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『再生可能エネルギーと省エネルギーを読み解く』
〈省エネルギー編〉

　東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し
ました。この間、電力供給力確保、節電の取り組みなどの電力需給対策、地
球温暖化対策およびエネルギー安全保障向上の観点から、再生可能エネル
ギーと省エネルギーに対する関心が高まっています。

　エネルギー資源が極めて乏しく、海外から資源を調達せざるを得ない日
本にとって、再生可能エネルギーと省エネルギーを推進していくことは、
極めて重要な課題です。
　一方で、取り組みを進めていく上では、海外の先行事例なども参考にしな
がら、供給安定性、環境負荷、コスト負担などの観点からメリット、デメリッ
トを見極めつつ、冷静かつ現実的な視座で考えていく必要があります。

　この冊子は東北エネルギー懇談会で発行している月刊誌「ひろば」の447
号から456号において、一般財団法人日本エネルギー経済研究所の協力を
得て「再生可能エネルギーと省エネルギーを読み解く」と題し、再生可能エ
ネルギーと省エネルギーに関する国内外の最新情報、普及状況および導入
事例などを10回（再生可能エネルギー 6回・省エネルギー 4回）にわたり連
載したものを、2分冊のパンフレット（再生可能エネルギー編・省エネルギー
編）としてまとめたものです。

　本冊子が、「再生可能エネルギー」と「省エネルギー」に関する理解を深め、
今後の日本のエネルギー政策を議論するための一助となれば幸いです。
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　日本のエネルギーを取り巻く環境は、2011年
3月11日の東日本大震災以降、大きく変化しまし
た。電力ならびに石油、ガスなどのエネルギー供
給自体が途絶したことは、その後の日本のエネル
ギー供給の在り方、そして産業活動やライフスタ
イルに至るまで、従来の社会経済活動から大きな
転換を迫る事象となったのです。
　省エネルギーは、相対的にコストが低い選択肢
が残されており、かつ最も迅速に適用が可能な手
段です。供給制約に直面した日本にとって、追加
的な省エネルギーの余地を見出すことは経済性お
よび技術面からも、エネルギーセキュリティ上、
貴重なエネルギー資源を代替する有効な手段とな
ります。
　このような中、2015年7月16日に「長期エネ
ルギー需給見通し」が決定しました。これはさま
ざまなエネルギー政策を講じたときに実現される
2030年までのエネルギー需給構造の見通しを提
示するものです。本見通しでは、高効率技術の導
入および運用面でのエネルギー効率改善により、
2030年までに自然体と比較して5030万㎘分の
徹底した省エネルギーを行うことを織り込んでい
ます。この結果、最終エネルギー消費の GDP 原
単位は、現状から2030年までに35％改善すると
見込まれています。この改善は、石油危機を挟む
1970年から1990年に達成した水準と同様の大
幅な改善を見込むことから、既に効率改善を行っ
ている日本の経済活動に対する大きなチャレンジ
を提示していることが分かるでしょう。
　日本以外でも省エネルギーへの取り組みの重要

性が世界的に認識されており、具体的な政策およ
び対策が実行されています。アメリカでは、国家
のエネルギーセキュリティ対応策として省エネル
ギーが位置づけられており、自動車の燃費規制強
化や、家電製品のエネルギー効率基準の強化、そ
して建築物の改修支援など、さまざまな省エネル
ギー対策が実施されています。
　EU では、2020年までに温室効果ガスの排出
量を1990年と比較して20％削減する中期目標を
策定しています。この目標を達成する上で、省エ
ネルギーは有効な手段であることから、EU 共通
の気候変動ならびにエネルギー政策の柱として、
省エネルギー政策の強化が議論されているので
す。
　OECD 諸国のみならず、近年は新興国も省エ
ネルギーの取り組みに着手しています。中国では
2006年から2010年の期間を網羅する第11次5
カ年計画で、GDP あたりのエネルギー消費を
20％引き下げるとの目標を掲げ、エネルギー供給
部門から需要部門に至るまで目標達成に向けた施
策 を 講 じ、GDP あ た り の エ ネ ル ギ ー 消 費 を
2005年比で19.1％改善する成果をあげました。
第12次5カ年計画期間にある2011年から2015
年の間では、GDP あたりのエネルギー消費を
2011年比で16％改善することを目標とし、諸策
を講じています。
　資源に恵まれた中東でも、省エネルギーへの取
り組みが推進されています。例えば、世界最大の
石油資源国であるサウジアラビアにおいても、将
来的な人口増と経済発展に伴うエネルギー需要の
拡大が貴重な外貨獲得手段である石油の輸出余力
に影響をおよぼすことを懸念し、省エネルギーへ
の取り組みの端緒についています。

＜執筆者＞土井　菜保子
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
地球環境ユニット　省エネルギーグループ
マネージャー　研究主幹

第一章 なぜ省エネルギーは大切なのか

日本と世界のエネルギーを取り巻く環境、
そして高まる省エネルギーのニーズ
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　世界各国での省エネルギーへの取り組みの高ま
りは、エネルギーセキュリティや地球環境問題へ
の対応、産業の競争力強化などを目的として、各
国の経済成長のスピードや発展段階、そして資源
賦存量などの背景が異なる国々で、等しく有効な
対応手段として推進されています。

　省エネルギーへのニーズが世界で高まっていま
す。では、なぜ省エネルギーが発展段階やエネル
ギー腑存量の異なる国でも、共通して優先的な政
策手段となっているのでしょうか。これは、省エ
ネルギーが最も迅速かつ相対的に安価な方法で利
用可能なエネルギー量を増加させる手段だからで
す。
　時間の観点から見ると、電力を供給するための

発電プラントの建設には、石炭火力や天然ガス火
力プラントでは計画段階から立地決定、そして建
設までを含め運転開始までに10年程度の時間を
要し、原子力発電プラントに至っては、計画から
運転開始までに20年もの時間を必要とします（資
料①参照）。一方、家庭で省エネルギー機器を導
入し、電力需要を節約することは、数日の範囲内
で可能で、それによって追加的電力の供給が可能
となります。
　発電プラントの計画から稼動までの比較が示す
ように、家庭用の太陽光発電は2カ月～ 3カ月単
位、そして燃料電池は約2週間程度で稼動開始が
可能ですが、設備投資費用が高いことから、現状
では他の電源と比較して発電単価が高い水準にあ
ります。家庭用の太陽光発電では、稼働率が日照
時間に左右されることから、kWh（キロワット
アワー）あたりの発電単価は2010年時点の技術

電　源 計画から稼動の期間 発電単価（円 /kWh）

原 子 力
石炭火力
LNG火力
一般水力
小 水 力
地　　熱
陸上風力

バイオマス（木質専焼）
バイオマス（木質混焼）

石油火力
太陽光住宅

太陽光（メガソーラー）
ガスコジェネ
石油コジェネ
燃料電池

20年程度
10年程度
10年程度
5年程度
2-3年程度
9-13年程度
4-5年程度
3-4年程度
1年半程度
10年程度
2-3カ月程度
1年前後
約1年
約10カ月
約2週間

8.5-9.5
9.5-9.7
10.7-11.9
10.6

19.1-22.0
9.2-11.8
9.9-17.3
17.4-32.2
9.5-9.6
20.8-37.6
33.4-38.3
30.1-45.8
10.3-11.9
15.9-18.1
101.9-102.9

出典：エネルギー・環境会議　コスト等検討委員会 （2011）

資料①　発電プラントの計画から稼動までの期間および発電単価

なぜ省エネルギーが大切か
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水準の比較では33.4円～ 38.3円と、石炭火力の
9.5円～ 9.7円の4倍にもおよびます。燃料電池
の場合は、2010年時点の技術水準に基づく試算
では kWh あたりの発電単価が102.9円と、比較
した技術の中で最も高額です。なお、これらの発
電技術も20年から30年後には普及拡大と技術革
新によって、設備投資費用の大幅な低下が期待さ
れます。
　高効率技術を導入した場合の kWh あたりの省
エネルギーコストを比較したのが資料②です。高
効率技術と標準的なものを同じ稼動年数使用した
と仮定した場合、高効率技術の導入には追加的な
設備投資費用が発生します。一方、高効率技術に
より電力消費量が節約できるため、需要家が支払
う電力料金が節約できます。すなわち、回避でき
た電力料金分を追加的な設備投資費用から差し引
き、節減できた電力消費量で除したものを省エネ

