 

  

一般的にエネルギー管理指定工場レベルの規模では中央監視装置などによって電

力消費の実態がレポートされます。一方、小規模受電事業所･工場の場合は、日報

データ記録機能付きデマンド監視装置が電力消費の把握に有効な装置です。 

これらの装置およびシステムによっ

て年間の電力消費の実態を把握す

ることにより、問題点を見つけ管理

改善を検討することができます。 

現状把握による検討を行えば契約

電力量などの削減や受電設備容量

の適正化や負荷設備の運用改善な

どの効果が期待できます。 

これらの検討と改善が省エネ法判

断基準「電気の利用を平準化」への活動につながります。 

 

 ２．電力料金の算定方法 

電力料金は、基本料金と電力量料金(従量料金)の和です。 

①基本料金は 

契約電力（ｋｗ）×{１８５－※力率（％）}÷１００×単価（円／ｋｗ） 

 ②電力量料金は 

月間使用電力量（ｋｗｈ）×単価〔円／ｋｗｈ〕 

    ※力率割引制度 

１ヶ月のうち 8:00～22:00 の時間帯における平均力率が８５％より高い

場合、１％上回るごとに基本料金が１％割り引かれるというものです。 

逆に８５％より低い場合、１％下回るごとに１％割り増しされます。 

よって平均力率を１００％に維持すれば最大で１５％の割引を受けられる

ということになります。 

工場側で力率をよくすると電力会社にとって、設備稼働率や管理に大き

なメリットとなるので、力率改善の程度に合わせて基本料金を減額する制

度が設けられています 
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３．電力料金を下げるには 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

電力料金を下げるには 

【基本料金を下げる】 

①契約電力を下げましょう〔最大電力の抑制〕 

②力率を改善しましょう 

【従量料金を下げる】 

③使用電力量を減らしましょう     

 

４．契約電力を下げる方法 

＜電力負荷の平準化と最大電力の抑制＞  

 

１）設備同時運転の回避 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

電力多消費設備の同時運転を避けて負荷を平準化しましょう！ 

複数台の同時起動をしないようにしましょう！ 

   

電気使用設備について、一番電気を使用する設備は何か、二番目は、三番目は

何かと現状を調べて、電力使用の大きい設備の同時運転を避けて負荷を平準化

し、最大電力を抑制しましょう。空調機などは通常運転に達するまでにフルに電

気を使用しますので、複数台を同時に起動しないようコントロールにしましょう。 

 

２）デマンドコントローラの利用 

最大電力を常に監視し、設定値を超過すると予測されるときに警報や負荷の遮

断を行う装置です 

 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

デマンドコントローラを利用しましょう！ 

       ―契約電力の超過防止― 

     ― 最大電力の抑制 ― 

  

デマンド監視装置を活用して、契約電力を超過しそうなときは、警報を出し、 

かつ必要に応じて、空調設備などの機械の負荷をコントロールし、自動制御する

ことによって、デマンド（需用電力）を一定値に抑えます。 

 デマンド値の大きさによって契約電力（基本料金）が決まりますので、デマンドを

常時抑えることは、電力コストの大幅な削減につながります。 
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３）力率の改善 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

力率を改善(進相コンデンサーを増設)しましよう！ 

  

電線に流れている全電流のうち有効な電流の割合を力率といいます。 

力率は１００％を目指したいので、95％以下であれば進相コンセンサーの増設 

が望まれます。 

 

＜電力用コンデンサーの設置場所事例＞ 

 電力用コンデンサの取付け場所は第１図のような各種の方法があります。 

一般的に高圧受電の場合は、高圧側と低圧側、さらに一括と個別とがありますが、

それぞれ長所、短所があります。第１表にその比較を示します。 

 施設費が安く、電気料金の力率割引を受けることを主目的とする場合は、受電点設置

の方式が有利で、一番多く採用されるケースです。変圧器の負荷軽減並びに損失を低

減することに重点を置く場合は変圧器の二次側接続が効果的ですが、この場合は設

備コストが高くなります。   

第１図 電力用コンデンサー接続位置の例 

       

第１表 電力用コンデンサーの接続位置による効果と設備コストの比較 

設置位置 電気料

金割引 

変圧器損

失の軽減 

配電線損

失の軽減 

変圧器余

裕の増加 

電圧降下

の軽減 

単 位 容 量 当

たりコスト 

Ａ受電点 ○ × × × × 最も安い 

Ｂ電気室高圧母線 ○ △ △ × △ 安い 

Ｃ変圧器二次母線 ○ ○ △ ○ ○ 高い 

Ｄ負荷と並列 ○ ○ ○ ○ ○ 最も高い 

（注）○：非常に効果がある 

   △：効果がある 

   ×：当該事業所では効果は無いが、電力会社（系統全体）では効果がある 
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５．変圧器の省エネ 

 

１）変圧器の適正負荷 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

変圧器の稼働台数の調整と負荷の適正配分をしましょう 

各変圧器の需要率と負荷の傾向を把握するのがポイントです！ 

 

①変圧器の損失 

変圧器が発生する損失は、無負荷損（鉄損）と負荷損（銅損）があります。 

無負荷損（鉄損）は負荷に関係なく通電していれば一定発生し、負荷損 

（銅損）は負荷によって発生し負荷電流の２乗に比例し増大します。 

特に、変圧器は電源を通電しているだけで損失（鉄損）が生じますので、 

年間を通じるとその損失は無視できない電力量になります。 

 

②変圧器の集約 

 変圧器が複数台ある場合は、負荷の適正配分を行います。軽負荷の場合は

鉄損比率が大きくなるので、変圧器の集約を行うとよいでしょう。 

 

◆３００ＫＶＡ変圧器２台を１台に集約した場合の節減事例 

表    集約前 

例：変圧器（モールド型） 一般電灯（１φ） 変圧器の発生損失 

事業所内

名称 

定格 

容量 

定格 

無負荷損 

定格 

負荷損 

負荷容量 

（例） 

負荷率 

（例） 

無負荷損 

（鉄損） 

負荷損 

（銅損） 

ＫＶＡ Ｗ Ｗ ＫＶＡ ％ ｋｗｈ／年 ｋｗｈ／年 

Ｎｏ１（１φ） ３００ 720 4158 73 24 6307 587 

Ｎｏ２（１φ） ３００ 720 4158 64 21 6307 449 

損失合計：13.650ｋｗｈ／年 

 

       集約後 Ｎｏ１に集約 

例：変圧器（モールド型） 一般電灯（１φ） 変圧器の発生損失 

事業所内 

名称 

定格 

容量 

定格 

無負荷損 

定格 

負荷損 

負荷容量 

（例） 

負荷率 

（例） 

無負荷損 

（鉄損） 

負荷損 

（銅損） 

ＫＶＡ Ｗ Ｗ ＫＶＡ ％ ｋｗｈ／年 ｋｗｈ／年 

Ｎｏ１（１φ） ３００ 720 4158 １３７ ４５ 6307 ２０６２ 

上記に集約 ― ― ― ― ― ― ― 

損失合計 ： ８.３６９ｋｗｈ／年 

節 減 量 ：  ５２８１ｋｗｈ／年 
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２）変圧器の長期不使用時の電源遮断 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

変圧器を長期間使用しない場合は、変圧器の電源を遮断しましょう! 

 

変圧器は電源を通電しているだけで損失（鉄損）が生じます。年間を通じると 

その損失は無視できない電力量になります。 

変圧器を長期に使用しないときは変圧器の１次側で電源を遮断しましょう。 

 

３）高効率変圧器の採用 

受変電設備・契約電力の省エネ対策のポイント 

更新時には高効率変圧器（低損失変圧器）を採用しましょう! 

  

最近の変圧器は低損失磁性材料の開発によって無負荷損が大きく軽減され 

低負荷での効率が向上した「高効率変圧器」に改善されています。 

 30 年ほど前の機器に比べれば大幅に損失も低減されています。 

 変圧器を更新するときは高効率変圧器を採用しましょう。 

 

 ①変圧器損失の比較（１０００ＫＶＡ―６６ｋｖ級）   

 無負荷損（ＫＷ） 負荷損（ＫＷ） 

高効率変圧器 8.8 43.9 

標準  11.0 54.9 

約３０年前の変圧器  16.0 76.0 

                        出展:東芝ＨＰ 

 ただ、更新には高額な投資が必要なため、省エネ目的だけの更新では経済的に

メリットはありません。日本電機工業会が実施した変圧器の更新時期のアンケー

トによると約５０％の回答が３０年程度を更新時期と考えているという結果が

寄せられています。 

常日頃から運転状況を把握し対応をまとめておき、適切な更新に備えておくこ

とが重要です。 

 

②変圧器更新時期に対する考え方 

法定耐用年数 15 年 

※電機工業会推奨更新時期 20 年 

多くの企業の現実（アンケートから） ３０年 

※ 使用年数に伴う物理的安定使用期間、経済的有効使用期間、 

社会的有用使用期間を考慮して推奨している更新時期です。
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＜事例１＞デマンドコントローラ  

Ｙ社 最大需用電力(ピーク)1／4 低減へ向けた省エネ改革運動 

 

課題 

１．過去 3 年の「電気使用量と最大需用電力」と

「電気料金と電力単価」を調べると、夏場に電

気使用量、最大需用電力ともにピークとなり、

電力単価は夏場が低く冬場は高くなっていた。 

 ２．外部の協力を得て、原動設備、生産設備、空調

設備の電気使用状況を調査した。 

３．調査で使用最大比率 18%を占めるエアーコン

プレッサーと夏場の空調機の電力削減に着眼

した。 

 

対策 

１．コンプレッサー電力削減 

（１）エアー漏れゼロをめざした全社活動を展開 

（２）圧力変動の吸収→エアー系統の見直し(タンク増設･配管変更) 

（３）コンプレッサー運転台数削減 37ｋｗ＋55ｋｗ同時運転→55ｋｗに削減 

  ※コンプレッサー電力削減取り組みの詳細はエアーの項を参照 

 

２．デマンドコントローラー装置による夏場のデマンド上昇の抑制と電気使用量の低減 

 （１）空調機は合計 31 台、空調の最大電気使用量は 230kWh 

（２）デマンドコントローラー（ＤＭＣ）を活用し工場全体の最大需用電力を 500kW

以下にするとともに、空調機の電気使用量を 20%削減するため、31 台の空調

機とＤＭＣを PLC(シーケンサー)を介して接続し、インターフェイス部はタッチパ

ネルとした装置を開発した。 

 

①ＤＭＣ装置の特徴 

ⅰ31 台の空調機の遮断優先順位は自由に変更可能。(タッチパネルによる変更) 

ⅱ遮断している空調機群がモニタリングでき現在の状況が瞬時に把握できる。 

ⅲ空調機の遮断指示はＤＭＣによるものばかりでなく、時分割による遮断制御

機能を併せ持つ。 

「時分割遮断制御機能」 

各空調機毎に停止する時間(デマンド時限×制御率)と停止開始時間を予め登録しておき、デマンド

時限内で各空調機は登録した内容に応じた時間で運転停止を繰り返えす。当社の組立室には5台の

空調機があり、それぞれ、6 分間隔で停止開始時間をずらしている。組立室の平均温度は 24.6℃、

平均湿度は 62%RH に維持しており、時分割遮断制御を空調機に導入しても問題がないことを実証

している。 
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②デマンドコントローラー（ＤＭＣ）による削減効果 

デマンド上昇の抑制と電気使用量の低減は、ＤＭＣを導入以降、最大需用 

電力を 495kW にまで低減することができた(2007 年 7 月末現在)。 

これは対策前の契約電力 650kW と比較して削減率は 25%になる。 

また、空調機の電気使用量は時分割遮断機能により、電気使用量は 20%削

減することができた。この時分割遮断の対象となる空調機の対象台数は

31 台中 14 台あり、削減率は 18.5%、削減電力量は 71.9MWh/年、CO2

換算で 25.7 トン/年もの大きな省エネを達成した。 

 

３．費用対効果 

（１）コンプレッサー電力削減取り組み 

エアータンク増設、配管変更工事等の 

投資費用 1,000 千円 

削減効果金額 812 千円 

投資回収年数は 1.2 年 

 

（２）デマンドコントローラー（ＤＭＣ）による空調費削減取り組み 

ＤＭＣ装置、配線工事の投資費用 1,400 千円 

削減効果金額は契約電力の見直しも含めて 2,713 千円 

投資回収年数は 0.5 年 

但し、ＤＭＣ装置の設計、製作費用はグループの協力を得て社内で行ったので含

んでいない。 

 

（３）合計削減効果 

  投資金額 2400 千円，削減金額は 3525 千円，投資回収年数は０．7 年 

対策 削減率 削減電力量 投資費用 削減金額 

（％） （Ｍｗｈ／年） (千円) (千円／年) 

55ｋｗコンプレッサー 

単独運転 

34.2 45.8 1,000 812 

デマンドコントローラ装置 
18.5 71.9 1,400 2,713 

合  計 10.7 117.7 2,400 3,525 
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＜事例２＞変圧器の適正負荷 

 Ｆ社 変圧器の更新等による省エネの取り組み 

 

１．課題 

(1)４８ヶ所の電気室がある。工場再編計画、事業活動

の変化に より変圧器負荷状況が建設時より大きく

変化した。 

（２）更新が必要な時期となっている。 

 

２．対策 

（１）老朽化トランスの更新 

１）電気設備中長期計画を作成し老朽設備の更新を計画した。 

２）更新は省エネ型変圧器を採用し損失の削減を図ることとした。  

３）老朽変圧器６９台の更新 

 

（２）電力トランスの適正運転 

１）変圧器負荷率の低い設備を洗い出し、不要な変圧器を電源から切り離し損失の

低減を図った。→動力変圧器１３台を切り離し停止した→無負荷損２００千ｋｗｈ／年 

 

（３）大型連休時に構内２次電気室停止し損失を低減 

１）大型連休（５月、８月、年末年始）の各部門の出勤状況を把握し電気室を停止す

ることによる待機電力削減をはかった。削減効果７０千ｋＷｈ／年 

（電力日報デ－タ－より） 

 

（４）軽負荷時に受電所変圧器停止による損失を低減 

１）土日休日は受電所変圧器（12000ｋＶＡ×２台、10,000ｋＶＡ×１台）３台は軽負

荷運転をしていた。 

２）各変圧器の損失、利用率、力率などを考慮し運転基準を作成してトランスの台数

運転を行い損失の削減を図った。 

３）削減効果１６千ｋＷｈ／年  （変圧器試験成績書より） 
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「参 考」 

 

受変電設備に関する ＜省エネ法の判断基準＞ 

事項 省エネ法判断基準 

① 受変電設備の管理 

 

ア．変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率

を考慮して、変圧器及び無停電電源装置の全体の効率

が高くなるように管理標準を設定し、稼働台数の調整及

び負荷の適正配分を行う。 

イ．受電端における力率については、95 パーセント以上と

することを基準として進相コンデンサ等を制御するよう

に管理標準を設定して管理する。 

 

② 受変電設備に関する

計測及び記録 

事務所その他の事業場における電気の使用量並びに受変

電設備の電圧、電流等電気の損失を低減するために必要

な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これ

に基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録

する 

 

③ 受変電設備の保守

及び点検 

 

受変電設備は、良好な状態に維持するように保守及び点

検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守

及び点検を行う。 

 

④ 受変電設備、ＢＥＭＳ

の新設に当たっての措

置 

 

ア．受変電設備を新設する場合には、エネルギー損失の少

ない機器を採用するとともに、電力の需要実績と将来

の動向について十分な検討を行い、受変電設備の配置、

配電圧、設備容量を決定すること。 

イ．特定機器に該当する受変電設備に係る機器を新設する

場合は、当該機器に関する性能の向上に関する製造事

業者等の判断の基準に規定する基準エネルギー消費効

率以上の効率のものの採用を考慮する。 

ウ．電気を使用する設備や空気調和設備等を総合的に管

理し評価をするためにＢＥＭＳの採用を考慮する。 

 

 

 



＜２．空調設備＞ 

１．冷房温度・暖房温度の適正化 

空調設備の省エネ対策のポイント 

冷暖房温度を１℃緩和することで、空調エネルギーのおよそ１０％の 

省エネになります! 