コストと定義しています。家庭用冷蔵庫を高効率
化した場合、標準的な冷蔵庫と比較した省エネコ
ストは kWh あたりマイナス12.9円であり、初期
投資としては高効率冷蔵庫の導入には追加的費用
が発生するものの、仮定した稼動年数において需
要家は kWh あたり12.9円の支払いを回避でき
ることになります。
　一方、業務用ならびに産業用の高効率空調の試
算では、省エネコストが kWh あたりそれぞれ5.1
円、5.4円となっており、電力消費の節約がある
ものの、初期投資が大きいためにプラスの値を示
しています。他方、この5.1円や5.4円を「1kWh
の電力を得る費用」と考えて資料①（P2参照）に示
された発電単価と比較すると、最も低水準の原子
力や石炭火力の発電単価より40％程度低く、省
エネルギー技術の費用面での効果も明白です。

出典：エネルギー・環境会議　コスト等検討委員会 （2011）

資料②　需要側からみた省エネコスト

電　源 計画から稼動の期間

家庭用
L E D

冷 蔵 庫
エアコン

  －20.3
  －12.9
－4.8

業務用
循環ポンプ等回転数制御

高効率照明
高効率空調

－5.4
－2.7
　5.1

産業用
コンプレッサ台数制御システム
インバータコンプレッサ

高効率照明
高効率空調

－6.3
－3.9
－2.2
　5.4
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　省エネルギーといっても、定義がさまざまであ
り、その手法も多様です。省エネルギーとは英語
で “energy efficiency”, “energy saving” 
“energy conservation”, そして “rationaluse of 
energy” など多様な表現が可能であることから
も、多くの意味を持つことがうかがえるでしょう。
例えば “energy efficiency” は、家庭での断熱材
の高性能化や白熱灯から LED への切り替え、鉄
鋼プロセスでの高効率炉の導入など、技術の更新
によってエネルギーの使用量を節減することで
す。 一 方、“energy conservation” や “energy 
saving” は、行動の変化によって無駄なエネル
ギーの使用を控えることで、使われていない部屋
の照明を消すことや、夏場にエアコンの温度設定
を変えること、そして自動車から徒歩や鉄道など
の公共交通機関へ移動手段を変えるというライフ
スタイルの変更も含まれます。
　いい換えるなら、省エネルギーとは技術と行動
の変化という二つの側面から成立し、“rational 
use of energy” がそれらを包括的に示すように

「合理的」かつ「効果的」にエネルギーの無駄を抑
制し、効率化することです。
　より具体的に自動車での省エネルギーは何かを
考えてみましょう。自動車を運転する際、ガソリ
ンの消費を節約するためには、技術的な改善と行
動の変化の二つの側面によって対応することが可
能です。技術的な改善としては、移動距離あたり
のガソリン消費（燃費）を技術革新によって改善
することであり、行動の変化としては、自動車か
らよりエネルギー効率の高い公共交通機関などへ
輸送機関をシフトすることや、自動車を運転する
際にカーナビゲーションを活用するなどして、目
的地にたどりつくまでの無駄な移動距離を減ら
し、渋滞を避けるなどといった改善によって達成
することが可能です。

　エネルギーとは社会経済の活動を支えるために
投入されるものです。一方、省エネルギーの達成
方法は、技術の改善と行動の変化という二つの側
面から成り立っています。このようにして技術の
改善と行動の変化によって結果として得られる省
エネルギー（エネルギー効率）とは、「一定の活動
を行う、または効用を得るために、どれだけ少な
いエネルギーの投入を行うか」を示すことです。
逆に「エネルギー投入量を一定として、どれだけ
多くの活動または効用を得ることができるか」と
もいい換えることができます。

　先に説明した自動車の例で考えてみると、活動
とは移動距離を表し、投入エネルギーとはその移
動を賄うエネルギー消費のことでした。具体的に
は、公共交通機関を利用することで、同じ距離を
移動するにも自動車よりもより少ないエネルギー
の投入量で済むことが省エネルギー（エネルギー
効率の改善）であり、また、燃費の良い自動車を利
用することで同じエネルギー消費量でもより長い
距離を移動できることが可能になるのも省エネル
ギーです。
　他の社会活動では、活動とは、鉄鋼やセメント
といった産業において特定量の製品の生産をする
ことです。効用と、金額に換算できる特定の付加
価値を生み出すことで、家庭で照明器具を使って
明るさを得ることや、エアコンを利用した冷暖房
による冷熱・温熱による快適さを得ることも効用
です。
　なお、現在と過去からの省エネルギー（エネル
ギー効率）の水準ならびに推移を測り、さらなる
改善の余地を検討するためには、指標を形成する
のが一般的で、省エネルギー（エネルギー効率）

エネルギー効率 =
活動（または効用）
　　　　　　　　　　

投入エネルギー

省エネルギーといっても定義がさまざま 活動と投入エネルギーの関係
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は一定の活動（または効用）あたりの必要エネル
ギー量として分母分子を逆にして指標化できま
す。

　このように指標化できる省エネルギーをさらに
実際の事例に照らしあわせて具体的に把握するた
めに、①技術的省エネルギー、②経済的省エネル
ギー、③節電（ピークシフト）の三つに分けて、そ
れぞれの内容を検討してみましょう。
①技術的省エネルギー
　エネルギーの供給プロセスを見ると、省エネル
ギーは①化石燃料の生産、②タンカーやパイプラ
インを用いた輸送、③発電所や都市ガス製造、製
油所などでの転換、④送配電網やパイプラインな
どを用いた最終需要家への供給、そして⑤需要家
で利用される機器での動力、照明あるいは熱を得
るための転換までの、五つ全ての段階において対
応可能です。これらの段階全てにおいて技術を導
入することで、効果的に無駄なエネルギー消費を
節減できるのです。
　例えば、家庭でのエアコンを利用した熱を得る
ためのプロセスを考えてみましょう。化石燃料を
利用した発電システムの場合、発電プラントでの
投入エネルギーを得るために、日本の場合は、国
外から石炭や石油、天然ガスといった資源を輸入
しています。家庭へ電力が供給されるまでには、
発電プラントに化石燃料が投入され、電力に転換、
そして高圧ケーブルを用いて発電プラントから変
電所まで送電、それらを変電所で低圧に変換して
家庭へ配電し、エアコン機器で温風または冷風と
いった「有効エネルギー （useful energy）」に転
換されます。
　国外での化石燃料採掘段階から家庭での機器利
用によって有効エネルギーを得るまでの全ての段
階において、エネルギーのロス（＝損失）が発生し

ます。逆にいえば、この全ての損失が生じる過程
で技術的な省エネルギー（効用を得るためにエネ
ルギー投入量を減らすこと）が行えるのです。
②経済的省エネルギー
　エネルギーの生産から転換、そして需要に至る
プロセスでの技術的省エネルギー以外にも、国ま
たは特定企業の生産活動にかかわる効率性を把握
する目的で、経済的省エネルギーの指標を用いる
ことが多くあります。具体的には、一国の GDP
や金額に換算した特定産業の付加価値を得るため
に、どの程度のエネルギー量が投入されるかを指
標として形成するものです。
　前項で概観した技術的省エネルギーの考え方で
は、鉄やセメントといった産業や、発電における
転換効率という特定の産業プロセスでのエネル
ギーの効率的利用を把握する上で有効です。一方、
技術的省エネルギーに加えて、消費者の省エネル
ギー行動や産業構造の変化、そして経済発展に伴
うライフスタイルの変更といった技術的側面では
計れない効率の改善を測ることも、一カ国のエネ
ルギー効率の利用という観点から重要です。これ
に対応するために、GDP あたりのエネルギー消
費量として指標化されるのが、「エネルギー消費
の GDP 原単位」です。

　一定の付加価値を生み出すために必要なエネル
ギー消費を示すのが、エネルギー消費の GDP 原
単位です。分母に利用されている GDP は、経済
活動の結果として創出された付加価値の総和で、
一カ国における活動指標を把握するために有効で
す。すなわち、それに対応するエネルギー消費量
を見ることで、マクロレベルでの一カ国の活動に
対応するエネルギーの効率を把握することが可能
です。
　GDP 原単位は、分かりやすいことから、国際