 

クールビズ・ウォームビズが省エネ国民運動として定着しつつあり、夏季の室温

上昇や冬季の室温低下は居住者から理解されやすい状況にあることから、投資

を必要としない省エネ対策として「冷房温度の 28℃設定、暖房温度の 20℃設

定」が推奨されています。 

 

空調設備の省エネ対策のポイント 

 場所によって、メリハリのある温度管理をしましょう! 

  

事務室や作業場所などの居住環境を維持する場所と廊下、階段、倉庫などの温

度管理がラフでよい場所とでは、それぞれの空調温度設定や空調の要否を考

えて管理し、空調エネルギーの節減を図りましよう。 

 

２．空調負荷の低減 

空調のムダ撲滅の基本となるのは冷暖房負荷を極力少なくすることです。空調

機での使用エネルギーを少なくするため出来るだけ発生する負荷を減らしまし

ょう。 

  

（１）過剰な空調は止めてムダを防ぎましょう 

空調設備の省エネ対策のポイント 

居所空調にするなど空調するエリアを縮小したり、こまめな運転管理をして 

過剰空調をしないようにしましょう！ 

  

（２）発生する空調負荷を少なくする 

空調設備の省エネ対策のポイント 

工場のモーター、ヒーター、照明など不要時には停止しましょう。 

事務所の過剰な照明は止めましょう。 ―これらは全て熱源ですー 

  

 

 

28 



 

３．建物、窓の断熱 （建物への進入熱を少なくする） 

空調設備の省エネ対策のポイント 

冷房時は日射のある窓にはカーテン、ブラインドを使用しましょう！ 

天井、壁に断熱材を使用しましょう！ 

窓に複層ガラスの採用、鉄板屋根に遮熱塗料を塗布することも有効です 

 

１）日射のある窓ガラスをブラインドやカーテンで遮断することにより、進入熱

量は大幅に低減します。 

２）建物周囲の植栽、外壁の白色系塗装、南・西面窓に遮光フィルムの装着など

によって、外からの入熱を防止します。 

３）建物の新設・改修時には天井、壁に断熱材を使用して保温効果を高めましょ

う。 

４）窓に複層ガラスや真空ペアガラスを使用することにより、遮熱効果・断熱効

果が高まります。普通ガラス窓を複層ガラス窓に改修することにより、熱通

過率が 1/2 以下になるものもあります。 

５）鉄板屋根に赤外線反射効果のよい遮熱塗料を塗布することにより、屋根か

らの入熱を抑制することができます。 

 

４．外気取り入れの空調負荷を少なくする 

空調設備の省エネ対策のポイント 

冷暖房時は取り入れ外気量を必要最小限にしましょう！ 

 

（１）「居室の換気負荷」 

 

人を対象とした空調では室内の空気の清浄度を保つため新鮮外気が取り入れ

られていますが、過剰な外気の取り入れは夏季の冷房負荷の増大、冬季は暖房

負荷の増大となりエネルギーロスにつながります。人員数に見合った適切な外

気量を取り入れることが空調の省エネ運転には欠かせません。 

建築基準法では居室の換気は一人当たり20m3/h の外気を取り入れる設備の

設置を義務付けております。一方、適正な外気量は室内の二酸化炭素濃度を目

安として知ることができます。「建築物における衛生的環境の確保に関する法

律(通称「ビル管法」)」では室内の二酸化炭素濃度を 1000ppm 以下と規定し

ています。したがって、夏季や冬季にはこの値以下で、かつ出来るだけこの値

に近くなるように外気量を制御することが省エネルギーにつながります。 
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（２）「工場の換気負荷」 

 

工場では製造工程で発生する廃ガス等の除去や労働安全衛生法に基づく職場

環境維持のために給排気ファンを設置している場合、給排気量は過剰ではない

か？ 必要の無い時間帯も運転はしていないか？ など見直しをしましょう。

給排気ファンの過剰運転による外気の進入は、冷暖房負荷になりまた給排気フ

ァンの電気量の無駄になります。 

 

（３）「トイレ、厨房の換気負荷」 

 

トイレ、厨房の過剰な換気は温度調整された室内空気を排出するので、空調エ

ネルギーの損失になります。 

対策としては、トイレファンの風量抑制、タイマー利用による間欠運転などが考

えられます。厨房ファンはガスコンロの使用状況に応じて発停、あるいは風量制

御を行い過剰排気を防止します。厨房など火気使用場所の換気については、専

門家に相談して対処することが必要です。 

 

５．空調機運転時間の短縮 

空調設備の省エネ対策のポイント 

始業前や終業時の空調機運転時間をなるべく短くしましょう! 

 

始業前の空調機運転時間をなるべく短くする。朝の外気温度が低い場合は始業

と同時に空調設備を運転するのではなく、外気温度が上昇してから運転を始め

るなどの工夫が望まれます。停止も終業時ではなく、できれば 15 分～30 分

早めに停止することにより省エネルギーになります。実情に合わせて運転される

とよいでしょう。 

 

６．空調機の定期的なフィルター掃除 

空調設備の省エネ対策のポイント 

 空調機のフィルターは定期的に掃除をしましょう! 

  

夏季に空調能力が不足する場合は、フィルターの目詰まりも考えられます。フィルタ

ーが目詰まりすると空調能力が低下し、エネルギー損失が大きくなるので、定期的

な掃除が必要です。 

 チェックリストに担当者名、掃除実施日などを記入することをお奨めします。 

例えば、毎月１～２回の掃除と、目詰まり状況を見て掃除頻度を決めるとよいでしょ

う。 
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７．冷凍機冷水出口温度の管理 

空調設備の省エネ対策のポイント 

夏季以外では冷凍機冷水出口温度を上げて効率運転しましょう！ 

 

冷凍機の入力エネルギーは、冷水出口温度が高くなると、同じ冷凍能力の場合

でも入力エネルギーが減少します。冷水温度を上げると空調機等の二次側コイ

ルでの熱交換効率が低下しますが、盛夏時以外は一般的にコイル能力に余裕が

あることから実用上は問題が生じません。盛夏(7,8 月)以外の冷房期間に冷水

温度を上げて冷凍機を効率よく運転することが省エネにつながります。 

 

８．冷凍機冷却水温度の管理 

空調設備の省エネ対策のポイント 

 冷凍機の冷却水温度を下げて効率運転しましょう！ 

 

冷却塔の冷却水出口温度は通常 32℃で設計されていますが、外気の湿球温度が

低いときや軽負荷のときは 32℃以下になります。冷却水温は低い方が冷凍機の効

率はよくなりますが、下げすぎてもいけないので、下限温度を決めて冷却塔ファン

の台数制御や回転数制御を行ってファン動力の節減を図るとよいでしょう。 

 

（１）吸収式冷温水機 

図に示すように、冷却水温 32℃のときを 100％の能力として、33℃では

88 ％ になり、温度を下げて

30℃にすると 107％になりま

す。更に下げると一層改善しま

す。ただし、低過ぎることも機

能上問題があるので 25℃程度

を下限に管理するとよいでしょ

う。 

たとえば、水温 25～28℃を目

安に冷却塔ファンの台数制御ま

たは回転数制御を行います。本対策はメーカに下限温度を確認 

の上、実施して下さい。 
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（２）ターボ冷凍機 

図に示すように、冷却水温度が低いほ

ど電動機入力は小さくなり、効率がよ

くなります。ターボ冷凍機の場合は吸

収式冷温水機ほど下限温度に神経質

になる必要はありませんが、メーカに

確認して下限温度を設定してください。

なお、冷却水温を 15℃以下まで下げ

ても運転に支障なく、効率の非常に高

いターボ冷凍機が開発されています

ので、設備の更新時は導入を検討する

とよいでしょう。 

 

９．中間期･冬季の外気冷房 

空調設備の省エネ対策のポイント 

 外気温度が下がる中間期（春･秋）は外気冷房しましょう！ 

 

機械設備や照明設備などの発熱によって、中間期・冬季でも冷房を要することが 

ありますが、外気温度が下がる中間期・冬季は外気を直接導入して送風機のみ運転 

し、熱源機器を停止することによって省エネルギーを図ります。 

 

１０．高効率空調設備への更新 

空調設備の省エネ対策のポイント 

 老朽化に伴う更新や設備増強の機会があれば省エネ効果の高い設備を 

導入しましょう！ 

 

最近では冷暖房空調機の性能（COP）※は大幅に改善されています。 

設置後 15 年以上経過した空調機であれば、最新型に更新するとエネルギー消費

量は殆ど半減します。高効率空調機は初期投資が若干高くてもランニングコストが

安いのでトータルコストでは有利になります。 

中長期的に計画を立てて設備更新を実施しその際は省エネ効果の高い設備を

導入しましょう。 

 

※COP とは投入したエネルギーを１として、その何倍の冷温熱が得られるかを

示したもので、数値が大きいほど効率がよいことになります。 
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参考 Ｅ社製 冷凍機ＣＯＰ値比較 

方式 型式 ＣＯＰ値 

圧縮機式 ターボ冷凍機 5.2～7.0 

スクリュー式冷凍機 5.3～5.6 

吸収式 吸収式冷凍機 1.19～1.33 

吸収式例温水器 1.18～1.35 
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＜事例１＞ 空調負荷の低減（局所空調） 

計算機センター 床下空調を全体空調から局所空調へ変更 

 (株)Ｆ社   

 

１．対策 

（１）計算機室全体の空調から局所空調へ変更 

 

      現 状(全体空調)            変 更(局所空調) 

 

 （２）実施内容 

   １）ホットゾーン、クールゾーンの明確化 

   ２）計算機給気面に床吹き出し口を設置 

３）床下空調 5 台→3 台に変更  

４）インバータ加減設定 ３５Hz→３０Hz に変更 

  

（３）効果 

   １）床下空調省エネ率 

     搬送動力 ： 58％削減  

熱処理量 : 14％削減 

   ２）年間換算削減費用  

        1，987 千円／年
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＜事例２＞ 空調負荷の低減 

セントラル型空調からビルマルチ型エアコンへ更新 

 

Ｔ大学   セントラル冷暖房設備からビルマルチ型エアコンへ更新 

 
＜事例３＞ 空調負荷の低減（建物･窓の断熱） 

換気空調と日射遮断 

 

(株)Ｙ社テクノセンター 技術棟の建築に伴う外気冷房の活用と日射遮断の事例 

 

１．対策 

（１）屋上換気塔設置（外気冷房の採用） 

1)建物の上層階は熱が溜まり暑いので、階段上部 に屋

上換気塔を設置（写真１）。外気温湿度、天気、風など必

要十分条件を満足した時換気することにした。屋上換

気塔窓は自動開閉にした。 

2)外気を有効に建物内に取り入れるため、東西面に 

小さな窓を設け、花粉も雨も通さない微細なフィルター 

を設置し、風を自由に取り入れられるようにした。 

 

（２）日射遮蔽 

東西面に真横から来る日射対策として、縦ルーバ(写真 2） 

を室外に設置した。内側にロールスクリーン等を設置し、 

遮熱とまぶしさ防止を図った。 

 

（３）Low-E ガラスの採用 

(1)高遮熱・高断熱の Low-E ガラスの全面採用。  

夏期の日射を遮蔽、建物内熱負荷を約３３％ 

削減できる。 

 

 

写真１  屋上喚気塔 

写真２ 微細フィルター付小窓 
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＜事例４＞ 空調負荷の低減（建物屋上の断熱） 

    

１．屋上緑地化による太陽熱の遮断 

 

 

＜事例５＞ 空調負荷の低減（屋根の断熱） 

 

１．屋根の断熱塗装による省エネ 
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＜事例６＞空調負荷の低減（給排気設備の運転管理） 

Ｎ社 給排気設備の昼休み停止 

１．課題 

（１）「エネルギー管理モニター」上で昼休み電力が日によってバラつきがあるこ

とが確認され調査を行った。結果、工場内には換気用として設置されている

給排気ファンを生産開始時に運転したのちの停止忘れが多発していること

が分かった。 

２．対策 

（１）現行の給排気ファン設備

の制御盤に、図 のカレン

ダータイマーを盤内に設

置し、そのカレンダータイ

マーの接点を制御回路へ

追加する対策をした。 

（２）毎月工場から出される生

産計画を確認し、カレンダ

ータイマーのプログラム設定 

  をすることで、細かな運転 

管理を行い、省エネ効果へ 

繋がるようにした。 

３．効果 

（１）年間削減量 ＝ Ｐ(給排気ファン使用電力)×ｔ(停止時間)＝174.8 MWh/年 

（２）設備対策費 ＝ 15 千円 × 8 台＝ 120 千円 
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＜事例７＞ 高効率冷凍機への更新 

(株)Ｔ社クリーンルーム インバーター冷凍機へ更新 

―新エネルギー・産業技術開発機構（ＮＥＤＯ）の補助金を受けた省エネ対策― 

１．きっかけ 

老朽化（設置後１８年～２０年）。特定フロンのターボ冷凍機(特定フロン使用廃

止)燃料単価が高く CO2 排出係数が高い蒸気・ガス吸収式冷凍機、動力費の増大 

２．対策 

（１）高効率インバータターボ冷凍機へ更新 

１）冷凍機本体効率改善として高効率インバータターボ冷凍機への更新 

２）全体で総合定格ＣＯＰが 3.6 倍と大幅な効率改善を達成した。 

（２）冷水蓄熱水槽廃止と閉ループ化により蓄熱ロスと運転電力削減 

１）放熱、蓄熱ロスが約 20％ある冷水蓄熱槽を廃止して閉ループ化し蓄熱ロスを

無くすと共にポンプ揚程を低減した。 

２）また配管口径のサイズＵＰを行い、圧損を低減し適正化を図り、これにより

２次冷水ポンプも不要となり補機（ポンプ）運転電力を削減した。 

（３）ポンプの更新及びインバータ化で運転電力削減 

冷凍機補機は適正流量、適正揚程を考慮しポンプの統廃合とインバータ化を実施

運転電力を削減した。 

１）冷水ポンプインバータ制御 

２)冷却水ポンプインバータ制御 
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  改善前（蓄熱方式)             改善後（閉ループ方式) 

 

４．冷凍機の運用 

（１）課題 

１）冷凍機、補機の運用がオペレーターの手動操作でそのため安定供給優先のた

め過剰運転され、蓄熱ロスが約２０％程度あった。 

２）ターボ冷凍機は、サージング防止のため、冷凍出力２０％以下または冷水流量

４０％以下では安定運転が困難となる。 

 

（２）対策 

１）冷凍機を台数制御 

起動の場合：現在運転中冷凍機の冷水流量の合計が、運転中冷凍機定格流量

合計と起動予定の冷凍機定格流量の和の６０％に達したら起動

予定冷凍機を起動する。 

停止の場合：現在運転中冷凍機の冷水流量の合計が、運転中冷凍機定格流量

合計の５０％になったら冷凍機を停止する。 

       

（３）効果 

１）総合冷凍エネルギーでは改善前から４３％と大幅な改善を達成した。 

２）省エネ効果も 12,291t-CO2/年（314 百万円）と非常に大きな実績を得る事

が出来た。 
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＜事例８＞ 高効率空調設備への更新 

   

吸収式例温水器を空冷ヒートポンプチラー機に更新 

 

１．課題 

（１）吸収式冷温水器２０年経過による性能ダウン。維持管理費用の増大。公害リスク 

 

２．対策と効果 

（１）高効率空冷ヒートポンプチラーに更新 

（将来増設変更容易，設置スペース削減効果，台数制御を自動的に実施 

冷却塔不要） 

 

更新前（ガス吸収式冷温水器）      更新後（空冷ヒートポンプチラー） 

 

削減電力量 

（Mwh/年） 
削減ガス量 

（ｋNm3/年） 

CO2排出 

削減量 

（ton-CO2/年） 

削減原油 

換算量 

（ｋｌ） 

通年 

省エネ効果 

（％） 

投資金額 

（百万円） 

-1,143 2801 254 191 6.6 121 
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＜事例９＞ 空冷式エアコンの効率向上 

   

室外機への散水（水噴霧）装置設置 

 

１．課題（室外機の設置場所） 

当社の場合、工場の南側と屋根の上に室外機が設置してある。このため、周辺の

温度が高くなり夏期の気温上昇に伴い、室外機の冷却能力が低下し消費電力が

増加していると推測。しかし、簡単に室外機の設置場所の変更や新しい省エネの

設備への変更は難しい。 

 

２．対策 

（１）室外機に水を霧状にして噴霧することで、設置環境が悪くても能力を維持

または向上することができないか試した。→23 台 

（２）使用する水も無駄にしないために、周囲温度からマイコンにより噴霧の時間

を調整し、必要最小限の水量を吹き付けることができるようにした。 

  

  

 

３．効果 

（１）噴霧装置を使用した場合の電力量は 1 日で約 62kWh。使用しない場合は

約 75kWh であった。噴霧装置を使用することで約 20％の電力量の削減と

なった。 

（２）直射日光の当たらない場所に設置してある事務所クーラの結果でも約

15％程度の電力削減の結果となった。 
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＜事例１０＞暖房機のエネルギー転換による省エネ 

  

重油炊き暖房機から電気に転換 

 

１．課題 

（１）重油使用暖房機が構内に４５台。暖房設備の９５％を占めている。 

 

２．対策 

   (1)重油炊き暖房機を廃止しＥＨＰに変更した 

（２）初回は重油炊き暖房機３台の更新。今後中期的に更新していく。 

 

比較（ＥＨＰを採用） 

 ＧＨＰ ＥＨＰ 

供給費用 高価 安価 

運転費用 若干 電気が安価 

点検費用 高価 安価 

設備費用 高価 安価 

暖房能力 優れている 劣る 

３．効果 

（１）暖房費用を２，４００千円削減（前年度対比） 
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＜３．照明設備＞ 

(1)適正な照度管理 

照明設備の省エネ対策のポイント 

    職場の状況に合わせて照度を決めましょう！ 

 

JIS Z 9110：2010 照明基準を参考に、職場の状況に合わせて照度を決めます。明

るくすればコストが高くなります。照度の増加と生産性向上と費用のバランスを取る

ことが肝心です。精密作業には補助照明によって高い照度を確保し、通路部分は低

い照度という具合に明るさに変化をつけて照明することが現実的です。 

 

         工場、事務所の照明基準  ＪＩＳ Ｚ9110：2010  2010 年 1月改正 

維持 

照度

lx 

工 場 事務所 

場 所 作  業 場  所 作 業 

1500 設計室、 

製図室 

精密機械、電子部品の製造、印刷工場

などでのきわめて細かい視作業 

・組立ａ、検査ａ、試験ａ、選別ａ 

  

750  繊維工場での選別、検査、印刷工場の

植字、校正、化学工場での分析などの

細かい視作業、 

・組立 b、検査 b、試験 b、選別 b、設計、

製図 

設計室、製図室 

事務室、役員室 

玄関ホール（昼間） 

設計、 

製図 

500  一般の製造工場などでの普通の視作

業、 

・組立ｃ、検査ｃ、試験ｃ、選別ｃ、包装ｃ 

計器盤及び制御盤などの監視 

会議室、集会室、応接室、

診察室、印刷室、電子計

算機室、調理室、集中監

視室、守衛室 

キ ー ボ

ード 

操作、 

計算 

300  倉庫内の事務 受付、食堂、宿直室、化粧

室、エレベータホール 

 

200 制御室、 

作業倉庫、 

電気室、 

空調機械 

便所、洗面所 

粗な視作業で限定された作業 

・包装ｃ、荷造り b,ｃ 

喫茶室、湯沸室、書庫、 

更衣室、便所・洗面所、 

電気・機械室 

 

150 会談 荷積み,、荷降ろし、荷の移動など 階段  

100 倉庫、廊下 

通路出入口 

 倉庫（常時使用 200）、 

休憩室、廊下、エレベータ 

 

50 屋内非常 

階段 

 屋内非常階段  

a)表中のａは、細かいもの、暗色のもの、対比の弱いもの、特に高価のもの、衛星に関係のある場合精度 

の高いことを要求される場合、作業時間の長い場合などを表す。  

b)表中の b は、a)と b)との中間のものを表す。  

c)表中のｃは、粗いもの、明色のもの、頑丈なもの及びさほど高価でないものを表す。 
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（２）ムダの排除 

 

１）昼光の利用 

照明設備の省エネ対策のポイント 

 明るい窓側は昼光を利用して消灯しましょう！ 

 

明るい窓側でも照明をつけていませんか？つい反射的に照明をつけていませんか？ 

一度、窓際での照明が本当に必要か確認してみてください。 

明るい窓側では消灯して昼光を利用しましょう。 

 

２）不要時の消灯 

照明設備の省エネ対策のポイント 

 離席するときや不要時はこまめに消灯しましょう！ 

 

①離席する際はこまめに消灯することを習慣づけるとよいでしょう。 

②在席者の少ない昼休みは消灯します。明るい窓際で食事をするなどの工夫によ

り、照明するエリアを減らすことができます。 

③不要時の消灯を啓発するポスターや消灯責任者の表示などで啓発を図りま 

しょう 

 費用に換算した表示などで省エネの関心を高めるのも一考です。 

④照明器具にプルスイッチを取り付けて、個別に消灯できるようにすることをお奨

めします。 

⑤照明消し忘れ防止のために人感センサーを設けるのも効果があります。 

 

 照明スイッチの点灯範囲を出来る限り細かくしましょう！ 

 

建物によっては、照明スイッチの区分が広く特定エリアだけを消灯できない場合が

あります。残業時間など一部の人たちが残る場合でも、広い範囲で照明をつけなけ

ればなりません。 

そのため、新設や更新の際には、できるだけ、照明スイッチの区分を細く調整できる

ような照明の設置を心がけてください。 

今後、何十年も使い続ける照明です。初期投資はかかりますが、長い目でみれば、

その方がお得です。 

 

 業務に支障が無い場所の照明器具は取り外しましょう！ 

 

業務に支障が無い程度に間引くことがポイントです。ランプを間引きする事例は多

くの事業場で実施されています。 
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３）照明器具の清掃と老朽ランプの交換 

照明設備の省エネ対策のポイント 

   照明器具、ランプを年に１～２回清掃しましょう！ 

   油煙やほこりの発生を少なくするのも省エネにつながります！ 

 

①蛍光ランプ交換 

蛍光灯の寿命はおよそ 12,000 時

間です。点灯時間の経過とともに

明るさが減少する度合いは、一般

に図のとおりといわれています。蛍

光灯の寿命近くになってくると、2 

割近く明るさが減少してしまいま

す。そのため、暗くなってきたら、断

線する前に交換するとよいでしょ

う。1 日に10 時間使用する場合で、

4 年～5 年で交換することになり

ます。ランプの端に交換年月日を記

入しておくと参考になります。 

 

②器具の清掃 

汚れによる明るさの低下の度合  

いを表したものです。一般的な事務

所などでは、１年以上掃除をしな

いと汚れにより 1 割近く明るさが

低下します。そのため、照明器具、

ランプを年に 1～2 回清掃するこ

とをお奨めします。 

 

③水銀灯の反射板（笠） 

油煙やほこりが発生する工場の水銀灯等の反射笠の内面には油煙やほこりが付

着しやすいのでこまめな清掃が必要です。油煙やほこりの発生を少なくすると汚

れも少なくなります。 

汚れの元を断つのも対策です。笠にスリットをつけて油煙などの気流をスリットか

ら上部に抜けさせて汚れの付着を少なくして清掃費を節減する事例もあります。 
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４）効率の良い照明器具への更新転換 

照明設備の省エネ対策のポイント 

  器具には寿命があります。外観に異常が無くてもタイミングを見て 

省エネ器具に更新しましょう！ 

 

省エネルギーに対してこれまで以上に留意することが求められています。省エネ

を図るにはランプ消費効率や器具の効率を向上させる必要があります。古い照明

器具を省エネ性能の高い照明器具に更新していきましょう。 

 

①照明器具の更新の目安 

古い照明器具をどのタイミングで交換すればいいのか判断することは難しいこ

とですが、耐用年数を過ぎていたり、器具の性能限界(寿命)を超えると故障が

増加し修理や交換が必要となります。修繕費用の増加を押さえ経営への影響を

少なくすることを考えると適正なタイミングで省エネ器具などへの更新や導入

を進めましょう。 

 

ⅰ照明器具の法定耐用年数 

１５年 

照明器具が利用に耐えうる期間として税法で決められた年数です。 

減価償却できる期間です。 

 

ⅱ照明器具の寿命   ＪＩＳ Ｃ8105－１ 解説より 

器具の寿命は電気用品取締法では４万時間と規定されています。  

実際は諸条件が影響して３万時間程度と見られ、３万時間を過ぎると故障

期に入るといわれています。 

使用時間や電源電圧、周囲の温度などによって寿命が異なりますが、表１

の適正交換時期を参考に交換時期を検討してください。 

 

表１ 適正交換時期の目安 

使用時間 3,000 時間／年 

（10 時間／日） 

5,000 時間／年 

（17 時間／日） 

8,000 時間／年 

（約 24 時間／日） 

主な用途 事務所・工場 工場（2 交替） 工場（24 時間点灯） 

使

用

条

件 

電圧 定格 105％ 定格 105％ 定格 105％ 

温度

（℃） 

30 

以下 

40 30 

以下 

40 30 

以下 

40 30 

以下 

40 30 

以下 

40 30 

以下 

40 

交換時期(年) 10 5 ７ 3.5 6 3 4 2 3.8 1.9 2.5 1.3 
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５）高効率ランプの採用 

照明設備の省エネ対策のポイント 

    高効率ランプを使用しましょう！ 

 

①Ｈｆ型蛍光灯器具の導入 

Ｈｆ型蛍光灯器具（インバーター蛍光灯）に代表される蛍光灯照明器具の高効率

化は、ラピッドスタート形照明器具に比べ、約３割以上の省エネルギーを実現して

います。 
                         

＜４０ｗ２灯用タイプ＞ 

蛍光灯器具の消費電力の推移 6,000ｌｍを得るた

めの消費電力の推移 

●１５年前の器具と比較して３割以上の省エネ 

 

Hf 蛍光ランプとは 

 インバータ式安定器に適した高周波用蛍光灯。 

始動性や放電不安定を解決し、最も効率の良い

管径で、従来のスタータ形やラピッドスタート形

蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える

ことを実現した蛍光ランプ。 

 

②高効率ＨＩＤランプの導入 （セラミックメタルハライドランプ） 

セラミックメタルハライドランプは水銀灯の約５０％の省エネ、寿命時間は 

約１．５倍。水銀灯用の安定器でも点灯します。（メーカー特性表より） 

水銀灯安定器で点灯するランプ（白色光）の中では最高の高効率を発揮す 

るので水銀ランプからの置き換えが進んでいくことが期待されています。 

 

③ＬＥＤランプの導入 

一般照明用 LED は、照明用途への商品化が急速に拡大しています。白色 LED の

発光効率は蛍光ランプに匹敵するレベルになっています。 

LED には、点滅や調光も比較的容易というソフト面の利点も多く、LED の性能向

上が更に進み、利用効率の改善が加わることによって、照明分野における省エ

ネが加速的に進むことが期待されています。 

 

 

蛍光灯器具消費電力の推移 

年代 
消費電力量

（Ｗ） 

1980 95 

1985 85 

1997 72 

2003 65 

2007 54 

出展：パナソニック 加工 

特性比較表（ほぼ同光束のランプで比較） 

 
セラミック 

メタルハライドランプ 
水銀灯 マルチハロゲン灯 

ランプ電力 １９０ｗ ４００ｗ ３００ｗ 

定格寿命 18,000 時間 12,000 時間 9,000 時間 

ランプ効率 110ｌｍ／W 55ｌｍ／W 71,6ｌｍ／W 

出展：パナソニック 加工 
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６）蛍光管型ＬＥＤランプの現状と課題 

現在、JIS 規格のような標準仕様を定めた規格がなく、明るさ、消費電力、配光など

仕様や性能が各メーカ間で異なる課題があり、そのためにＪＩＳ化が進められていま

す。 

蛍光管型ＬＥＤ照明器具には既存の蛍光灯器具を使用してＬＥＤランプに変更する方

式とＬＥＤ専用安定器とＬＥＤランプを一体にした方式があります。 

現状の製品の課題や製品技術力などを考慮して導入することが肝要です。導入に

際してはメーカーに十分相談の上実施してください。 

 

①蛍光灯器具の蛍光ランプをＬＥＤランプに変更する場合の課題 

 

 課 題 

ＬＥＤランプを装着するタイプ 
想定外のランプの接続や長期間使用した 

器具に装着した場合等の品質・安全・感電 

対策など 

蛍光灯器具の配線を変更し 

ＬＥＤランプに電源を直接 

つなぐタイプ 

配線変更（改造）にともなう品質保証、 

行った後に既存の蛍光灯を誤って接続 

した場合の安全性 

既存の蛍光ランプよりＬＥＤ 

ランプの重量が大きい場合 

ソケットの耐加重性能、振動による落下の 

危険性 

 

②ＬＥＤ専用安定器とＬＥＤランプ一体型 

ＬＥＤ蛍光灯を導入したら、以前より店舗が暗くなったという事例があります。 

人は、現在の蛍光灯の明るさに目が慣れているので特に照度には気をつけま 

しょう。 

ＬＥＤ蛍光灯は半導体なので熱に弱い面があり、周辺の熱は蛍光灯器具以上に

寿命に関係することが考えらます。設置場所を考慮することガ必要です。 

 

７）高効率ランプ導入の際のポイント 

点灯時間の長い照明を優先的に更新していくことがポイントです。省エネ機器を導

入する際の判断基準として、「投資回収年数がどれくらいか」ということを目安にし

ている方が多いかと思います。省エネ機器は通常機器より割高なので、その価格

差を早く回収するためには、点灯時間が長い照明を優先的に替えることです。 

限られた予算で進めていくためには、たまにしか点灯しない場所よりも、交代制の

職場など長時間点灯している場所を優先的に更新することをお勧めします。 
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＜事例１＞ ムダ防止 不要時の消灯  

 (株)Ｆ社 不要天井灯のこまめな消灯 

  

１．ポスターによる啓発活動 

低減額を費用換算し省エネルギーへの関心を

高めるようにしている。当社では工場天井灯１

台では８時間消灯すれば２３円の節約。事務

所天井灯１台では、８時間消灯すれば８円の節

約と表示。 

 

２．天井灯消灯責任者の表示 

工場全域の電灯分電盤個別スイッチの割振り

を見直し、ブロック単位での天井灯消灯責任者

（正、副）を明確にした。 

消灯責任者は現場監督者とし、ブロック内での

点灯、消灯の区分けを、16灯毎に設定し短い時間 

でもこまめに消灯出来るようにした。 

 