エネルギー消費の
GDP 原単位 =

エネルギー消費
　　　　　　　　　

GDP

エネルギー効率 =
エネルギー消費

　　　　　　　　　　
活動（または効用）
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比較や国の計画目標で利用されます。エネルギー
消費の GDP 原単位を国際比較した場合（資料③
参照）、日本の水準は、OECD 諸国の中で最も小
さい国であり、アメリカは日本の1.7倍、英国は
0.95倍、ドイツは1.1倍、フランスは1.2倍、韓国
は2.7倍、そして、新興国と比較すると、インドは
4.7倍、中国は4.8倍におよびます。
　単純比較によると、日本のエネルギー効率は世
界で最も高い国です。しかしながら、マクロレベ
ルでの比較では、国による産業構造の違いや、気
候の相違による冷暖房機器の利用の違い、そして
エネルギー価格の違いによるエネルギー消費形態
の相違など、技術的な要因以外で各国のエネル
ギー需要に与える影響を考慮することができませ
ん。産業構造のより具体的な例としては、鉄鋼や
石油化学、造船、紙パルプなどのエネルギー多消
費産業への依存が高い国と、サービス産業への依

存が高い国との比較では、前者の省エネルギーの
GDP 原単位のほうが高くなるため、一カ国のエ
ネルギー効率を測るにあたって、一つの指標で比
較するのは難しいのです。
　省エネルギーの GDP 原単位を国際比較する場
合、原単位の分母にあたる GDP の換算にも注意
が必要です。国際比較を行うにあたって、分母に
用いる GDP は共通の通貨と物価水準で表すこと
になります。ここでの共通通貨としては、各国通
貨を米ドルに換算したものを適用し、それらを
2000年の物価水準に調整しています。だたし、
市場取引では途上国の為替レートが米ドルに対し
て過小評価され、先進国のそれが過大評価される
ため、途上国の為替レートは米ドルに対して小さ
い水準で決定されます。つまり各国の通貨水準で
示される GDP から換算した場合には、途上国は
過小評価した水準で表されることになります。

0

1

2

3

4

5

6

日本 米国 英国 ドイツ フランス 韓国 インド 中国

為替レートベース 購買力平価ベース

資料③　日本の GDP あたりの一次エネルギー消費原単位を
1としたときの国際比較（2013年）
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　このような問題を解消するために、為替レート
ではなく、購買力平価水準の GDP を分母に用い
て省エネルギーの GDP 原単位を作成することが
適切であるとの議論もあります。購買力平価とは、
ある国で特定の価格で買える商品が、他の国であ
ればいくらで買えるかを表す交換レートのことで
す。例えば、オレンジ一個が日本では100円で購
入でき、アメリカでは1ドルである場合には、1ド
ル＝100円が換算レートになります。そしてこの
考えを全ての財やサービスに拡大して計算された
ものが購買力平価です。
　資料③（P6参照）の緑色の棒グラフは、購買力
平価を用いた GDP を分母にした省エネルギーの
GDP 原単位の国際比較を示したものです。図が
示すとおり、為替レートを用いた比較（青色の棒
グラフ）では、日本の GDP 原単位は世界で最も
優れた（エネルギー効率の高い）水準を提示して
いますが、購買力平価での計算では、必ずしも日
本が最もエネルギー効率の高いわけではないこと
が分かります。また、途上国との GDP 原単位の
比較でも為替レート換算の GDP 原単位と比較し
て、日本との差が小さくなっていることが分かる
でしょう。
③節電：セーブ、ピークシフト、ピークカット
　2011年の東日本大震災以降の電力の供給制約
に対応するために、夏場と冬場に節電に向けた努
力が政府ならびに電力事業者から消費者へ要請さ
れています。具体的な意味をここで確認してみま
しょう。
　電力の需要は社会経済状況や気候の変化に伴っ
て、時々刻々と変化しています。時間帯によって
異なる一日の電力需要の変化を連続的に示したも
のを電力の負荷曲線といいます。夏場は、12時
から14時のエアコン需要が最大になる時間帯に
負荷曲線の最も大きい水準（ピーク）が生じ、冬場
には、暖房需要や照明、家庭での夕食の準備が始
まる18時から19時に負荷曲線がピークに達しま

す。この負荷曲線がピークに達した時間帯に供給
を賄えるように、発電設備の供給量（設備容量）を
計画することになります。
　しかしながら、震災以降、日本の電力供給のベー
スの役割を担ってきた原子力の稼動が制約されて
おり、夏・冬ともにピークの時間帯に供給する充
分な電源の設備が確保できないリスクが顕在化し
ました。
　こうした電力のピーク時間帯における供給制約
に対応する手法としては、①セーブ （save）、②
ピークシフト （peak shift）、 そして③ピークカッ
ト（peak cut）の3種類があります。
　先述したとおり、節電とは “energy conservation/
saving” が示すように、行動の変化による電力の
消費量の削減による対応（セーブ）も可能ですが、
供給制約への対応という観点から、ピーク時間帯
における電力の消費量を他の時間帯に移行させる
こと（ピークシフト）、そして例えば、夏場の冷房
需要を賄うために、電力から他のエネルギー源に
エネルギー源を変更することで、ピーク時間帯の
電力需要を削減すること（ピークカット）も、節電
が意味するところです（資料④ P8参照）。
　資料④の図が示すとおり、「セーブ」の手法とは、
ピークの時間帯のみならず一日を通して、省エネ
ルギー「行動」、すなわち機器の使い方の変更に
よって電力の需要量自体を削減する方法です。家
庭でできるセーブの具体的手法としては、夏場の
エアコンの設定温度を高く設定することや、こま
めに消灯すること、冷蔵庫の設定温度を高めにす
ること、そして無駄なコンセントを抜くことなど
があげられます。同様に、企業でもエアコンの設
定温度の変更や、昼休みの時間帯に照明を消灯す
ること、そして、照明用の電球の間引きを行うこ
とで、電力需要を「セーブ」できるのです。
　「ピークシフト」の手法は、特に電力消費の大き
い工場などで、操業時間を電力需要が集中しない
夜間に行うこと、平日から休日に操業日を移行さ
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資料④　電力の使用量ピークを減らす方法

1. セーブする方法 2. シフトする方法 3. カットする方法
他燃料

せることがこれに相当します。
　家庭でも、例えば夏場のピーク時間帯に行って
いた洗濯や調理などを夜の時間帯に「シフト（移
行）」させることで、ピーク時間帯の電力需要削減
に貢献できるのです。
　三つ目にあげた「ピークカット」の手法も、ピー
ク時間帯の電力消費を削減する意味で効果があり
ます。例えば、夏場の冷房として電気によるエア
コンからガス主体のヒートポンプに変更し、ガス
の需要にシフトすることで電力のピークを削減で
きます。
　ただし、これらの節電対応策のうち、「ピーク
シフト」と「ピークカット」の手法のみを用いた場
合、一カ国のエネルギー利用全体として捉えると、
必ずしもエネルギー消費の減少につながってはい
ない点に注意が必要です。
　以上、さまざまな定義がある省エネルギーです

が、他のエネルギー供給手段と比較して、相対的
に低コストで迅速に対応が行える省エネルギーの
推進は、重要なエネルギー資源として捉えること
ができます。特に今後、日本に住む人々がエネル
ギー供給制約リスクを考慮し、資源としての省エ
ネルギーを、電力やガスの需要が集中する時間帯
やその他の時間帯にも継続することが、一層重要
になっていくでしょう。
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　世界と比べた場合の日本の省エネルギーの水
準はどれくらいなのでしょうか？まずは日本の
省エネルギー水準について、一次エネルギー消
費量を国内総生産（Gross DomesticProduct: 
GDP）で除した数値（これをエネルギー GDP 原
単位と呼ぶ）を用いて検証してみたいと思いま
す。
　エネルギー GDP 原単位とは、“ ひとつの生産
物やモノを作るのに、どれくらいのエネルギー
を使ったのか ” ということを表した数値です。
したがって、この数値が小さければ小さいほど、
エネルギー効率が良いということを意味します。
資料④は2013年の主要国のエネルギー GDP 原
単位を比較したもので、日本のエネルギー GDP