 

 

 

＜事例２＞ ムダ防止 照明の間引き プルスイッチ 

 

蛍光灯の間引き（廊下）         水銀灯の間引き 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

プルスイッチの取り付け 
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＜事例３＞ ムダ防止 不要時の消灯 

 

Ｄ社 人感センサーの設置と使用量見える化による消し忘れ防止 

 

１．課題 

蛍光灯にヒモＳＷ（スイッチ）をつけて不要時は消灯することにしていたが、消し

忘れが頻発していました。 

 

２．対策 

（１）人感センサーの設置 

3 分後には切れる「人感センサー」を取り付け消し忘れを防止する改善を行

いました。 

（２）使用量の見える化の表示で動機付け 【 図１ 実機体験 】 

動機付けから習慣づけを植えつけるためにエネルギー使用量の見える化を

実施しました。各設備の使用量をメンバーと一緒に測定し、1分毎の使用料金

を明示しました。 

 

３．対策の効果 

以上の"仕掛け"を行った効果が、数日後に現れてきました。メンバーの中から

「作業を終えても 3 分蛍光灯が付いているのは、もったいないですよ」と、省エ

ネに対する興味の声。狙っていた"動機付け"が出来た証拠です。この意識の高ま

った時に改善をしなきゃいけないとヒモ SW の復活と、自動消灯の併用を実施し

ました 【図 2】 

そして、ヒモ SW が復活し、ヒモ SW を引いて消す"習慣"が職場に浸透してきまし

た。センサータイマーも 30 秒での消灯が実現し"動機付けから習慣へ、そして改

善へ"結びつきました。 

 

  
  

           

図 １ 実機体験 

図 ２ 
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＜事例４＞ ムダ防止 照明器具の清掃  

 

水銀灯にひと工夫 ＜反射板にスリット装着＞ 

 

１．課題 

従来使用していた水銀灯の反射笠では油煙

等が混入した上昇気流を逃がすことができ

ず、反射笠内面に油煙やほこりが付着しや

すかった。 

放っておくと照度が通常の約 30%も低下し

てしまうため、毎月の清掃が必要不可欠で

した。また、毎月の清掃には、月々約 7,000

円程度の管理コストがかかってしまいます。 

 

２．対策 

水銀灯の反射笠にスリットを装着するという

方法があります。スリットを装着することで、下から上がる上昇気流を上へ逃がす

ことが可能となります。従って、油煙やほこり等がセード内に付着しにくくなり、

月々の管理コスト削減に成功しました。 

パナビームと反射板で電力が 1/3になりました。 

 

 

 

＜事例５＞ 効率の良い器具への更新 

 

Ｈｆ型蛍光灯（インバータ蛍光灯）に更新 

 

１．対策前 

水銀灯 400w とラピッド蛍光灯照明の併用。いずれも老朽化が進み明かりにも統

一感がなかった。 

 

２．対策後 

Hf 反射笠付蛍光灯（インバータ蛍光灯）に統一 

工場全体に統一感がうまれ、省エネにもつながった。 

 

 

 

 

 

 

51 



＜事例６＞ 効率の良い器具への更新  

  Ｐ社 工場全域の照明を高効率照明へ変更 

 

１．ＦＬＲ蛍光灯をＨｆ型（インバータ蛍光灯）に更新 

２．水銀灯を高圧ナトリウム灯に更新 

  
 

Ｈｆ型に更新             ナトリウム灯に更新   

 
 
 

＜事例７＞ 効率の良い器具への更新 

 

B 社 水銀灯からセラミックメタルハライドランプへの変更 

  

１．課題 

「1000W の水銀灯を同等の明るさでワット数を減 

らし、電気代を安くできる方法はないのかな？」 

 

２．対策 

水銀灯からセラミックハライドランプへの入れ替え

パナビーム（セラメタH）の360wで行ないました。

セードに反射板を取り付けて明るさを維持しまし

た。 

 

３．効果 

点灯初期段階はもちろん、時間経過（ランプ寿命末期）の色温度のバラツキを 

大幅に削減でき、より均一な照明が可能となりました。 

約 3 年で設備費を回収する事が出来ました。 
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＜事例８＞ 効率の良い器具への更新  

  

パトライト白熱灯を LEDライトに取替え 

 

１．課題 

安全確認や機械の稼働監視に使用されるパト

ライトでは、一般的に白熱灯が使用されていま

す。常に何かの色が点灯しているため、思いの

ほか電力を消費します。 

 

２．対策 

LED ランプへ取替え。LED ランプは白熱灯と比

較して、圧倒的に寿命が長く、照度も明るいと

いうことが特長です。LED ランプを導入すること 

で、毎月電球の交換が必要なくなり、ランニング 

コスト、管理コストの削減に成功しました。 
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＜４．給水・排水設備＞ 

１．給水・排水設備フロー 

給 水 種 類 用 途 排水設備 

    

    

手洗い、飲料、厨房 

トイレ洗浄水 

（生産工程、冷却水） 

トイレ洗浄水 

生産工程、冷却水（直接） 

冷却水（間接） 

○ＰE 

滋賀県企業庁南部工業用水道 

同 上 同 上 

給水・排水設備の省エネ対策 

漏水防止 

給水装置効率ＵＰ 

使用水量の削減 

節水活動（垂流し・ムダ

等） 

廃水処理装置効率ＵＰ 

２．節水活動 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

使用水量の削減や漏水防止などの節水活動は、上下水道料金の節減 

だけではなく給水排水処理設備の電力量等の節減の基本 

（１）まず節水の意識を持つことが重要です。 

節水キャンペーンからはじめてみましょう! 

例えば上水道ならば 1ｍ３節減すると上水道料金だけでなく下水道料金を加えた 

400 円程度節減できることになります。コスト意識を持つことが大変重要です。 

まず節水キャンペーンからはじめてみましょう。    啓発活動の事例 

排水処理 

下水道 

放流上水道 

地下水 

工業用水 

公共用水域 

○Ｍ

給水装置

○Ｐ  

○Ｐ ○Ｐ  

○Ｐ  
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（２）節水キャンペーンと共に使用水量削減に取り組みましょう! 

１）配管からの漏水や垂れ流しなどのムダが無いか調査しましょう。 

４．上水道の漏洩チェック参照 

２）手洗い等はそれぞれのバルブ類を調整して使用する水量を減らしましょう。 

手洗い、トイレ洗浄水、厨房など 

３）バルブ調整以上の効果をあげるためには、節水効率の良い器具に更新しま

しょう。 

節水器具など効率の良い機器の導入で一層の節水を実施しましょう。 

４）製造工程で使用する部品洗浄水、冷却水などの水量は品質や機器に問題が

ない範囲で最小にする努力をしましょう。 

３．上水道の節約 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

上水道を節約すると上水道だけでなく下水道料金の節減にもなります。 

下水道料金は上水道の使用量がすべて下水道に流れたものとみなして料金を請求し

ています。 

そこで、上水道１㎥を節減すると、例えば草津市の企業ならば上水道料金 150～185 円

の節減だけではなく下水道料金を含めた 359～442 円の節減となります。  

配管からの漏水を発見したり、手洗い、飲料水、厨房、トイレ洗浄水などの節減を実施し

ましょう。 

各市の上下水道料金表（基本料金は別途） 

1 ヶ月 100ｍ３以上使用している工場での上下水道使用料金の目安 

各市 上水道使用料金 

（円／ｍ３） 

下水道使用料金 

（円／ｍ３） 

上下水道使用料金 

合計（円／ｍ３） 

草津市 150～185 209～257 359～442 

守山市 168～241 188～242 356～483 

栗東市 144～202 150～160 294～362 

野洲市 175～235 145～165 320～400 

甲賀市 170～200 240 410～440 

湖南市 180～200 207～300 387～500 

料金は目安ですので各市で確認願います。 
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４．上水道の漏水チェック 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

  量水器をチェックして、漏水の有無を確認しましょう！ 

夜間や休日など工場が操業していないときなどに水道メーターのパイロット部

分が動いていないか確認をして見ま

しょう。 

もしメーターが動いていればどこか

の場所で漏水や垂れ流しをしている

恐れがあります。 

 

 

１）動いていた場合の漏水調査＞ 

 末端の使用先で漏れや垂れ流しが無いか調査しましょう。 

①屋内：手洗い、大便器、小便器、ウオータークーラー、上水道使用の生産 

装置など 

②屋外：屋外散水栓、洗車、手洗い、水槽への補給水、防火用水槽、ＣＴ補給水 

など防火用水槽のボールタップが故障し垂れ流しになっていた事例もあり 

ます。 

  ③ＣＴ（クーリングタワー）の補給水がボールタップの故障で垂れ流しの事例 

ⅰ末端の使用先で漏洩や垂れ流しが無かった場合は 

  埋設配管に漏洩がないか調査しましょう。 

末端水道水栓の全てを閉めメーターが動いているか確認しましょう。もしメー

ターが動いていればメーターから末端までの間の配管で漏れている恐れがあ

ります。 

  調査方法については Ｐ５８の事例１を参照してください。 

 

ⅱ水道メータの管理 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

  日常・定期的にメーターを検針しましょう。   

使用量の把握は漏水、ムダ、節水方法を発見する手段です！ 

 1 日当たり何ｍ３使用しているか把握していますか？  

市の水道料の検針・請求は 2 ヶ月ごとなので自社で検針していない事業所では

使用量を意識しない傾向がみられます。 

日常の使用量を知っておかないと日々の変化を発見することができません。 

漏水や垂れ流しなどのムダは日々の使用量の把握の中でも発見することがで

きます。 
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２）上水道・地下水給水装置の省エネ 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

  ①まず工程などの使用水量を減らしましょう。 

  ②給水装置の効率化を図りましょう。 

  

給水装置における電力量削減の一番の取り組みは、各工程で使用する給水量を

減らすことです。給水量が減ればポンプなどの電力量の削減が図れます。 

一方で節水効果が上がり給水量が減少すると、設計当初に比較して給水能力が

過大となる場合が起こりそこにムダが現れてくる場合があります。 

給水能力の過大への対応として、 

ポンプの台数制御、ポンプの統合、ポンプのインバータ化、効率の

悪いポンプの停止、井戸の停止など給水効率を高める取り組みを

しましょう。 

 

 

３）排水処理設備の省エネ 

給水・排水設備の省エネ対策のポイント 

  ①まず処理水量を減らしましょう。 

  ②処理装置の効率化を図りましょう。 

２）の給水装置の省エネと同じで、水量を減少させることが、ポンプやブロワーな

どの電力量や汚泥の発生量の節減につながりトータルのコストの低減につながり

ます。 

次に、処理装置のシステムの変更や個々の装置の効率化を目指し、電力量などの

節減を図りましょう。 

ポンプ、ブロワー、攪拌機など 
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＜事例１＞  上水道の漏洩調査 

   

１．漏水の有無の調査 

 夜間や休日など工場が操業していないときに水道 

メーターのパイロット部分が動いていないか確認を 

してみましょう。 

もしメーターが動いていればどこかの場所で漏水や 

ムダに水を垂れ流しにしている恐れがあります。 

調査をして漏水場所等の処置をしましょう。 

 

２．漏水場所の調査 

 ＜メーターが動いている場合＞ 

（１）末端の使用先で漏れや垂れ流しが無いか調査しましょう。 

 ①屋内：手洗い、大便器、小便器、ウオータークーラー、上水道使用の生産装置など 

 ②屋外：屋外散水栓、洗車、手洗い、水槽への補給水、防火用水槽など防火用水槽

のボールタップが故障して垂れ流しになっていたという事例もあります。 

 

（２）埋設配管に漏洩がないか調査しましょう。 

末端の使用先で漏洩や垂れ流しが無かった場合は埋設配管からの漏洩の恐れ

があります。末端水道水栓の全てを閉めメーターが動いているか確認しましょう。

もしメーターが動いていればメーターから末端までの配管に漏れの恐れがあり

ます。 

  

１）埋設配管の漏洩調査方法 

①水が浸み出している、水溜りがあるそのような場所を探しましょう。 

仮に水溜まりがあるといった場合はその水を採取して「残留塩素」測

定してみれば水道水か雨水の溜まりかが分かります。 

②埋設管路が確実に分かっている場合は 

管路に沿って１メートルおきにドリルで穴を明けて先のとがった鉄の棒

などを埋設管の深さ（通常 1.2～1.5m 程度）まで押し込んで抜いてみ

る。漏水があれば、鉄の棒がぐっしょりと濡れていたり、また明けた穴

から水が浸みだしてくることがあります。 

③音聴調査 

音を聞いて探すのは難しいですが、水道蛇口に耳を当てたり、ねじ回

しなど硬い棒を水道管に押し当てて音を聞くと水の流れている音が

聞こえる場合があります。 
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④対策 

漏れている場所が特定された場合でも、30 年を超すような老朽管の

場合は、漏水箇所を修理する意味がない場合もあります。修理しても

またすぐ他の箇所から漏れてくるのは目に見えているからです。そん

な管はいっそすべて敷設替えをするのが賢明です。 

 

＜事例２＞ 節水器具 

 

１．節水コマの使用 

節水コマは、コマ内臓タイプの蛇口に取り付けるだけで、流し洗いするようなと

ころでは、１分間に最大約６リットル節約できます。 

「節水コマのしくみ」 

 

 

ハンドルの開度 節水コマ 普通コマ 

90 度 ６リットル／分 12リットル／分 

全開 21リットル／分 21リットル／分 

 

（13mm 胴長水栓で水圧0.1MPa（メガパスカル）のとき） 

節水コマは、コマの下の部分が普通コマより大きくなっている 

節水コマ 節水コマ 普通コマ 

※シングルレバー式

の蛇口には使用

できません 
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＜事例３＞  水源設備の省エネ 

  地下水を汲み上げ工場全体に供給している水源設備の省エネルギー 

  

  

１．課題 

過去に節水キャンペーンを展開し節水の呼び掛けを行ってきたことでポンプの

負荷が減少し省エネもできたが、低負荷運転時のポンプは効率が悪くなるため

節水量に見合った省エネができていなかった。 

 

２．対策 

思い切ってポンプの停止・間欠運転や系統変更を行うなど、

柔軟な運用変更を行って推進する事を決めた。 

工場内への節水の呼びかけ、各ポンプの送水原単位の調査、

送水配管の再編、ポンプ停止、吐出弁絞りロス削減による効

率向上、ポンプ小型化等の省エネ施策を実施した。 

 

節水キャンペーン 

３．効 果 

（1）節水施策により、年間 600 万トンの節水と 1920MWh の電力を削減出来た。 

（2）送水原単位17%向上、年間540MWhの電力を削減(工場電力の0.7%相当) 

（３）設備投資費回収 0.25 年 ・・ 金をかけずに大きな効果を得る事が出来た。 

 

４．本活動の特徴 

（１）オペレーターの意識を変え、簡欠運転や系統切り替えによる統合など、柔軟な

運用と設備の変更にチャレンジした。 

（２）水源や機器毎の「原単位」を定量的に把握して水源全体の最適化を模索した。 

（３）節水施策を行なった事で社内の節水意識が向上した。 
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＜事例４＞  水源設備の省エネ 

    水源ポンプのインバータ化 

 

１．課題 

（１）水源ポンプ １１ｋｗ×2 台 

（２）ポンプ1台では能力が不足し工場の末端水圧が低下し生産に支障が出るので、

ムダだが 2 台のポンプを連続運転していた。 

（３）工場の生産工程で節水しても水源設備の電力量削減には結びつかないでいた。 

 

２．対策 

 （１）11ｋｗ×2 台 ⇒ 3.7ｋｗ×3 台に更新し 

 （２）圧力、流量の実負荷に対応するようインバータモーター回転数制御に変更した。 

 