原単位を100とした場合の他国の水準を示して
います。例えば、中国の値は日本の100に対し
て483であり、これは中国が日本の約5倍のエ
ネルギー原単位である（中国よりも日本は約5倍
エネルギー効率が良い）ということを意味しま
す。同じく、日本の100に対して世界全体の平
均数値は234なので、日本の2.3倍のエネルギー
GDP 原単位である（世界平均よりも日本のエネ
ルギー効率は約2倍良い）ことがわかります。
　次に、エネルギー GDP 原単位の過去の推移を
見てみたいと思います。資料⑤（P10）は1971
年からの各国のエネルギー GDP 原単位の推移
ですが、日本のエネルギー GDP 原単位が40年
間最も低い水準（エネルギー効率が最高水準）で
あることがわかります。これが、日本が省エネ
大国として世界からも注目されるゆえんである

資料④　2013年の主要国のエネルギー GDP 原単位の比較

100 94 110 114 123 150 169 180
271 292

466 470 483
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（出所）日本エネルギー経済研究所、「エネルギー・経済統計要覧2016」より筆者作成
　（注） 各国の一次エネルギー消費量（石油換算トン）を各国の GDP（2010年価格百万米ドル）で叙した数値を、日本の値を100

とした場合のインデックスの数値。

＜執筆者＞小川　順子
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
地球環境ユニット
地球温暖化政策グループ　研究主幹　

第二章 世界をリードする日本の省エネルギー

はじめに〜省エネの国際比較〜
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資料⑤　主要国のエネルギー GDP 原単位の比較（1971-2012）
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ドイツ

ロシア

ウクライナ
中国

インド

OECD

非OECD

日本

世界

(石油換算トン/2010年価格百万米ドル)

1971 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
（（出所）日本エネルギー経済研究所、「エネルギー・経済統計要覧2015」より筆者作成

資料⑥　日本の最終エネルギー需要の推移

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1,
00
0億
kc
al

400,000

1965 1980 1990 2000 2013

非エネルギー

貨物

旅客

業務

家庭

製造業

非製造業

運輸24.6%

民生28.4%

産業45.8%
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（出所）日本エネルギー経済研究所、「エネルギー・経済統計要覧2015」より筆者作成
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といえます。それでは、なぜ日本がこれほどま
でに省エネルギーの推進を達成することができ
たのでしょうか？この疑問について、次の節で
考えてみたいと思います。

　本節では、日本のエネルギー需要の特徴を概
観し、さらにエネルギー効率改善の歴史を振り
返ることによって、日本の省エネルギーの実態
を知る手掛かりを探りたいと思います。
・日本のエネルギー需要の特徴
　日本の最終エネルギー消費は、大きく分けて、
産業部門（農林、水産、建設、工業、製造業）、民生

（家庭、業務）、運輸（旅客、貨物）、非エネルギー
部門（原材料などのエネルギー用途以外として消

費されたもの）から構成されています。資料⑥
（P10）は最終エネルギー消費の歴史的な趨勢を示
し た 図 で す が、1965年 時 点 で は 産 業 部 門 が
62.5%、次いで民生部門が17.6%、運輸部門が
17.2% と産業部門が圧倒的に大きい割合を占め
ていることが分かります。これは第二次世界大戦
後の高度経済成長において、産業部門の中でも、
重厚長大産業を中心としたエネルギー需要の急増
によってもたらされたものです。しかし、この急
激なエネルギー需要の増加傾向は1970年代の二
度にわたる石油危機を契機に終焉を迎え、各工場
では省エネ対策を進めるとともに、日本の産業全
体としては、エネルギー多消費産業からエネル
ギー寡消費産業への転換（組立加工型産業やサー
ビス型産業へ）がなされることとなりました。し
かし1980年代後半からは省エネルギー対策が一

資料⑦　部門別エネルギー原単位の推移
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（出所）日本エネルギー経済研究所、「エネルギー・経済統計要覧2015」より筆者作成
各部門の原単位構成は以下の通り
・産業部門原単位：製造業エネルギー消費量 /IIP( 鉱工業生産指数 )　・家庭部門原単位：家庭部門エネルギー消費量／世帯数
・業務部門原単位：業務部門エネルギー消費量／床面積 ・運輸部門 ( 旅客 ) 原単位：旅客部門エネルギー消費量／人 km
・運輸部門 ( 貨物 ) 原単位：貨物部門エネルギー消費量／トン km

日本のエネルギー需要と省エネルギーの進展
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巡した上に、国際的にもエネルギー価格が低下し、
エネルギー消費は緩やかな増加傾向に転換しま
す。特に、民生部門では経済成長を背景に、電気
機器の普及・高機能化、運輸部門では鉄道やバイ
クから自動車へのモーダルシフトによって、顕著
な伸びを示しました。
　この結果、2013年までの各部門のエネルギー
消費量は、産業部門がほぼ横ばいで推移している
のに対し、運輸部門と民生部門では顕著な伸びが
見られ、最終エネルギーの部門構成は、1960年
代と比べ産業部門が大幅にその割合を減らし、代
わりに民生部門と運輸部門が伸びることとなりま
した（2013年の部門別構成は、産業部門45.8%、
民生部門28.4%、運輸部門24.6%）。
　次に部門別のエネルギー効率（エネルギー消費
原単位）の推移に着目してみたいと思います。資
料⑦（P11）は1965年から現在までの各部門にお
けるエネルギー消費原単位の推移を示しています
が、運輸部門（旅客）と家庭部門でエネルギー効率
が悪化しています。運輸部門においては、自動車
や飛行機の燃費は向上したものの、旅客輸送量の
急増と公共交通機関から乗用車へのモーダルシフ
トの加速化が原因です。家庭部門においては、核
家族化、家電製品の多様化と大型化などの生活様
式の変化が、特に動力・照明用の電力の消費増大
を招き、エネルギー効率の悪化要因となりました。
他方、運輸部門（貨物：主にトラックや船）は横ば
い、業務部門と産業部門が改善傾向にあります。
特に1960年代からの改善率においては、産業部
門が最も大きいことが分かります。
　以上の分析から、産業部門は経済成長を維持し
ながら、エネルギー消費総量を抑制してきたこと、
すなわち、エネルギー効率の大幅な改善の達成に
成功したことを垣間見ることができます。日本全
体の省エネルギー推進においては、産業部門の努
力が大きく貢献してきたといっても過言ではない
といえます。それでは、次に、産業部門で省エネ

が進んだ具体的な要因についてデータを基に考え
てみたいと思います。
・産業部門の省エネルギー促進の要因
　資料⑧（P13）は製造業におけるエネルギー消費
増減の要因を定量化したものです。要因のうち、
生産量増減の影響は白い棒グラフ、エネルギー原
単位増減の影響は黒い棒グラフ、産業構造変化の
影響は灰色の棒グラフ、そしてエネルギー消費の
前年比変化量を折れ線グラフで示しています。
　1965年から1970年代初頭は戦後の後期高度
成長期後半、いわゆる “ いざなぎ景気 ” にあたり、
重厚長大産業を中心として経済が発展した時期で
した。経済成長による生産量の増加により、エネ
ルギー消費量も大幅に増加しました。
　1970年 か ら1980年 代 初 頭 は、1973年 代 と
1979年の二度にわたる石油危機による原油価格
高騰を契機に、1980年代初頭に官民あげたエネ
ルギー利用の効率化に大きく舵を切りました。こ
の結果、同期間ではエネルギー消費原単位の改善
が、エネルギー消費の減少に大きく貢献している
ことが見て取れます。これにより、生産量を増加
させながらエネルギー消費量を削減することに成
功しました。この努力を継続すべく1979年に「エ
ネルギーの使用の合理化に関する法律」が策定さ
れました（次節で詳しく説明）。
　1980年代中盤から1990年代中盤では、1985
年のプラザ合意によって円高が加速するととも
に、原油価格も急落することによって日本のエネ
ルギー輸入価格は大きく下がりました。他方、石
油危機の経験から、エネルギー価格水準が低く
なっても、引き続き省エネルギーの努力が行われ
ました。石油危機の混乱から立ち直り、1980年
代後半からバブル経済の到来で著しい経済成長を
経験しましたが、エネルギー消費量は、高度経済
成長程の大きな増加には至りませんでした。
　1990年代中盤から2000年代の特徴として、地
球温暖化問題が台頭してきました。国連気候変動
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枠組条約は、1997年に京都において第三回締約
国会議を開催し「京都議定書」を策定しました。
これは、先進国の温室効果ガスの削減を義務付け
るものであり、日本に対しても基準年比6% 削減
が義務付けられました。目標達成のために日本は
さらなる省エネルギーの道へと進むことになり、
引き続きエネルギー原単位を継続的に改善してい
き、同期間のエネルギー消費量は減少しました。
　2011年から現在までの特徴は、東日本大震災
を契機とした電力危機の到来です。電気は基本的
には、効率的な貯蔵方法が存在しないため（貯蔵
方法は技術的には存在するが、膨大なコストが発
生する）、常に消費に見合った量を発電し消費者
に送り届けなければならない状態にあります。し
かし、原子力発電所が停止してしまい、電力をつ
くる設備が足りなくなったため、電力が集中的に
使われる時間帯を分散することが求められまし