＜対策前＞    11ｋｗ×2 台 

    □Ｍ○Ｐ     

    □Ｍ○Ｐ     

 

＜対策後＞ 

     3.7ｋｗ×3 台  

     ＦＳ：流量センサー  ＰＳ：圧力センサー 

     インバータ制御コントローラ  

 

     インバータ制御コントローラ 

         □Ｍ○Ｐ   ＦＳ        ＰＳ      

         □Ｍ○Ｐ   ＦＳ 

         □Ｍ○Ｐ   ＦＳ 

 

３．効果 

投資金額：1280 千円 削減効果：260 千円／年 
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＜事例５＞ 排水処理設備 

 排水槽のバブリング攪拌停止による省エネ 

 

 

１．課題 

排水処理を実施するに当たり、廃水水質の均一化および汚泥堆積による弊害を

防止するため，排水貯槽とｐＨ酸化調整槽へはコンプレッサを用いてエアバブリ

ング攪拌を実施している。設備導入以来、そうしなければならないものと惰性で

実施してきた。 

コンプレッサーの運転は 24 時間実施しており、多量の電力を消費している。 

 

２．対策 

排水処理装置を停止しているときは、コンプレッサによるエアバブリング攪拌を

停止しても良いのではとの発想の元に実施した。 

24 時間運転から処理装置運転 1 時間前から運転開始し、処理装置停止中はバブ

リングを停止することにした。 

 

３．実証実験と結果  

バブリング攪拌停止実証試験を前に、他貯槽で実サンプルを用いて２ヶ月程度

バブリング攪拌を停止させる仮試験を夏季と冬季に実施した。仮試験結果から

処理水の水質悪化がないことが分かった。 

15 時間程度バブリング攪拌を停止しても問題となる汚泥の沈降はなく汚泥堆

積による弊害は確認されなかった。 

また、排水処理装置起動 1 時間前にバブリング攪拌を行うことで、仮試験同様

処理水質の悪化はなく良好に処理が可能であることが確認された。 

 

４．対策後の効果 

１）コンプレッサー運転時間（年）：変更前８７６０ｈ ⇒ 変更後３６５０ｈ 

２）削減電力量      （年）：169 千ｋｗｈ 
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＜事例６＞  廃水処理設備の省エネ 

 バッ気ブロワー運転台数の削減による省エネ 

 

 
１．課題 

流動活性汚泥装置（バッ気槽） 

45kW×2 台と 30kW×2 台のバッ気ブロワを 24 時間常時稼動している 

電力使用量：80 万 kWh／年 

  

２．対策 

（１）バッ気ブロワ 30kW と 40kw のそれぞれ各 1 台を停止させた 

１）そのために排水量を減少させた。処理できる活性汚泥負荷にするために

排水の流入量を計画時の 1300m3/日から 900m3/日以下に減少させた 

２）排水量の多いときは予備槽に排水を導き、少ないときに処理を実施する

方式にした。 

３）バッ気ブロア 30kW1 台を 6 時間ごと 1 分運転のシステムに改善した。 

(設定変更可能)。 

①排水負荷が高くなりバッ気槽内 DＯ値が 2.5 を下回った時は運転

時間を増加。 

②バッ気槽内のDＯ値が5を上回った時には、間欠停止時間を長くで

きるシステムに変更させた。 

４）バッ気ブロア 45kW は 1 台を常時運転にした。残り 1 台は停止した。 

（２）排泥ポンプは4台運転から2台運転のインバーター制御にし、配管圧力損失

を加味して SV 値に応じた高速、中速、低速運転の間欠運転ができるように

システムの変更を実施した。 

(運転停止時間設定可) 

（３）原水ポンプは 2 台運転でバッキ槽 4 基に供給していたが、原水ポンプの 2

系統の配管に圧力計を取り付け圧力バランスを取り原水ポンプ 1 台でバッ

キ槽 4 室に供給するように変更を実施した。 

（４）栄養剤注入ポンプ 2 台についても圧力バランスを取り栄養剤注入ポンプ 1

台でバッ気槽 4 室に供給するように変更を実施した。 
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＜５．ポンプ・ファン＞ 

 

(1)ポンプ運転上の問題点と対策 

ポンプの省エネ対策のポイント 

過大なポンプ能力（流量・楊程）となっていませんか ! 

 

１）問題点 

ポンプ選定時には、配管抵抗の増加、将来の水量増などを見越し流量及び揚

程に余裕をもたせている場合が多いのが実状です。 

その後、節水などで水量を減少させても、当初仕様の過大なポンプのまま吐

出バルブを絞って流量調整するなどしているのを多く見受けます。 

 

２）対策方法 特性も考慮して対策を講じましょう。 

①インバータの使用によりポンプ回転速度を制御して最適性能曲線に調

整する。 

 ②小型ポンプの台数調整運転による最高効率部での運転を行う  

 ③現状ポンプの羽根車を外径加工してポンプ性能を適正化する など 

 

３）特性 ポンプの理論的特性は 

①流量は回転数に比例します。 

②揚程は回転数の２乗に比例します。 

③軸動力(消費電力)は回転数の３乗に比例します。 

Ｑ∝Ｎ Ｈ∝Ｎ２ Ｐ∝Ｎ３ の比例則にて計算 

    （Ｑ：流量 Ｈ：全揚程 Ｐ：動力 Ｎ：回転数） 

 

（２）省エネ対策 

１）インバータ式回転数制御の採用 

ポンプの省エネ対策のポイント 

ポンプの吐出流量が過大な場合や出口バルブで流量を絞っている場合は 

回転数制御を導入しましょう ! 

  

流量を 20％下げるために、インバータ制御で回転数を 20％下げたとすれば、吐

出圧は回転数の 2 乗に比例するから 64％になり、動力は 3 乗に比例して 51％

となり殆ど半減します。他の対策と比較して確実に省エネをはかれる方法です。 
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回転数制御の導入効果はファンについても同様です 

 

（インバータ式回転数制御による効果試算例） 

対象機器：空調用冷温水ポンプ １１ｋｗと１５ｋｗ 

     負荷率８０％ モーター効率８８％ 

運転時間：１０時間／日×２０日／月×6.5 ヶ月＝1300 時間／年 

       ※電力単価：18 円とした 

 

冷温水量は空調用冷温水ポンプの出口のバルブを絞ることによって調節し

ていましたが、エネルギー損失が大きいので、ポンプをインバータ式回転数

制御に変更しました。 

 

 回転数を平均 20％下げたとすれば、動力は回転数の３乗に比例するので、 

  節減電力量＝（11ｋｗ＋15ｋｗ）×0,8÷0.88×（1－0.8３）×1300ｈ 

        ＝14.995ｋｗｈ／年 

  節減金額 ＝14,995ｋｗｈ／年×18 円／Ｋｗｈ÷1,000＝270 千円／年 

 

制御装置の投資額を 1.300千円として、5年余りで回収できることになりま

す。投資額等は概算ですから、投資費用、回収年数等は実施に当たり詳細検

討してください。 

 

 

 ２）ポンプの台数調整運転 

ポンプの省エネ対策のポイント 

必要以上に大容量ポンプを採用するのではなく、 

小容量のポンプで台数調整運転による効率化を目指しましょう ! 

  

 

 ３）ポンプインペラーの外径切削 

ポンプの省エネ対策のポイント 

最大負荷時でもポンプ容量が過大な場合は 

インペラー（羽根車）の外径を切削加工してポンプ性能を縮小させる ! 
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＜事例１＞  水源ポンプのインバータ化 

 

 

１．課題 

（１）水源ポンプ １１ｋｗ×2 台 

（２）ポンプ 1 台では能力が不足し工場の末端水圧が低下し生産に支障が出るの

で、ムダだが 2 台のポンプを連続運転していた。 

（３）工場の生産工程で節水しても水源設備の電力量削減には結びつかないで

いた。 

２．対策 

（１）1ｋｗ×2 台 ⇒ 3.7ｋｗ×3 台に更新し 

（２）圧力、流量の実負荷に対応するようインバータモーター回転数制御に変更し

た。 

 

＜対策前＞    11ｋｗ×2 台 

  □Ｍ○Ｐ   

  □Ｍ○Ｐ   

 

＜対策後＞ 

3.7ｋｗ×3 台  

ＦＳ：流量センサー  ＰＳ：圧力センサー 

インバータ制御コントローラ  

 

      インバータ制御コントローラ 

          □Ｍ○Ｐ   ＦＳ        ＰＳ      

          □Ｍ○Ｐ   ＦＳ 

          □Ｍ○Ｐ   ＦＳ 

３．効果 

投資金額：1280 千円 削減効果：260 千円／年 
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＜６．エアー＞ 

 

１．吐出圧力の適正化 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

コンプレッサーの吐出圧力を 0.1MPa （1ｋｇ／ｃｍ２）下げると、 

およそ 10%の省エネになります ! 

使用現場（末端）圧力を保障するため供給側の圧力を必要以上に高めに設定してい

るのが多くみられます。 

吐出圧を0.7ＭＰａから0.6ＭＰａに0.1ＭＰａ下げると、１０％程度の消費動力の低減と

なります。 

使用現場までの圧力損失を考慮したうえで、出来るだけ低い吐出圧力に設定する

ことでムダを防止しましょう。 

 

     コンプレッサーの吐出圧力と消費動力(理論動力) 

     出展:省エネルギー技術ハンドブック(工場編) 平成 17 年版(財)省エネルギーセンター 

 

 

２．圧力損失（降下）の低減方法 

１）適正な配管太さ、最短距離 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

エアー配管を適正なサイズにし、 

エアー使用現場まで最短距離で配管しましょう! 

  エアー配管の圧力損失を少なくするため、配管はエアー流量とエアー使用現場ま

での距離に応じて、適当なサイズの配管を選ぶ必要があります。 
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理想的なエアー配管サイズ 

配管サイズ(A) 25 ５０ 80 100 150 200 

適正流量 

Ｎｍ３/分 

1.5 7.0 20 30 80 140 

△Ｐ/10ｍ 0.021 0.014 0.013 0.007 0.006 0.005 

最大流量 

Ｎｍ３/分 

5.2 15.4 31,4 53.5 100 173 

△Ｐ/10ｍ 0,214 0.064 0.029 0.021 0.010 0.007 

概略のコンプレッ

サー出力 ※ 

11ｋｗ 

相当 

37ｋｗ 

相当 

100ｋｗ 

相当 

   

 △Ｐは圧力降下（ｋｇ／ｃｍ２） ※（吐出圧力 0.7ＭＰａ、毎分流量 6ｍ３として） 

 

２）圧力損失（降下）の低減方法  配管のループ化 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

圧力降下が大きいときは幹線配管の末端を連結してループ化しましょう! 

 圧力降下が大きいときは、幹線配管の末端を連結してループ化すると圧力降下が

低減できます。         

               

３）瞬間的な圧力降下の防止 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

瞬間的な圧力降下があるときは、レシーバタンクをエアー使用現場に設置し

たり、供給側のタンクを大きくして、圧力変動を小さくしましょう 

  

工場の作業内容によっては、エアーを瞬間的に大量に使用するために圧力降下が

大きくなる場合があり、供給側のコンプレッサーの吐出圧力を高く設定している場

合があります。吐出圧力を高く設定するとコンプレッサーの消費電力が大きくなり

ます。 

対策としてはエレシーバータンクを設置して、瞬間的なエアー消費を吸収し、圧力

変動を小さくします。この対策によって、コンプレッサーの吐出圧力を下げること

が可能になり、コンプレッサーの消費動力が低減します。 

図 １ 
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３．ムダの削減 エアー漏れ防止 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

多くの工場で１０－３０％近くのエアーが漏れているともいわれています。 

エアー漏れを徹底防止しましょう。 

 

 配管やバルブなどからのエアー漏れは 10％以下であれば良い方で、中には 30％

近く無駄にもらしている場合もあるといわれています。 

 エアー漏れ点検は、エアー漏れ音を聞く、配管接続部に手を近づけて漏れを確認す

る、洗剤液で調べるなどの方法があります。 

 音による漏れ発見は、工場休止時にコンプレッサーだけを運転して、漏れを調べる

方法もあります。漏れている箇所についてはその部分に赤札をつけて見える化を

図り、継続的に対策を講じている工場もあります。 

 エアー使用量の削減のための第一歩として、漏れの防止を徹底することが必要で

す。 

 

１）ムダの削減 未使用配管の処置 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

使用していない配管は撤去するか、バルブで閉止をしましょう。 

 

使用していない配管にエアーを充満させておくのはムダです。また不使用の

配管からのエアー漏れを防ぐためにも、使用していない配管は撤去するか、バ

ルブで締め切りましょう。 

 

４．コンプレッサーの効率運転 

１）吸い込み温度を下げる フィルター掃除 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

コンプレッサーへの吸い込み空気温度を下げましょう。 

コンプレッサーを設置している室内温度は低い環境にしましょう！ 

 

温度の高い空気は膨張していて体積が大きく、圧縮動力も大きくなります。 

吸い込み空気温度が高くなるほど圧縮するための消費動力が増加します。 

吸い込み空気は、屋外から採るか、屋内からならモーターの排気空気やボイラーな

どの高温になる影響を受けないようにしましょう。 

そのほかにフィルターが詰まると吸い込み圧力（負圧）が増して消費動力が増加し

ますので、こまめな掃除が大事です。 
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        コンプレッサーの吸い込み温度、圧力と消費電力 

          出展：(財)省エネルギーセンター技術資料より  

 

 

５．生産工程 吹き付けノズルの適正化 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

吹き付けのノズルを出来るだけ細くしましょう! 

  

過大な口径のエアーノズルを使用していないか、作業に適切な形状のノズルを

使用しているか点検し、過剰にエアーを使用しないように改善しましょう。   

 

  

(ノズルを変更した場合の省エネ効果試算) 

 

吐出空気圧が 0.6ＭＰａ（6kg/c ㎡）20℃のとき 

①1mmφのノズルからのエアー吹出し量は凡そ 60L/分（0.4kW 相当）。 

②2mmφのノズルからの噴出し量は 250L/分（1.5kW 相当）で 1mmφの 4 倍 

となります。 

③3mmφでは 600L/分（3.7kW 相当）で 1mmφの 10 倍にもなります。 

 

◆3mmφのノズルを 2mmφに変更した場合 

（使用時間を 8 時間/日、250 日/年、電力単価を 15 円/kWh とすれば、） 

節減電力量＝（3.7kW－1.5kW）×8 時間/日×250 日/年＝4,400kWh/年 

節減金額 ＝4,400kWh/年×15 円/kWh＝66,000 円/年 
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６．供給設備（コンプレッサー）の効率ＵＰ 

省エネのステップは 

（１）工場全体で使用量を節減 

１．～３．で紹介したエアー漏れ防止などエネルギー管理の徹底により工場全

体のエアーの使用量を減らす。 

（２）供給設備（コンプレッサー）での節減 

その上で、供給設備（コンプレッサー）の運転改善や高効率設備の導入などを

実施して、供給設備でのエネルギー消費量の低減に取り組みエネルギー使用

効率を高めましょう。 

 

 １）運転改善 適正台数運転・自動台数制御運転 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

コンプレッサーの適正台数運転、自動台数制御運転などで 

エネルギー使用効率を高める運転をめざしましょう。 

 

末端圧力の変動を防止するために余分にコンプレッサーを運転するとデマンド

を押し上げ余分の電力を消費することになります。１．～３．の取り組みで使用

量や圧力の変動を防止し、適正台数の運転にしたり、自動台数制御運転に改善

して、コンプレッサー運転のロスを低減しましょう。 

対策方法は Ｐ７２ <事例１>， P７４ <事例２>などを参照してください 

 

２）高効率コンプレッサーへ更新 

エアー設備の省エネ対策のポイント 

 老朽化に伴う更新や設備増強の機会があれば 

省エネ効果の高いコンプレッサーを導入しましょう！ 

 

老朽化したコンプレッサーは効率が悪化しまたメンテナンス費用も増大します。 

最近のコンプレッサーの性能は大幅に改善されていますので、中長期的に計画

を立てて設備更新を実施しましょう。その際は省エネ効果の高いコンプレッサ

ーを導入しましょう。なお、多額の投資を伴いますので改善効果、コスト低減効

果など多面的な検討をして実施してください。 

 

参考 旧機種と最新機種との比較（Ａ社更新時検討資料から） 

     比較対象機器：スクリューコンプレッサー  

電力容量 

ｋｗ 

能力 （ｍ３／min） 
ＵＰ率 

旧機種（90 年代） 最新機種 

３７ｋｗ ４．４ｍ３／min ５．４ｍ３／min ２３％ 

４５ｋｗ ５．２ｍ３／min ６．９ｍ３／min ３２％ 
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<事例１> コンプレッサーの運転台数削減（最大電力とムダの抑制）  

  エアー漏れ撲滅⇒圧力降下対策⇒運転台数削減 

      

 

１．現状設備 

        
 （１）３７ｋｗ×２台はベース機として連続運転 

 （２）５５ｋｗは調整用として運転 

 

２．課題 

（１）空気使用量からすれば５５ｋｗの単独運転で供給可能のはずだが、５５ｋｗの単独

運転では末端圧力が下がってしまう時間帯があり３７ｋｗ×２台と５５ｋｗを運転

してきた。最大電力とムダの抑制のため今回５５ｋｗ単独運転を目指した。 

  

３．対策 

５５ｋｗコンプレッサーの単独運転実現のために空気使用量の変動を小さくする 

対策に取り組む。 

 ステップ 1：まず、無駄な工場内のエアー漏れを撲滅し空気使用量を減らす。 

 ステップ 2：圧力変動に対応するためエアータンク容量を見直す。また根本的にエア

ー系統を見直す 

ステップ３：空気使用量の変動を少なくした後に３７ｋｗ停止、55ｋｗ単独運転に切り

替える  

 

対策１ エアー漏れゼロ対策プロジェクト 

1)エアー漏れ防止 取組み体制 

空気使用量の変動を小さくするため、全社一丸となって「エアー漏れ 

ゼロ対策プロジェクト」を発足させた。その体制は、 

①エアー漏れ箇所調査や漏れ空気量を測定する調査チーム 

②場エリア毎に漏れ箇所を修理する改善チーム 

③効果を実証する実証チームを構成。社員全員で取り組む体制とした。 
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２）エアー漏れ撲滅活動 

 エアー漏れ箇所を発見するため、発泡検査をエアー配管接続部を中心

に実施。発見すれば赤札を貼り付けた。

その結果、可動部からの漏れと経年劣化

によるシール不良が大半を占めた。 

次に、エアー漏れ量を算出するため、

55kW コンプレッサーを工場の休日に、単

独運転させ電力量を計測した。生産設備

は停止しているので「ロード電力量=消

費電力量-アンロード電力量」の計算式になり、コンプレッサー性能曲線

からエアー漏れ量を推測すると、4.3m3/min の漏れ量、ロスコストは 560

千円/年であることがわかった。 

 

対策２ エアータンク見直し エアー系統の見直し 

現行のエアータンク容量は400Lと小さく、とても工場全体の空気使用量の変動

を吸収できるものではなかった。今回新たに 2ｍ３のエアータンクを増設するこ

とにした。 

       

また、冬場はエアー内の水分量が多くなるため、エアー精密測定器の「チョコ

停」が発生していた。この水分除去を行うために、吐出されたエアーを内蔵ドラ

イヤ、冷凍式ドライヤと経由させ2回除湿したのち工場側へ供給する配管系統に

変更した。 

しかし、除湿力は増加しているのに、工場末端のエアー

精密測定器の「チョコ停」撲滅には至らなかった。原因は

送られた空気が外気で冷却されて結露したと考えられ

た。そこで、各エアー精密測定器近傍にドレン装置を取り

付けた。大気圧露点温度で 3℃良化し 24%除湿効果が

向上し「チョコ停」を完全に撲滅できた。 

空気使用量の変動の低減とエアー系統の見直しで工場末端圧力の最小値が

0.5MPa を確保でき、エアーコンプレッサー吐出圧力を 0.58MPa から 0.55MPa

にまで低下できた。 

以上の取組みにより、55kW コンプレッサーの単独運転を実現させた。 
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４．効果 

エネルギーの削減 削減率34.2%、削減電力量45.8MWh/年を達成することできた。 

（１）投資費用  ： エアータンク増設、配管変更、ドレン処理装置 1,000 千円 

（２）削減効果金額： 812 千円  投資回収年数は 1.2 年 

 

 

<事例２> 送気圧力低減、運転方法・制御方法の見直し 

 

１．現状 

 コンプレッサー設備は 6 台（アンローダ機×2 台，インバータ機×4 台） 

 送気圧力平均は 0.61[MPa]、エアー使用量が増加傾向にあり 6 台運転となっている。 

 

  

 

 

２．課題 

（１）送気圧力は平均で 0.61MPa、少しでも下げることが出来れば省エネが可能。 

（２）エアー圧力が高くなれば、アンローダ機コンプレッサーはパージ運転になり、現

状のパージ運転時間は 349[h/日]になる。このパージ運転をなくせば省エネに

つながる。 

３．対策 

（１）送気圧力の低減 

１）エアー圧力の変動に対応できるように 2m3エアータンクを増設 

２）圧力損失低減及びタンク役目のため、大元のエアー配管を 

100A→150A に変更 

３）末端でエアー圧力が不足しないよう 65A(約 100m)の配管を増設、ループ配

管にした 
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（２）制御変更 

１）インバータ機コンプレッサーの PID 設定値を変更し、エアー量調節はインバータ

機で行い、アンローダ機は常に 100%出力運転になるようにした(パージ運転の

廃止) 

 

（３）運転方法の見直し 

１）インバータ機 75kW 導入して、夜勤インバータ機 2台運転の実施に変更 

75 



<事例３>  インバータ制御コンプレッサーへ更新 

 

１．課題と対策 

原動室には５台のコンプレッサーがあり、そのうちの３台は 1990 年代前半の製造

機種のため、能力表よりも能力が低下している事や最新機種に比べ容量の割に能

力が劣っている事が分かった。 

今回設備の老朽化に伴い各職場に設置されていたエアーコンプレッサーの集約を

行い、インバータ制御のコンプレッサーを設置することで、コンプレッサーの無負荷

運転時間を減らし効率運転を行った。 

 

２．現状設備 

原動室コンプレッサー 型式 容量 能力 

1 号コンプレッサー スクリュ－型 37 kW 4.4m3/min 

2 号コンプレッサー スクリュー型 45 kW 5.2m3/min 

3 号コンプレッサー スクリュー型 45 kW 5.4m3/min 

4 号コンプレッサー ターボ圧縮型 75 kW 11.3m3/min 

5 号コンプレッサー ターボ圧縮型 75 kW 12.9m3/min 

 １号、２号、３号機は１９９０年代前半製 

 

１）比較 

現状のコンプレッサー  最新機種（参考） 

容量 能力 容量 能力 

37 kW 4.4m3/min 37 kW ５.4m3/min 

45 kW 5.2m3/min 45 kW 6.9m3/min 

45 kW 5.4m3/min 65 kW 10.4m3/min 

  75ｋｗ 12.0m3/min 

最近の機種は従来機より約 20-30％の能力向上 

 

３．対策の内容 

1 号、2 号、3 号の古いエアーコンプレッサーを撤去して、７５ｋｗのエアーコンプレッサーを

2 台に置き換えた。 
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<事例４> スクリューコンプレッサーへの更新 

コンプレッサー台数制御システム導入 

 

１．現状 

   

２．課題 

（１）現コンプレッサーは海外製品で老朽化が激しく部分部品交換でも主要部品にな

ると相当な費用負担となり更新も視野に入れた検討が必要である。 

（２）15 年前のターボコンプレッサー制御は負荷・無負荷運転機能も付いていないた

め、省エネ運転には限界がある。 

 

３．対策 

（1）スクリューコンプレッサーに更新（２台） 

（2）スクリューコンプレッサー台数制御システムの導入 

 当社が採用しているターボ型の特徴は、kWh あたりの吐出量が圧縮機器の中で

最も大きい機種である。反面、使用量が少ない時には造ったエアーを捨ててしまう

短所がある(放風:電力ロス) 

この短所の部分を補う為スクリュー圧縮型のコンプレッサーを導入した。エアーが不

要になればコンプレッサーは自動的にアンロードする台数制御システムとした。 

  スクリューコンプレッサー×２台 

    性能 48ｍ３/ｍｉｎ  

 

※インバーター制御コンプレッサーの検討 

今回インバーター方式のコンプレッサー

についても検討した。 

当社は電源供給を高圧(6,600V)を直に送っており、高圧電源に対応したインバー

ターコンプレッサーは無く、変電設備(400V 変圧器)を造らなければならないため

インバータータイプのコンプレッサーの導入は見送った。 
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<事例５> 消費サイドでのエアー量節減 

 

１．現状 

 吹き付けブースが計８基ある。 

エアー(0.5MPa)を水切りやエアーカーテンの役目で使用しており、連続的に吹い

ている。水切り用に 11.3[m3/分]、エアーカーテン用に 15.9[m3/分]と多量のエア

ーを使用している。 

２．課題 

（１）ブースはエアー機器(フィルター・レギュレータ等)がブース内に設置しているた

め、機器に釉薬が付着して、エアー機器が故障してエアーが漏れる。 

（２）異物不良防止のためエアー機器が多くなっており、エアー漏れの原因となる。 

 （流量センサを設置し、エアー漏れ量を測定した結果、3.4[m3/分]のエアー漏れ） 

   

３．対策 

（１）ブースエアーのブロワー化 

１）水切り用にブロワー1台、ブース内エアーカーテン用にブロワー2台の設置。 

２）3台のブロワーはシーケンス回路で設備と連動させ、停止忘れの防止。 

３）水切り用エアーについては、エアー吹き出し口にノズルを付け、ハンガーの

水が溜まりやすい針の部分にピンポイントで吹くようにした。 

（２）ブースのエアー漏れの改善 

１）エアー機器をブース外に設置しエアー機器はフィルターの目の違う 2種類の

物に変更 

２）休憩時間や作業時間以外時はエアーが流れないようするためバルブを取付 

 

78 



<事例６>  エアー脱湿装置の改善 

  

１．課題  

この方式の脱湿装置は、脱湿筒の再生時において、加熱プロセスでブロワーと加熱

器の運転及び冷却プロセスで使用中の脱湿筒から冷却用としてエアーを一部使用

することによりエネルギーを消費している。 

       

２．対策 

(1) <露点温度計の設置> 

 露点温度計を設置して、生産設備に供

給される脱湿後のエアーの品質を常に

確認できるようにした。 

 

(2) <サイクルタイムを可変可能に変更> 

脱湿筒 A,B が切替わるサイクルタイ

ムを、これまで 8 時間固定であった

ものを任意の時間に設定できるよう

にタイマーを追加し、制御を改造した。 

但し、もし何か不具合があった場合を

想定し、 8 時間固定の設定を『通常』、任意時間指定の設定を『省エネ』モードとし、セレ

クトスイッチによりモード切替ができるようにした。 

 

(3) <サイクルタイムを露点温度ベースに変更> 

 (2)により、省エネモードの時には設定された任意時間になると脱湿筒を切替える制

御としたが、要求露点温度まで達した場合に切替わるのが本来のあるべき姿と捉え、左

記に述べた制御へと変更した。 

但し、露点温度計が万一故障した時のことも想定し、 設定時間による切替制御もバック

アップ用として残した。 
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＜７．ボイラー・蒸気配管＞ 

 

１．ボイラー 

（１）空気比管理 

燃料を完全燃焼させる必要最低限の理論空気量Ａと実際に供給されている空気

量Ｂの比が、空気比（＝Ｂ÷Ａ）と定義されます。  

１）空気比が１より小さいと、空気量が不足するため不完全燃焼となります。 

２）また、空気比が大きいと、過剰に供給された低温の空気を加熱することに

なり、余分の燃料が必要となります。  

このため、燃料消費を抑えるためには、空気比を 1 以上に保った上で、可能な限

り小さくする必要があります。 

 

ボイラー設備の省エネ対策のポイント 

ボイラーは適正な空気比で燃焼させましょう! 

ボイラーのサイズや燃料の種類によって、制御すべき「基準空気比」の値が省エ

ネルギー法で判断基準として示されています。 

最近、使用されることの多いガス焚き小型貫流ボイラーの基準空気比は1.25～1.4 

となっています。 

表１  ボイラーの基準空気比（省エネルギー法の「判断基準」） 

 

区 分 

 

負荷率 

（単位：％） 

基準空気比 

液体燃料 気体燃料 
固体燃料 高炉ガスそ

の他の副生

ガス 

固定床 

（微粉炭） 
流動床 

電気事業用 75～100 1.05～1.2 1.05～1.1 ― ― 1.2 

そ

の

他 

蒸発量が 

毎時 

30 トン以上 

50～100 1.1～1.25 1.1～1.2 1.3～1.45 1.2～1.45 1.2～1.3 

10 トン以上 

30 トン未満 
50～100 1.15～1.3 1.15～1.3 1.3～1.45 1.2～1.45 ― 

5 トン以上 

10 トン未満 
50～100 1.2～1.3 1.2～1.3 ― ― ― 

5 トン未満 50～100 1.2～1.3 1.2～1.3 ― ― ― 

小型貫流ボイラー 100 1.3～1.45 1.25～1.4 ― ― ― 

（備考）この表に掲げる基準空気比の値は、定期検査後、安定した状態で、一定負荷で燃焼を 

行うとき、ボイラーの出口において測定される空気比について定めたものである。 
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（２）空気比の測定 

排ガス中の酸素濃度(余剰酸素濃度)の測定値(ドライ%)から、 

次の簡易式で計算できます。 

空気比=21/(21-排ガス中の酸素濃度(%)) 

 

（３）排ガス温度の管理 

ボイラー設備の省エネ対策のポイント 

排ガス温度が高くならないように伝熱面の清掃や廃熱回収対策を講じ 

ましょう！ 

 
ボイラー排ガス温度が高くなると排ガス損失が大きくなります。排ガス温度を下げ 

る方法としては 

１）伝熱面の清掃 

２）排熱回収のためのエコノマイザ設置  ※1 

３）排熱回収のための空気予熱器設置  ※2 

などの方法があります。 

※1 エコノマイザ＝ボイラーから排出される排ガス熱の回収を行い、その回収

熱を給水予熱に再利用するシステム 

※2 空気予熱器＝ボイラーから排出される排ガス熱でボイラーに供給する燃

焼用空気を予熱する排熱回収システム 

 

（４）ブロー量管理 

ボイラー設備の省エネ対策のポイント 

適正なブロー率と水質管理により、ボイラー水質の維持と熱損失の防止を 

図りましょう！ 

１）ブロー率 

ボイラーは給水を加熱し蒸気を取出す装置ですから、蒸発を継続していると給

水中の不純物がボイラー内で濃縮します。一定濃度以上になるとボイラー水

管内面に析出して伝熱を妨げたり、水管内に腐食を生じたりします。 

従って、ボイラー給水およびボイラー水の水質管理が必要であり、次ページ表に例

示するように JIS B 8223 に水質基準が定められています。 

更に、ボイラー内の水質を一定基準に保つためにボイラー水のブローを行います。

そのブロー率は一般には 5～10%とされています。 

ブロー量が必要以上に過大であれば、高温ボイラー水の放出による熱損失を生じま

す。 
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表 低圧ボイラーの給水及びボイラー水の水質 

 