た。従来の省エネルギー対策は一単位の生産に必
要なエネルギー使用量を減らすことが究極の目的
でしたが「一日の中でいつエネルギーを使うの
か」という時間の概念が登場したことは、日本の
省エネルギー政策の歴史の中でも大きな転換点に
なったといっても過言ではありません。日本では
既に省エネルギー水準は世界一であり、省エネ余
力はほとんどないと思われていました。しかし、
大規模な省エネ設備投資を行いつつ、エネルギー
利用方法を工夫することによって、さらなる省エ
ネルギーを達成したのです。例えば、稼働率の低
い機械は運転を取りやめ、他の機械で時間延長し
て生産する、不必要に明るかったオフィスの照明
を間引き、休み時間の消灯、エアコンの室外機に
よしずを取り付ける、窓に日よけ又は遮光フィル
ムを貼る等々といった幅の広い対策の実施に官民
あげて取り組んだのです。このような緊急事態を

資料⑧　製造業におけるエネルギー消費増減の要因分析
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（出所）EDMC エネルギー・経済統計要覧 2015年度版より筆者作成
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受け、2011年は年率5% という大きなエネルギー
原単位の改善を記録しました。
　1960年代から現在までの期間全体でみると、
産業部門は石油危機以降、継続的にエネルギー効
率の改善に取り組むことによって、経済成長を達
成しながらエネルギー消費を横ばいに維持するこ
とに成功したといえます。

　前節で見てきたように、日本は、1973年と
1979年の二度にわたる石油危機による原油価格
の高騰と経済的な混乱（1974年の GDP は戦後初
のマイナス成長となった）は、省エネルギー政策
に対する意識を大きく変えるのに十分な出来事で
した。また、原料やエネルギー資源の乏しい日本
においては、製造過程で消費される資源エネル
ギーをいかに減らしていくのかという点が、国家
ならびに企業の最優先課題の一つとなりました。
そこで本節では、産業部門を対象とした主要法制
度および産業部門の具体的な取り組みについて見
ていきたいと思います。
・省エネルギー関連政策
　石油危機を契機に、政府は省資源、省エネルギー
を国家の第一優先事項として「エネルギーの使用
の合理化に関する法律」、「電源三法」、「石油代替
の開発および導入の促進に関する法律」を相次い
で執行しました（資料⑨ P15参照）。
　この三つの法律の中で、日本の省エネルギー推
進に特に重要な法律が「エネルギーの使用の合理
化に関する法律」（省エネ法）です。省エネ法は
1979年に策定されましたが、これまでに幾度の
改正を通して強化を実施し、産業をはじめとして、
段階的に業務、運輸、家庭部門へも対象範囲を拡
大していきました（資料⑩ P16）。
　特に、産業部門においては、1979年の法律策
定当初から主要な対策分野として位置付けられ、

法改正のたびに対象範囲の拡大や具体的な省エネ
促進手順および目標水準を段階的に強化してきま
した（資料⑪ P17~18参照）。例えば、1998年の
改定では、京都議定書が採択された1997年以降、
地球環境問題への対応が大きな課題との認識が強
くなりました。日本は、温室効果ガスの排出量を
2008年から2012年までの第一約束期間に基準
年排出量と比べて6％削減することが定められま
した。この目標を達成するために、政府は地球温
暖化対策推進大綱に基づいてさまざまな対策・施
策を進めることとなりましたが、エネルギー起源
の二酸化炭素は、基準年の温室効果ガス総排出量
に比べ増加しており、目標達成に向け、さらに多
くの努力が不可欠な状況でした。このような背景
を踏まえ、さらなる省エネ促進のために、抜本的
な強化を実施しました。それまで、エネルギーの
使用状況の記録とチェックを中心としていたもの
が、具体的な省エネ努力の数値としての工場ごと
の定量的努力目標の導入（エネルギー効率を毎年
1% 以 上 改 善 ）、大 規 模 工 場（1998年 当 時：熱
3000㎘以上もしくは電気1200万 kWh 以上の第
1種エネルギー管理指定工場）に対する中長期計
画（3年～ 5年先の具体的な省エネ対策およびそ
の効果見込みなどの説明）の策定が義務付けられ
ました。また、省エネ法の対象範囲を拡大するた
めに、第2種エネルギー管理指定工場（当時：熱
1500㎘以上もしくは電気600万 kWh 以上）の区
分を創設しました。直近の改正では、2011年の
東日本大震災を契機とした電力需要ピーク緩和対
策にも対応するために、2013年の法改正におい
ては、法の名称そのものを「エネルギーの使用の
合理化に関する法律」から「エネルギーの使用の
合理化等に関する法律」に変更しました。この改
正の大きなポイントは「ピーク時の系統電力の使
用を減らす取り組みを省エネ法の中で評価するこ
とになった」という点です。時として「エネルギー
の使用の合理化」と「電力需要のピーク対策」は相

産業部門の省エネルギー対策
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資料⑨　石油危機時に導入された省エネルギーに関する法律

通称 正　式　名 導入年 概　要

電源三法
電源開発促進税法

1974 火力発電以外の発電所の立
地、建設を円滑に進め、長期
的な電力の安定供給を図るた
め、発電所を受け入れてくれ
る地域に交付金を支給し、地
域振興も併せて行う電源立地
を目的に制定された。

電源開発促進対策特別会計法
（現 特別会計に関する法律）

発電用施設周辺地域整備法

省エネ法 エネルギーの使用の合理化に
関する法律（現 エネルギーの
使用の合理化等に関する法
律）

1979 内外のエネルギーをめぐる経
済的社会的環境に応じた燃料
資源の有効な利用の確保と工
場・事業場、輸送、建築物、機
械器具についてのエネルギー
の使用の合理化を総合的に進
めるための必要な措置を講ず
ることを目的に制定された。
工場事業場における省エネル
ギー対策はステップバイス
テップで強化されている。

代エネ法 石油代替エネルギーの開発及
び導入の促進に関する法律

（現 非化石エネルギーの開発
及び導入の促進に関する法
律）

1980 非化石エネルギーの開発及び
導入を総合的に進めるために
必要な措置を講ずることを目
的に制定され
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反します。例えば、需要家が工場設備を省エネ型
に更新する場合は「エネルギーの使用の合理化」
と「電力需要のピーク対策」の両方に効果があり
ます。他方、操業を夜間にシフトする、蓄電池や
自家発電などを稼働させるといった場合は「電力
需要のピーク対策」には効果がありますが、エネ
ルギー効率という観点からは逆効果の場合も多々
あります。この相反する点について、省エネ法改
正の時点で専門家の間で、多くの議論がなされま
した。最終的に、省エネ法に基づく指針「工場等
における電気の需要の平準化に資する措置に関す
る事業者の指針」においては、自家発電について

「電気需要平準化時間帯において、政府が電気の
需給の逼迫を知らせる警報を発令するなど、電気
の需給の逼迫が予想される場合には、電気需要平
準化を優先し、発電出力の増加に努めること」と
しました。つまり、二つの対策が相反する場合、

平常時には「エネルギーの使用の合理化」を優先
するが、電力需給が逼迫するような差し迫った場
合には「電力需要のピーク対策」を優先するとい
うことで決着したのです。エネルギー使用の合理
化を大前提の目的としてきた省エネルギー法の長
い歴史の中で、エネルギーの使用に関する時間的
概念を取り入れた本改定は、日本の省エネルギー
政策の大きな転換点であったといっても過言では
ありません。
　以上のように、日本では、その時々の情勢にあ
わせた法改正を行ってきました。さらに政府は規
制を強化するのみならず、企業が省エネ設備投資
をしやすくするため、省エネ設備に対する投資減
税や投資税額控除制度などの助成措置もあわせて
実施しました。規制と支援の両輪で省エネルギー
政策を進めてきたことが日本の省エネ政策の特徴
であるといえます。

資料⑩　省エネルギー法の対象範囲

（出所）資源エネルギー庁
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資料⑪　省エネ法における産業分野に関わる改正

背景 内容

1979年制定 二度の石油ショックを
契機に省エネの取組を
進めるため制定。

・ 省エネのガイドラインを示し、大規模工場に
対しエネルギー管理者（エネルギー管理士国
家資格が必要）の選任とエネルギー使用状況
の記録を義務付け。必要に応じ、国が勧告等
を実施。

1993年改正 1992年リオデジャネ
イロで地球サミット開
催。地球環境問題への
関心が高まり改正。

・ 法目的について、エネルギー安全保障に加
え、地球環境問題の観点からも省エネを行う
旨規定。

・ エネルギー管理指定工場に対しエネルギー
使用状況の定期報告を義務付け。1998年

1998年改正 内外のエネルギー消費
量の著しい増加と地球
環 境 問 題 の 顕 在 化

（1997年京都議定書策
定）を背景に改正。

・ 工場ごとの定量的努力目標の導入（エネル
ギー効率を毎年1% 以上改善）

・ 第1種エネルギー管理指定工場（熱3000kl
以上もしくは電気1200 万 kWh 以上）に準
じ、第2 種エネルギー管理指定工場（熱
1500kl以上もしくは電気600万kWh以上）
の区分を創設。

・ 第1 種工場に対し中長期計画の提出を義務
付け。第2 種工場に対しエネルギー管理員

（国家資格不要）の選任とエネルギー使用状
況の記録を義務付け。

2002年改正 民生業務部門のエネル
ギー消費の著しい増加
を背景に改正

・ 第1種工場の指定対象を製造業等5 業種か
ら全業種に拡大（ただし、新たに対象になっ
たオフィスビル等ではエネルギー管理員の
選任でよいとした）。

・ 第2種工場に対しエネルギー使用状況の定
期報告を義務付け。
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背景 背景

2005年改正 京都議定書発効（2005 
年） を受け、各部門の
省エネを一層進めるた
め改正。

熱と電気を区別して管理を求めていたとこ
ろ、熱と電気の一体的な管理を要求。それに
伴い、エネルギー管理指定工場の区分を変更
し、義務対象工場数が拡大。

2008年改正 京都議定書約束期間の
開始を受けて、日本の
目標を達成するための
手順を記した「京都議
定書目標達成計画」の
策定。京都議定書の目
標を達成すべく、省エ
ネ法の対象範囲を拡大
するために改正。

・ 従来からの工場・事業場単位から、事業者単
位規制及びフランチャイズチェーン単位で
の管理に変更することによって、規制対象の
カバー率を拡大・フランチャイズチェーン本
部を規制することで、業務部門のカバー率を
拡大（1 割⇒ 5 割）

・ 省エネルギー対策に、事業者の意思決定者
（マネージメント）の関与を義務付けたエネ
ルギー管理統括者の新設。

・ 主要製造業におけるセクター別ベンチマーク
の創設および分布の平均値、標準偏差の公表。

・共同省エネルギー事業の創設

2013年 年東日本大震災（2011 
年） を発端とした電力
需給逼迫に直面し、国
民各階各層の省エネル
ギーの推進に加え、電
力ピーク対策に対応す
るために改正

・法目的について、従来からのエネルギーの使
用の合理化（＝エネルギー効率の改善による
化石燃料の有効利用の確保）に加え、電力需給
バランスを意識した（＝ピーク対策等時間の
概念を含んだ）エネルギー管理を実施すべく、
電気需要の平準化の推進を追加。
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・産業部門の省エネルギー努力
　産業部門の省エネルギーは、資料⑦（P11）でも
明らかなように、これまでに大きく改善してきま
した。本節では産業部門における省エネルギー努
力について、産業部門のエネルギー消費量の中で
最も大きな割合を占める鉄鋼業（製鉄所）を例に、
振り返ってみたいと思います。
　まず、エネルギー効率を向上させるためには、
二つの方法があります。エネルギーを使用する機
器の使い方や操業方法を工夫すること（エネル
ギー管理）と、エネルギーを使用する機器そのも
のの効率を向上させること（機器の効率）です。
　資料⑫（P20）は鉄鋼業における1965年から
2013年までのエネルギー消費量、エネルギー原
単位、および粗鋼生産量の推移です。1973年の
第一次石油危機以降、エネルギー原単位が大きく
低下していることが分かります。第一次石油危機
から第二次石油危機までの間は、高騰する燃料費
を削減するために、まずは設備投資などの大きな
費用が伴わない操業改善が行われました。これは
当時の製鉄所に操業改善の余地が大きく残されて
いたことや、石油の高騰が一過性であると考えら
れていたことが主な理由でした。操業改善とは、
例えば、生産ラインにおいて製品や原料が到着す
る待ち時間中も機械が動いていた場合、その間の
無駄な工程を発見し、その工程を省くことによっ
て待ち時間を短縮し、待機中のエネルギーを削減
することなどです。また、製鉄所では石炭をコー
クス炉の中で蒸し焼きにして、高炉で使用する原
材料の一つであるコークスを製造しますが、この
際のコークス炉の温度管理（燃焼管理）によって
はコークスの質も変わってきますし、必要なエネ
ルギー量も変わってきます。そこで、コークスの
質を保ちながら省エネルギーを達成する最適な燃
焼温度の管理が必要となります。このような燃焼
管理方法の見直しもエネルギー管理に該当しま
す。

　これはほんの一例ですが、大規模な設備投資を
しなくとも、現在ある設備の使い方を工夫するこ
とによって、省エネルギーを実現するのがエネル
ギー管理です。省エネといえば、省エネ機器や省
エネ設備を導入することで達成できるというイ
メージがあるかもしれませんが、実際にはこうし
た適切なエネルギー管理による省エネ量も意外と
大きいといえます。第一次石油危機から第二次石
油危機までの期間は、このように細々としたエネ
ルギー管理方法の改善の積み重ねでエネルギー効
率の大幅な改善を達成しました。
　続く1979年の第二次石油危機には、エネルギー
管理方法の見直しが一段落し、なおかつ二度目の
原油価格高騰であったため、企業も抜本的な対応
の必要性に迫られました。また、政府による省エ
ネルギー設備投資への特別償却や投資減税などの
資金的な支援も行われました。こうした要素が相
まって、この時期、製鉄所は、排熱をエネルギー
として活用するなどの省エネ設備投資を次々に行
いました。
　製鉄工場の装置の省エネ技術の一例としては、
コ ー ク ス 乾 式 消 火 設 備（CDQ ： CokeDry 
Quenching）の開発があげられます。製鉄工程の
中の一つである原料処理では、コークス炉から押
し出された赤熱コークスは散水冷却され、その冷
却に用いた水は水蒸気となり大気中に放散されて
いました。さらに赤熱コークスの熱エネルギーは
水の蒸発熱として失われるとともに水も大量に消
費し、コークス粉塵が大気中に飛散するという問
題も生じていました。この点に着目し、赤熱コー
クスの熱を有効利用し、かつ粉塵の飛散防止と水
利用の低減の達成を可能にしたのが CDQ です。
閉鎖された炉内に化学反応を起こしにくい不活性
ガスを循環させることによって赤熱コークスを冷
却するため、コークス粉塵の飛散がなく、かつ放
散されていた赤熱コークスの熱エネルギーがボイ
ラーにおいて水蒸気として回収され利用されるの
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です。当時の日本では、省資源・省エネルギーの
みならず、環境問題に対する世間の関心も高く