 

２）ブロー水による給水加熱 

熱損失対策としては、ブロー率を適正化するとともに給水加熱装置を設置し

て、ブロー水でボイラー給水を加熱し熱回収するとよいでしょう。 

 

（５） ボイラー稼働率の管理 

ボイラー設備の省エネ対策のポイント 

ボイラー容量の適正化や台数制御により 低稼働率運転をなくしましょう！ 

ボイラーを間欠運転すると、ボイラー効率は連続運転時に比べて大幅に低下します。 

負荷に対してボイラー容量が過大であれば燃焼時間の割合が小さくなってボイラー

効率が低下します。複数のボイラーを台数制御する場合も低負荷状態が継続して効

率が低下している場合がありますので注意を要します。 

 

（６）高効率ボイラーへの更新 

ボイラー設備の省エネ対策のポイント 

老朽化に伴う更新などの機会を見つけて 

ボイラー効率の高いボイラーを導入しましょう！ 

老朽化したボイラーは効率が悪化しまたメンテナンス費用も増大します。 

最近のボイラー性能は制御機能も向上し効率が高くなり、また二酸化炭素などの

環境対応性能も飛躍的に向上しています。また、生産設備負荷の増減に素早く対応

するために小規模ボイラー（小型貫流ボイラー等）によるシステム化も進んでいま

す。更新時期などの機会を見つけて高効率ボイラーへの更新をしましょう。 
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（７）小型貫流ボイラーについて 

 

近年、ボイラーの小型化が進み、生産量の変動に応じて小型貫流ボイラーを多

缶設置して、台数制御したり、分散配置をして合理化を図っている企業が多くな

っています。 

  

１）小型貫流ボイラーの定義 

①小型ボイラーで、蒸気圧がゲージ圧１ＭＰａ以下、伝熱面積１０ｍ２未満、汽

水分離機の内径が３００ｍｍ以下で、内容積 0.07ｍ３以下のもの  

 

２）小型貫流ボイラーの特徴 

①法的メリット：ボイラー技師資格者が不要。設置時の検査、毎年の性能検査

が不要。 

 

３）小型貫流ボイラーの構造的特長 

①保有水量が少ないため、起動が早く点火してから蒸気を送り出すまでの

時間が短い。 

②ドラムが無いので、危険性が少ない。 

 

４）小型貫流ボイラーの欠点 

①保有水量が少ないので圧力が変動しやすい 

②乾き度の低い蒸気が発生しやすい 

③ボイラー給水の水質管理が厳しい 

 

５）小型貫流ボイラーの上手な用い方 

①小容量のボイラーを多数缶設置して、蒸

気の需要量にあわせて運転台数の制御

を行い、適正負荷運転をする。 

②運転・制御の自動化機能を使用して遠隔

監視などの運転管理の合理化を図る 

 

６）炉筒煙管式ボイラーとの比較（構造） 

 ①炉筒煙管式ボイラーのメリット 

・負荷変動に非常に強い 

・負荷変動時でも乾き度の高い蒸気を発生が出来る 

②炉筒煙管式ボイラーのデメリット 

・立ち上がりに時間がかかる 

・設置面積が大きい 
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２．蒸気配管 

 

（１） 保温の整備 

蒸気配管の省エネ対策のポイント 

蒸気管やバルブの放熱を防止するために保温の整備を行いましょう！ 

 

蒸気ヘッダー取付けバルブ類の保温がなされていない場合を多く見受けます。

写真１フランジ、バルブ類等からの熱放射は一見大した量でないと思われがち

ですが、予想以上に放熱面積が大きく、表面積は同サイズの裸蒸気管１m の表

面積にほぼ等しく非常に大きな放射熱量となります。保温材で放射熱量を抑制

することは大きな省エネ効果が期待できます。 

写真２は保温材と外装材を一体化した保温材でバルブ類の保温をした事例。 

簡単に取り付け、解体、再取り付けが可能です。 

    

 

写真１ 未保温バルブ           写真２ 簡単断熱カバーで保温 
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８０Ａバルブ１０個を保温した場合の省エネ効果試算（例） 

１．放熱損失算出根拠 

（放熱量 700ｗ/ｍ（蒸気圧 0.7ＭＰａ、80Ａ）、運転時間 10 時間×250 日/年保温により 

放熱損失は 90％低減）とすれば 

（１）放熱損失 

＝700Ｗ×10ｍ×10 時間×250 日÷1,000＝17,500ｋｗｈ/年 

（２）保温による低減量＝17,500ｋｗｈ×0,9＝15,700ｋｗｈ/年 

２．節減金額算出根拠 

（ボイラー効率 85％、Ａ重油発熱量 39,100kJ/L、熱量換算係数 3,600kJ/kWh 

A 重油価格を 70 千円/kL）とすれば 

（１）A 重油節減量 

＝15.700kWh/年×3,600kJ/kWh÷（39,100kJ/L×1,000）＝1.4kL/年 

（２）節減金額   

＝1.4kL/年×70 千円/kL＝98 千円/年 

ジャッケト式保温を 1 箇所 30 千円とすれば、 

回収年数＝30 千円×10 個/98 千円＝３ 年となります。 

費用は概算です。実施時に詳細ご検討下さい。 

 

（２） 蒸気漏れ防止 

蒸気配管の省エネ対策のポイント 

フランジ部のパッキングや配管のピンホールなどからの蒸気漏れを防止 

しましょう！ 

 

蒸気管フランジ部のパッキング不良による蒸気漏れ、蒸気使用設備や配管のピン

ホールからの蒸気漏れなどを見受けることがあります。図に小孔からの漏洩蒸

気量を示します。蒸気漏れを放置すると漏れ量が次第に増加し、漏れ部分の修

理も困難になるので漏れを発見したときは早く修理することが大事です。 

小孔からの漏洩蒸気量 
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（数式で表すと） 

漏れ量は次式で示されます。 

G＝5.63C×10‐3d2（P×104÷0.098÷υ）1/2 

＝1.79d2×C×（P÷υ）1/2 

G：噴出蒸気量（kg/h） 

C：流量係数（≒0.8） 

ｄ：小孔口径（mm） 

P：蒸気圧力（ゲージ）（MPa） 

υ：蒸気比容積（m3/kg） 

 

 

（３）配管の放熱損失 

蒸気配管の省エネ対策のポイント 

不要時のバルブ閉止と不要配管の撤去、配管距離の短縮！ 

 

蒸気を使用していない配管に蒸気を流すと放熱損失によりドレンが発生して、エ

ネルギー損失を生じるので、不要時の蒸気配管は元バルブを閉めることが必要

です。 

また、配管を保温していても放熱ロスが発生するので、負荷設備がない不要な

配管は撤去しましょう。合わせて、放熱損失の低減と蒸気輸送圧力損失低減のた

めには適正サイズで最短距離の配管が望ましいので、改修時に整備しましょう。 

 

（４）スチームトラップの管理とドレンの回収利用 

蒸気配管の省エネ対策のポイント 

スチームトラップの整備と蒸気ドレンの回収利用を図りましょう！ 

 

スチームトラップは蒸気配管の末端にあって、蒸気の漏えいを防止しつつ蒸気ド

レン（復水）のみを排出する機能を持ちます。その作動状態がよくないと蒸気が

漏えいして多量の熱損失を生じます。 

逆に蒸気ドレンがスチームトラップの閉塞により配管内に滞留して蒸気とともに

高速で流れると、配管に振動を起したり、管継手に障害を与えるなど安全上問題

を生じる場合があります。（スチームハンマー） 

蒸気使用設備においては加熱を終わった蒸気はドレンとなりますが、そのまま装

置から排出せずにいると新しい蒸気が装置に入ってこなくなり、装置の内部温

度が下がるので、スチームトラップによりドレンを速やかに排出する必要がありま

す。 
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１）スチームトラップの備えるべき要件 

①発生したドレンを速やかに排除する。 

②空気、炭酸ガス等の不凝縮性ガスを排除する。 

③蒸気をもらさない。 

 

２）スチームトラップの故障 

①吹き放し 

②閉塞 

③蒸気漏れ 

スチームトラップの異常点検は視感によるほか、トラップの前後の温度差

測定、トラップチェッカなどの計測器による方法があります。 

 

３）スチームトラップの選定 

用途および目的にあった適切なタイプのスチームトラップを選定する必

要があります。 

一般的には、下記のものを使用します。 

①蒸気ヘッダー、蒸気主管、分岐管など ：ディスク型、オリフィス型 

②加熱器、蒸発器、乾燥機などの蒸気使用設備 ：バケット型、フロート

型などのメカニカルトラップ 

 

４）ドレンの回収利用 

スチームトラップによって回収したドレンは、高温であり蒸気保有熱量の約

25％の高熱量を有するので、利用することが望まれます。水質に問題が

なければ、ボイラー給水に使用し、水質上の懸念があれば、熱交換器を利

用して給水加熱や他の被加熱物の加熱に利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水温度と燃料節減率 
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<事例１> ボイラー更新と燃料転換による省エネ 

  

１．概要 

炉筒煙管ボイラー３台を高効率小型貫流ボイラー６台に更新（台数制御運転）。 

又、ボイラー更新に伴い A 重油から天然ガスに燃料転換し CO2、SOx、NOx 等の

排出削減を図った。 

  

２．課題 

（１）設置後 30 年以上経過し老朽化による故障が度々発生。燃焼効率が 80%程

度と低下。 

（２）細かい負荷変動に対応できない。１台は予備使用。熱効率悪く、補機の電力

が大きい。 

（３）定期検査等による固定経費が高額。煙突は、SOx 腐食が進行し更新が必要。 

（４）燃料の A 重油は、燃焼時 SOx、NOx 等発生及び CO2の発生量が多い。 

（５）漏洩時土壌汚染等の環境リスクが高い。 

 

３．対策 

（１）高効率小型ボイラー(効率 90%以上)を６台導入 

（２）台数制御し季節ごとの負荷変動対応を実施 

（３）Ａ重油から都市ガスに燃料転換 

  

４．効果 

（１）新規設備導入により蒸気使用量が増加しても実績比較において、二酸化炭素

排出量実績が 21%と計画に対して低減できた。 

（２）固定費低減（定期点検等整備費用・ボイラー技師確保・） 

（３）燃料使用量の増加を低減出来た。 

（４）環境リスクの低減（大気汚染物質、ＣＯ２、土壌汚染・油流出事故） 

※ボイラー更新に当たり『エネルギー多消費型設備天然ガス化推進事業』として 

都市ガス振興センターの補助事業の適用を受け設備投資金額を低減できた。 
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<参考> 補助金制度 一般社団法人 都市ガス振興センター 

      一般社団法人 都市ガス振興センターＨＰより 一部割愛しています 

 

本事業は省エネルギー対策に加え、環境負荷が少ない天然ガスを利用して、ＣＯ２削減を行

うものに対し補助金を交付することによって、天然ガスの高度利用を促進するものです。 

 

1 補助対象事業者 ： 全業種（リース・ＥＳＣＯ事業についても対象） 

（１）対象事業 

 燃焼エネルギーを利用する工業炉、ボイラー、乾燥炉、焼却炉、冷温水機、自家発電設備 

等のエネルギー多消費型設備に対し、以下のすべての要件に適合する設備の更新または

改造を行い、省エネルギー性、省ＣＯ２性に優れていると認められるものを対象とします。 

１）  対象設備を更新または改造して天然ガスを主成分とするガスを使用すること 

２）  対象設備がエネルギー多消費型設備の基準に該当すること 

３） 
 対象設備の更新または改造により５％以上の省エネルギーが図られること、または対

象設備が高効率設備の基準に該当すること 

４）  対象設備の更新または改造により２５％以上の省ＣＯ２が図られること 

５） 
 補助対象経費における燃料消費量削減効果による投資回収が４年以上の事業である

こと 

６） 
 更新または改造後の燃焼設備に燃料使用量を測定する専用の計測装置を取り付け

ること 

 本補助事業は、対象設備の更新・改造とそれに伴う付帯設備の更新等に対して補助を行いま

す。よって、熱の使用先での省エネ（蒸気漏れ配管の修理、空調する部屋の断熱等）は本補助

事業の対象外となります。 

（２）対象燃料 

 更新または改造後使用燃料：天然ガスを主原料とするガス 

１）  天然ガス 

２）  液化天然ガス 

  

（３）補助対象範囲 

エネルギー使用合理化事業者支援補助事業に係る設計費、既存設備撤去費、 

新規設備機器費（含む計測装置）、新規設備設置工事費（含む改造工事費）、 

敷地内ガス管敷設費（但し、本支管工事及び LNG貯蔵・気化設備は除く） 

（４）補助率 

１／３以内（但し、申請状況により（１／３）×０．８まで補助率を低減する可能性があ

ります。） 

（５） 補助金上限額 １．８億円／１補助事業 
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<事例２> 蒸気配管の放熱ロス低減 

Ｈ社 不要配管撤去と最短距離配管 

 

１．課題 

（１）工場全体の蒸気配管の総長およそ 16km（3 工場合計）。 

（２）蒸気送気中は常に配管からの放熱によってロスが発生し不要配管放熱ロスや、

保温不良によるロスが大きい。 

２．対策へのステップ 

 （１）配管からの放熱量によるロス金額算出 

配管からの放熱ロス量を調査する為に、実際の配管又は保温材表面温度を計

測して熱計算(図)により放熱熱量を算出した。 

 

この配管放熱ロスを当社の独自の熱単価計算による算出によると例えば

50Aの保温配管でも1m当たり、年間8,400円もロスが発生する事がわかった。 

（２）配管からの放熱ロスは多大な損失であることが判明した。 

    屋外配管１ｍ当たり、1 年間の放熱ロス金額 

 ロス金額（千円/年） 

配管径 Ａ 保温無し 保温有り 

32 17.0 6.8 

40 21.2 7.3 

50 28.8 8.4 

65 34.3 12.1 

90 42.3 13.4 

100 53.1 15.0 

125 68.4 17.1 

150 79.7 19.2 

200 108.2 23.4 

 

３．対策 

（１）配管の放熱ロスを少なくするため、負荷設備がない不要配管は撤去し、更に最

短経路で供給出来るように配管経路を見直す改善を実施した。 

（２）当事業所の3工場の不要配管の合計1900m程(不要配管全体の20%)を撤去した。 

４．効果  

（１）効果金額：15,000 千円/年（1900ｍ、3 工場合計） 当社独自の単価計算から 
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<事例３> 蒸気配管のロス低減 

Ｈ社  蒸気立ち上げ時間の短縮 

 

１．課題 

 （１）当工場は月曜日の立ち上げ作業では、人のカン・コツを頼りに手動で送気バ

ルブ 7 つをゆっくり開放して蒸気を工場に送っている。 

（２）また、蒸気配管末端でのドレンブロー操作も手動で行っている。 

（３）そのために、ボイラー着火から送気完了まで約 3.5 時間を要している。 

 

２．対策 

（１）モーターバルブを設置し、手動操作から機械操作に変更した。 

除々に開放時間を短縮し、スチームハンマーが起きない最短時間を検証 

（２）ボイラー起動、モーターバルブ操作を PC制御で自動化した 

（３） 配管末端のドレンブローの手動操作を温調弁に変更し自動した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．効果 