（1960年代は四日市喘息や第二水俣病が社会問
題として大きく取り上げられ、1970年には光化
学スモックが東京で初めて確認された）、CDQ
の導入は、公害対策、化石燃料使用量・二酸化炭
素排出量の低減を同時に達成できる対策として、
莫大な初期費用を要するものの、その技術は急速
に普及するに至りました。
　以上は鉄鋼業の例ですが、その他の主要製造業
もそれぞれの工場による適切なエネルギー管理、
そして省エネルギー技術開発・普及によって、生
産量を増加させながら、エネルギーの消費量を減
らしていくことに成功したのです。

　単純に考えれば、全ての産業をエネルギー消費
の少ないものに転換すれば日本はもっとエネル
ギー消費を減らせるかもしれません。例えばエネ
ルギー多消費型の重厚長大産業から、エネルギー
寡消費産業（主にサービス産業）に転換すれば良
いのかもしれません。しかし、実際の経済では、
省エネルギーの観点から産業政策が決まるのでは
ありません。また、日本の素材系産業の多くは、
現在もなお、世界トップクラスの品質を保った製
品を世界中に供給しています。例えば日本の鉄鋼
業は、高張力鋼という強度の高い特殊な鉄の生産
を得意としており、この高張力鋼は車の車体部分
に使われています。強度が高い鉄のため、普通の
鉄やアルミよりも薄い車体を作ることができ、車

資料⑫　鉄鋼部門のエネルギー消費とエネルギー原単位
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まとめ
―省エネトップランナーの世界での役割―
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体部分が軽量化されることによって自動車の燃費
の改善に貢献します。エネルギーを多く使う産業
であっても、世の中に必要とされる製品であるな
らば、日本国内で生産を続けていくべきだといえ
るでしょう。したがって、真の省エネを目指す場
合には「より少ないエネルギー消費で同じ1単位
の製品をつくる方法」を模索し、実施することが
必要といえます。こういった観点から、日本は、
絶え間ないエネルギー利用の効率化を実践した結
果、世界トップクラスの省エネルギー水準を達成
してきました。
　他方、世界に目を向けると、エネルギー需要、と
りわけ化石燃料需要は、経済の拡大とともにアジ
ア地域を中心に増大し続けることに疑いの余地は
ありません。発展途上国の経済成長に伴い、いま
だかつてないほどの急激な化石燃料需要の増加は、
エネルギー供給量を凌駕するのではと懸念されて
います。また、同時に化石燃料使用の増加は、地球
温暖化問題においても重要な問題です。これから
世界は、経済成長、エネルギー安定供給の確保、環
境問題の同時解決に直面しなくてはなりません。
このような状況下では、技術・制度設計面で優位に
立つ日本が果すべき役割は極めて大きいといえま
す。日本がこれまで蓄積してきた技術を含めた省
エネルギー対策のノウハウは、日本の国際エネル
ギー戦略の重要な柱となるはずです。
　現在までに、日本の優れた省エネ政策や技術を
世界に普及するために、日本政府、政府系銀行・団
体、民間企業などのレベルでさまざまな取り組み
が行われてきました。最近では、日本の省エネル
ギー政策や技術に対する関心のさらなる高まりか
ら、多国が参加する国際機関の取り組みにおいて
日本の事例を共有する動きも出てきています。例
えば、2008年の G8青森エネルギー大臣会合にお
いて「国際省エネ協力パートナーシップ（IPEEC ： 
International Partnership for Energy Efficiency 
Cooperation）」というアメリカ、EU、ロシア、中国、

インド、日本などの世界主要21カ国が参加する省
エネルギーに関する制度や先進事例に関する情報
交換などを通した自主的な省エネ取り組みを支援
する国際協力の枠組みの設立が提案され、2009年
の G8ローマエネルギー大臣会合において正式に
発足しました。現在、日本政府は、IPEEC の具体
的な活動の一つとして、日本の省エネ法に基づく
制度（エネルギー管理義務付け、エネルギー管理士
など）をはじめとした各国の省エネルギー政策や対
策の情報を共有することによって、世界各国のエ
ネルギー管理制度構築に貢献することを目的とし
た「エネルギー管理行動ネットワーク」（EMAK：
Energy Management Action NetworK）を主導
しています。EMAK では、これまでに、中国、イン
ド、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フランス、
日本において、省エネ対策普及活動のためのワー
クショップを開催し、日本の優れた省エネ制度・技
術、そして企業の取り組みの具体例を世界に広め
ています。
　エネルギー純輸入国として経験した石油危機、
世界でも類を見ない電力危機、そしてそれを乗り
越えた日本の努力の軌跡を振り返ると、日本は紛
れもなく世界の「省エネルギートップランナー」で
あるといえます。日本が今後も世界の「省エネル
ギートップランナー」としての役割を担っていくこ
とは、日本国内経済の基盤強化につながるととも
に、今後増大する世界のエネルギー消費への対応
に不可欠であるといえます。
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　前回紹介したように、これまで日本では、省エ
ネルギー対策に努めてきた結果、世界に誇れる省
エネルギー国となりました。
　それでは、もう日本では省エネルギーを進める
ことはできないのでしょうか？いいえ、そんなこ
とはありません。新しい技術の開発や新たな使い
方によって「今日からできる」省エネルギーがあ
ります。そこで、これからその事例を紹介してい
きます。

　さて、具体的な事例を説明する前に、家庭にお
いて省エネルギーの余地があるかを見てみましょ
う。資料⑬は、1973年から2013年までの家庭（交

通は除く）における用途別のエネルギー消費量を
示したもので、40年間で2.1倍に増加しています。
特に「動力ほか」（照明、冷蔵庫、掃除機、テレビ
など）の増加が大きく、これは生活を便利にする
さまざまな機器の普及によるものです。また「暖
房用」と「給湯用」のいわゆる “ 熱 ” のためのエネ
ルギー量が多いことが分かります。他方、同期間
の産業におけるエネルギー消費量は0.9倍、交通
におけるエネルギー消費量は1.8倍、業務におけ
るエネルギー消費量は1.7倍となっています。な
お、同期間の GDP は2.5倍に増加しています。
このように、家庭と他の部門とのエネルギー消費
の伸びを比較すると、家庭でのエネルギー消費の
伸びが大きいことが分かり、家庭にはさらなる省
エネルギーの余地がありそうです。

資料⑬　家庭におけるエネルギー消費量の推移（用途別）
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＜執筆者＞佐々木　宏一
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
地球環境ユニット　担任補佐　研究主幹

第三章 「今日からできる」省エネルギー

家庭でのこれまでのエネルギー使用状況
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　また、同じ期間におけるエネルギー源別の消費
量の推移を資料⑭に示します。この図から「電力」
の消費が大きく増加していることが見て取れま
す。私たちの身の回りを見ても、電化製品が増え
ていることを実感できると思います。

　それでは、省エネルギーを実現するためにはど
うしたらよいのでしょうか？これまで示した図
は、日本全国のエネルギー消費を表したものです。
一方、省エネルギーは一人一人の取り組みの積み
重ねの結果です。しかしながら、住んでいる地域
の気候、交通機関、生活のスタイル、世帯の人数、
年齢など、さまざまな条件や環境が一人一人異
なっており、エネルギーの使い方も一人一人異
なっています。そこでまずは「どれくらいエネル
ギーを使っているかを知ることから始める」こと
が大切です。読者の皆さんは、電気やガスの一カ
月の使用量をご存じですか？もちろん請求書には
記載されていますが、さらに、料金や使用量など
の実績を一覧表やグラフで知ることができるサー
ビスもあります。資料⑮（P24）は、東北電力の “ 電
気ご使用量実績照会サービス ” の事例です。この

ようなサービスなどを活用し、エネルギー使用量
の見える化により現状を知ることから始めること
が重要です。
　さらに、エネルギー使用量の見える化を一歩進
めて、家庭の電力消費量を計測して、モニターに
表示・記録するシステムが“省エネナビ”です。「見
えない電気」、「見えないガス」を分かりやすく可
視化することにより、使っている人の実感を高め
て省エネルギーの実践行動を促すことが期待でき
ます。省エネルギーセンターのホームページには
“ 省エネナビ ” に認定されている機器の一覧が表
示されています。資料⑯（P25）は “ 省エネナビ ”
の説明の一例です。

　エネルギーの使用量を知った後、実際にどのよ
うに行動すれば省エネルギーになるのかを考えて
みましょう。エネルギーの使用量は次のように表
すことができます。

※ “ 機器などのエネルギー効率 ” は、単位時間あ

資料⑭　家庭におけるエネルギー消費量の推移（エネルギー源別）
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資料⑮　「電気ご使用量実績照会サービス」の例