（１）バルブ開放時間の最適化、自動化を行った結果、3.5 時間掛かっていた立ち

上げが 1 時間で実施出来る様になった。これにより立ち上げ時間を短縮に

よるボイラー運転のムダを削減できた。 

（２）自動化を行ったことで、3.5 時間×2 人分の工数も削減出来た。 
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Ⅳ．支援策 



Ⅵ．支援策 

Ⅰ．金融上の助成措置     平成21年10月現在 

省エネ対策事業にたいし、金融上の優遇制度があります。 

（１）制度概要 

対 象 事 業 対象者 金融機関 融資利率 

（2）項の省エネルギー施設取得 

（ESCO事業により当該施設をリース・レンタルする者を含む） 
 

中小企業 

 

 

 

日本政策金融公庫 

（政策公庫） 

 

2億7千万円まで 

 特別利率 

2億7千万円超 

 基準利率 

自走式作業用機械設備取得 

（リース・レンタル事業者） 

特定高性能エネルギー消費設備導入等 

①特定の高性能工業炉、同ボイラ等の設置 

②現在の工業炉、ボイラーを高性能工業炉、同ボイラー 

と同様の性能にするための特定の付加設備の設置 

2億7千万円まで 

 特省エネ利率Ｂ 

2億7千万円超 

 基準利率 

 

（２）省エネルギー施設 

● ヒートポンプ方式熱源装置 

● 廃熱ボイラー 

● 省エネルギー型工業炉 

● コ・ジェネレーションシステム 

● 染色整理装置 

● 単板乾燥装置 

● せん断機 

● 高性能ダイカストマシン 

● プレス・タッピング複合加工装置 

● 自動温度調整装置 

● 省エネルギー型鋳型造型機 

● 高周波誘導加熱装置 

● 省エネルギー型乾燥装置 

● 省エネルギー型染色整理装置 

● 省エネルギー型紙製容器製造装置 

● 省エネルギー型製本装置 

● 省エネルギー型成形機 

 

● 電動送り式金属工作機械 

● 省エネルギー型プレス 

● 無杼式自動織機 

● 省エネルギー型ダイカストマシン 

● プリンタースロッタ 

● 省エネルギー型印刷機 

● 自走式作業用機械設備 

● 油圧解体機 

● 大口径掘削機 

● 省エネルギー電気炉 

● 省エネルギー型めん類製造装置 

● 省エネルギー型焼成焼上装置 

● 高熱効率型連続蒸米機 

 （ 米の蒸煮及び蒸煮後の米の取出し

を並行して連続的に行うものに限

る） 

● 高性能ねん糸機 

● 高速全自動殖版機 

● 省エネルギー型鍛造素材切断機 

● 省エネルギー型鋳物砂混練装置 

● 省エネルギー型ショットブラスト 

● 省エネルギー型古紙梱包装置 

● 省エネルギー型ボイラ 

● 省エネルギー型アーク溶接機 

● 省エネルギー型真空焼鈍炉 

● 熱成形機 

● 精密打抜プレス 

● 省エネルギー型フォークリフト 

● 高効率生地連続包あん機 

● 多段ホーマー 

● 外断熱システム 

● 省エネルギー型ジョークラッシャー 

● 省エネルギー型経編機 

● 建築物の省エネ性能の向上に資する 

  設備、機器及び建築材料 

● 高効率変圧器 

本表に揚げる施設であって、次の全てに該当するものに限る。 

 ①既存の平均的な設備に対し、省エネルギー効果が25%以上のもの 

 ②設備更新の場合、更新前の設備に対し、省エネルギー効果が 40%以上のもの 

（３）融資条件 

融資限度 
直接貸付  7億2千万円 

代理貸付  1億2千万円 

融資利率 上記のとおり。 なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用される。 

融資期間 15年以内（うち据置期間2年以内） 

注1）制度の詳細は、各金融機関にお問い合わせ下さい。 

注2）中小企業の要件は業種により異なりますので、詳細は各金融機関にお問い合わせ下さい。 

      （例 製造業：資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業：同5千万円または100人以下） 
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 Ⅱ．エネルギー需給構造改革推進投資促進税制  （略称：エネ革税制） 平成21年10月現在 

対象設備を取得した場合に、特別償却又は法人（所得）税額の特別控除ができる制度があります。 

2（１）制度の概要 

対 象 事 業 対 象 者 税制優遇（注1） 

 

エネ革税制対象設備の取

得 

（かつ、１年以内に事業の 

用に供した場合） 

 

法人又は個人の 

うち青色申告書 

を提出する者 

①基準取得価額（計算の基礎となる価額）の7％相当額の税額控除 

②普通償却に加えて基準取得価額の30％相当額を限度として償却で

きる特別償却。ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日まで

の間に取得等して、その日から１年以内に事業の用に供した場合、事

業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。 

   注1）①か②の一方を選択できる。ただし、税額控除の適用は中小企業者等（注2）に限る。 

注2）中小企業者等の要件：大企業の子会社等を除く資本金若しくは出資金の額が１億円以下の法人。または資本若し

くは出資を有しない法人か個人事業者で従業員数が千人以下のものなど。 

（2）適用期間 

平成20年4月1日～平成22年3月31日 

（3）対象設備 

 

 

 

対象設備 

1．エネルギー有効利用製造設備等        （ 4 設備） 

2．エネルギー有効利用付加設備等        （20 設備） 

3．電気・ガス需要平準化設備          （ 1 設備） 

4．新エネルギー利用設備等           （15 設備） 

5．その他の石油代替エネルギー利用設備等    （15 設備） 

6．エネルギー使用合理化設備          （26 設備） 

7．エネルギー使用制御設備           （ 6 設備） 

8．配電多重化設備               （ 1 設備） 

 

（4）基準取得価額 （対象設備の取得価額に下表の割合を掛ける） 

区 分 設 備 割 合 

 

一 般 

エネルギー使用合理化設備、エネルギー使用制御設備 100％ 

エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等 100％ 

電気・ガス需要平準化設備、配電多重化設備 50％ 

新エネルギー利用設備等、その他の石油代替エネルギー利用設備等 100％ 

 

（5）制度上の留意点 

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制     

① 対象設備を直接取得した場合にのみ適用が受けられ、リース契約による場合、特別償却は適用されない。 

② 設備取得後1年以内に当該法人の事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除ができる。 

③ 税額控除を適用する場合、税控除額は当期法人税額の20％を上限とする。 

④ 税額控除不足額、特別償却不足額は一年繰り越し可能。 

⑤ 他の租税特別措置との重複適用は認められない。 

⑥ エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、電気・ガス需要平準化設備については 

メーカー等による証明制度あり。 

⑦ エネルギー使用合理化設備については所管行政庁（建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県）、エネ 

ルギー使用制御設備については地方経済産業局による証明制度あり。 

  

この制度についての詳細なお問い合わせは、経済産業省か所轄の税務署へお尋ね下さい。
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_Ⅲ．補助金制度      平成 21年 11月現在 

省エネ効果又は CO2削減効果の高い事業に対して種々の補助金制度があります。 

事 業 概 要 要補助対象者 補助率等 実施機関 

エネルギー使用合理化事業者支援事業 

 既設の工場、事業場における省エネルギー設備・技術の導入事業で

あって、省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れていると認めら

れるものに係る設備導入費等について補助。 

 

全業種 

（ESCO事業者及びリー 

ス事業者が申請する場 

合は、設備設置事業者と 

の共同申請） 

(1)事業者単独事業 

補助率：1／3  

上限額：5億円／年 

（大規模事業は15億円／年） 

(2)複数事業者連携事業 

補助率：1／2 

上限額：15億円／年 

(独)新エネルギー・ 

産業技術総合開発 

機構 

地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業 

 地方公共団体等が新エネルギー・省エネルギーを導入・普及するに

当たって、当該地域におけるその導入・普及を図るための「ビジョン策

定」に要する費用を補助。 

地方公共団体等 

 

定額 

上限額：600万円 

（21年度公募は締切済） 

 

新エネルギー等非営利活動促進事業 

 営利を目的としない民間団体等が営利を目的とせずに行う、新エ

ネルギー導入や省エネルギー推進に資する普及啓発事業に要する経

費を補助。 

NPO法人、公益法人、その

他の法人格を有する民間

団体、又はこれらに準ず

る団体 

1／2以内 

上限額：10百万円 

 

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

(1)住宅・建築物高効率エネルギーシステム（空調、給湯、照明及び断

熱部材等で構成）を住宅・建築物に導入する場合に、その経費の

一部を補助。 

(2)エネルギー需要の最適な管理を行うためのBEMS（業務用ビルエ

ネルギーマネジメントシステム）を導入する場合に、その経費の

一部を補助。 

建築主、ESCO事業者、 

リース事業者等 

 

(1)建築物に係るもの 

補助率：1／3以内 

(2)BEMS導入支援事業 

補助率：1／3以内 

上限額：1億円／件 

 

エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 

 エネルギー供給事業者が主導して地方公共団体等とともに策定し

た導入計画に基づき実施される導入事業並びに広報等事業につい

て必要な経費の一部又は定額を補助。 

エネルギー供給事業者、 

地方公共団体、 

建築主等 

(1)導入事業 

補助対象経費の1／2以内 

(2)広報等事業 定額 

（21年度は継続案件のみ） 

高効率給湯器導入促進事業（エコキュート導入補助金） 

 補助金交付の対象となっているエコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ

給湯器）を住宅等に設置して使用することを予定ししている方に対

して、その購入費用（リースを含む）の一部を補助。_ 

全業種（家庭を含む） 

 

(1)家庭用、家庭用リース 

定額 

(2)業務用（リースを含む） 

定額 

一般社団法人 

日本エレクトロ 

ヒートセンター 

 

高効率空調機導入支援事業 

 高い省エネルギー性が認められる高効率空調機（蒸気圧縮式のヒ

ートポンプ技術を用いた空気調和設備の室外機あるいは熱源機）

を、民生・業務用途の建築物等に導入する法人又は個人に、その経

費の一部を補助。（産業用途（倉庫空調・工場空調等）は対象外） 

（補助対象機器） 

(1)当該事業で導入する機器単体の冷房（冷却）能力が28kW以上であ

ること。 

(2)冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

(3)エネルギー消費効率（COP）を一次エネルギー換算した値が、空冷

機器（チリングユニット）1.32以上、空冷機器（ビルマルチエアコン

等）1.44以上、水冷機器（チリングユニット）1.89以上、水冷機器（タ

ーボ冷凍機）2.21以上であること。（冷暖房兼用の機器について

は双方の平均値とする） 

民生・業務用途の建築 

物等に導入する法人又 

は個人 

 

補助対象経費の1／3 

（21年度公募終了） 

 

エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助事業 

 石炭、石油等の燃料を使用する工業炉、ボイラ等の燃焼設備を、天

然ガスを主原料とするガスへ燃料転換した事業者に対し、その設備

全業種 

 

補助率：1／3以内 

上限額：1.8億円 

／1補助事業 

一般社団法人 

都市ガス振興セン

ター 
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変更等に要する経費（設備改造費、設備更新費設計費等）の一部を

補助。 

  

事 業 概 要 要補助対象者 補助率等 実施機関 

潜熱回収型給湯器導入支援補助金制度（都市ガス） 

 下記条件を満たした給湯器で都市ガス振興センターから補助金交

付の対象となる指定を受けた給湯器の導入に必要な経費の一部を 

補助。 

・潜熱を回収するための熱交換器を備えている給湯器 

・給湯熱効率が90％以上である給湯器 

・都市ガスを使用する給湯器 

・定格給湯能力が60号以下である給湯器 

潜熱回収型給湯器を購入

し、実際にしようする者 

定額 一般社団法人 

都市ガス振興セン

ター 

 

ガスエンジン給湯器導入支援補助金制度（都市ガス） 

 （下記以外に設置対象施設に関する要件あり） 

（ガスエンジンユニットの指定の条件） 

・10kＷ未満の小出力発電設備であること。 

・JIS基準（JIS B 8122）に基づく計測を行い、総合効率が80％以上

（LHV基準）であること。 

・都市ガスを使用すること。 

・ガスエンジンの排熱を回収し、熱の有効利用できる機構をもって

いること。 

（貯湯ユニットの指定の条件） 

・社団法人日本水道協会品質認証センターの給水用具（湯沸器等）

の認証登録があること。又は「財団法人日本ガス機器検査協会」

の給水装置認証登録がなされていると。 

・貯湯容量が120リットル以上500リットル未満であること。 

・貯湯ユニットはガスエンジンユニットの排熱を吸収する貯湯槽を持

つこと。 

・貯湯槽には、対となるガスエンジンユニットから供給されるエネル

ギー以外の熱を流入させないこと。 

ガスエンジン給湯器を購

入し、実際に使用する 

者 

 

出力により定められた額 

 

天然ガス型エネルギー面的利用導入モデル事業 

 天然ガスコージェネレーションと熱の融通を組み合わせた省エネル

ギー効果、CO2削減効果の高い天然ガス型エネルギー面的利用シス

テムを導入するモデル事業の実施に要する経費の一部を補助。 

（補助事業の対象） 

・民生用建築物。ただし、賃貸用の集合住宅は建築物扱いと 

する。 

・本システムが導入され、2以上の建築物（以下｢建築物群｣ 

という。）間で熱の融通が行われること。 

・本システムが天然ガスコージェネレーション、排熱利用設 

備、熱を融通するための導管で構成されていること。 

・建築物群全体の省エネルギー率が5％程度以上であること。 

・建築物群全体のCO2削減率が10％程度以上であること。 

・熱供給事業法による熱供給事業でないこと。 

本システムを建築物に導

入しようとする事業者 

（地方自治体を含む） 

 

補助率：1／3以内 

上限額：2億円 

    ／１補助事業 
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事 業 概 要 要補助対象者 補助率等 実施機関 

高効率給湯器導入支援事業（LPガス） 

 下記条件を満たす高効率給湯器で日本LPガス団体協議会から補助

金交付の対象となる指定を受けた給湯器の導入に必要な経費の

一部を補助。 

(1)潜熱回収型給湯器 

・LPガスを燃料とすること。 

・潜熱を回収するための熱交換器を備えていること。 

・熱効率が90％以上であること。 

・定格給湯能力が60号以下であること。 

(2)ガスエンジン給湯器 

（ガスエンジンユニットの指定の条件） 

・総合熱効率が80％以上（低位発熱量基準）であること。 

・LPガスを燃料として使用すること。 

（貯湯ユニットの指定の条件） 

・社団法人日本水道協会品質認証センターの給水用具（湯沸器

類）の認証登録があること。または、財団法人日本ガス機器検

査協会の給水装置認証登録がなされていること。 

・貯湯容量が120リットル以上であること。 

・貯湯ユニットはガスエンジンユニット排熱を吸収する貯湯槽を持

つこと。 

・貯湯槽には、対となるガスエンジンユニットから供給されるエネ

ルギー以外の熱を流入させないこと。 

(1)潜熱回収型給湯器を 

導入する者 

(2)ガスエンジン給湯器 

を導入する者 

 

(1)定額 

(2)出力により定められた額 

 

日本LPガス団体 

協議会 

環境対応型高効率業務用ボイラ等導入効果実証事業費補助金 

 環境対応型高効率業務用ボイラ等(注)を導入し、その導入効果を

検証する者（モニター実施者）に対して補助対象機器の購入費用の

一部を補助。 

（注）石油連盟が指定した、従来品と比較して省エネルギー効果が

高く、かつNOx排出抑制効果も高い石油焚き小型貫流ボイラ及

び温水発生機（灯油又はＡ重油を燃料とする）を指 

します。 

モニター実施者 補助対象となる経費の１／5

又は上限額のいずれか低い

金額を上限 

 

石油連盟 

 

 

出所：各実施機関のパンフレット・ホームページから要約したものです。適用・詳細については各実施機関にご確認ください。 
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