出典：東北電力
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たりに使用する電力量（kW/h）や走行距離あたり
の自動車の燃料使用量燃費（km/ℓの逆数）です。
また “ 活動量 ” は使用時間や走行距離です。
　省エネルギー（エネルギー使用量の削減）には

「エネルギー効率の良い機器などの利用（効率改
善）」と「活動量の削減（行動の変化）」の二つの取
り組みが必要で、どちらも重要です。
　まず、だれにでもできることは「行動を変える
こと（活動量の削減）」です。例えば、照明のスイッ
チを小まめに切ることで、不要な照明のエネル
ギーを削減することができます。照明のスイッチ
の操作は簡単ですが、一方で面倒な行動や我慢を
伴う行動もあり、この場合は長続きしないことも
あり得ます。大切なことは “ 続けられる行動 ” に
変化することです。
　省エネルギーのための活動量の削減としては、
例えば “ 人のいない部屋の電気は消す ”、“ 見て
いないテレビは消す ”、“ 自転車で行ける場合は
自動車を使わない ” などがあげられます。これら
の行動により、無駄なエネルギーの使用量を減ら
すことができますし、電気代やガソリン代の節約
にもつながり、家計にも優しいことになります。
また “ 夏場のエアコンの設定温度を上げる ” こと
も代表的な活動量削減のための行動ですが、限度

を超えて設定温度を上げると、作業効率が低下し
たり、場合によっては熱中症になる可能性もあり
ます。これでは “ 続けられる行動 ”、定着した省
エネルギーにはならず、そのうち我慢ができなく
なり、実行されなくなってしまいます。このよう
に続けられない、無理のある省エネルギーは一時
的な緊急時（例えば、東日本大震災直後）には効果
を発揮しますが、あくまでも一時的な対策です。
無理のない効果的で具体的な取り組み例について
は、経済産業省資源エネルギー庁の「一般向け省
エ ネ 情 報　 省 エ ネ ポ ー タ ル サ イ ト 」（http://
www.enecho.meti.go.jp/category/saving_
and_new/saving/general/）や「 節 電 .go.jp」

（http://setsuden.go.jp/）、一般財団法人省エネ
ルギーセンターが発行している「家庭の省エネ大
辞典」（資料⑰ P26参照）が役に立ちます。また、
電力会社やガス会社のホームページにも省エネル
ギーの取り組み事例が掲載されています。
　エネルギーの使用量を減らすためのもう一つの
行動としては「エネルギー効率の良い機器などの
利用」（購入）があげられます。例えば照明では、
同じ明るさであれば白熱電球ではなくエネルギー
効率の良い蛍光灯、さらには LED 照明を使うこ
とでエネルギーの使用量を抑制することができま

資料⑯　「省エネナビ」の例

出典：エネルギー・経済統計要覧
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す。しかしながらこの場合、一般的にはエネルギー
効率の良い機器はエネルギー効率の良くない機器
に比べて価格が高いことが多く、購入費用を低く
抑えるために効率の良くない機器が選ばれること
が多々あります。ここで、照明のコストについて
考えてみましょう。使用時間は年間2000時間（1
年は8760時間）を想定した場合、年間コストは白
熱電球では2900円、電球型蛍光灯では767円、
LED 電球では375円となります。この計算は「使
用時の電気料金と製品の寿命も含めた試算」で、単
純に単品の価格だけを比べると逆の結果となり、白
熱電球が優位になります。したがって、エネルギーの
使用料金と製品の寿命までを含めて購入品を検討す
ることが重要です。しかし、機器によっては単品の価
格差が数十万になる製品もあり、寿命まで含めたコス
トが安いと分かっていても購入価格の安い製品が選
ばれることも十分あり得えます。
　また、エネルギー効率の良い機器の購入は、機
器を追加的に購入するときや古い機器を買い換え
するときの行動です。注意しなければいけないこ

とは、無理に効率の良い機器に買い換えるのでは
なく、買い換えの必要が起きたときに効率の良い
機器を選択し、購入することです。

資料⑰　「家庭の省エネ大辞典」の表紙

出典：（一財）省エネルギーセンター（http://www.eccj.or.jp/dict/index.html）

【照明コストの比較】

■白熱電球（消費電力54W、定格寿命2000時間、価格200円）
・ 年間製品費用：200円 / 個×（2000時間 / 年÷2000

時間）＝200円 / 年
・ 年 間 電 気 代：54W ×2000時 間 ×25円 /kWh ＝

2700円 / 年
・年間コスト：2900円 / 年
■電球型蛍光灯（消費電力12W、定格寿命6000時間、価格500円）
・ 年間製品費用：500円 / 個×（2000時間 / 年÷6000

時間）＝167円 / 年
・年間電気代：12W ×2000時間×25円 /kWh ＝600円
・年間コスト：767円 / 年
■ LED 電球（消費電力6W、定格寿命40000時間、価格1500円）
・ 年 間 製 品 費 用：1500円 / 個 ×（2000時 間 / 年 ÷

40000時間）＝75円 / 年
・ 年間電気代：6.0W ×2000時間×25円 /kWh ＝300円
・年間コスト：375円 / 年
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　省エネルギーの実現には、機器などのエネル
ギー効率を高めることも重要であり、その仕組み
として「省エネルギー法」による「トップランナー
制度」があげられます。この制度は、家庭や事務
所などで使用される自動車、家電製品およびガス・
石油機器について、自動車の燃費基準や電気製品
などの省エネルギー基準を、それぞれの機器にお
いて現在商品化されている製品のうち、最も優れ
ている機器の性能以上にするというものです。ま
た目標年も決められており、これらの機器を製造ま
たは輸入する事業者は基準を守る必要があります。
　この「トップランナー制度」では、エネルギー効
率の高い製品が販売されることを目指していま
す。2013年5月に「省エネルギー法」の改正が行
われ、建物の省エネルギーを促進することを目的
として窓や断熱材などの建材が「トップランナー
制度」の対象製品となり、現在の対象は、資料⑱の
31品目になっています。

　この「トップランナー制度」により、これらの機
器などのエネルギー効率が良くなり、効率の良い
製品を使うことで省エネルギーとなります。「トッ
プランナー制度」の目標値（エネルギー効率基準
値）を達成するために、製造メーカーは製品のエ
ネルギー効率を現行よりもさらに高める必要があ
り、技術開発を進めるとともにコスト削減にも取
り組んでいます。技術開発は、省エネルギーを進
める上でとても重要であり、技術開発を促す仕組
みが必要です。なお、海外においては、機器など
の最低エネルギー効率基準を設定し、この基準値
以下の製品を販売できない仕組みを導入している
国もあります。日本は、より高いエネルギー利用
効率を目標とすることで省エネルギーの実現を目
指しています。

　あわせて、これらの自動車や機器のエネルギー
効率を実際に利用する人、すなわち消費者にとっ

資料⑱　「トップランナー制度」の対象製品

1 乗用自動車 12 ストーブ 23 スイッチング機器

2 エアコンディショナー 13 ガス調理器 24 複合機

3 照明器具 14 ガス温水器 25 プリンター

4 テレビジョン受信機 15 石油温水器 26 電気温水器

5 複写機 16 電気便座 27 三相誘導電動機

6 電子計算機 17 自動販売機 28 電球形 LED ランプ

7 磁気ディスク装置 18 変圧器 29 断熱材

8 貨物自動車 19 ジャー炊飯器 30 サッシ

9 ビデオテープレコーダー 20 電子レンジ 31 複層ガラス

10 電気冷蔵庫 21 DVD レコーダー

11 電気冷凍庫 22 ルーティング機器

「トップランナー制度」の仕組み

「省エネルギーラベリング制度」の活用
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て分かりやすく、理解して購入してもらうために
「省エネルギーラベリング制度」による省エネル
ギー性能に関する情報の提供が行われています。
　実際の製品購入に際しては、購入者の嗜好によ
り商品が決定されるため、必ずしも省エネルギー
製品が購入されるとは限りません。デザインや大
きさ、価格、使いやすさなど、さまざまな要素に
ついて検討が行われ、製品が購入されます。そこ
で、製品の省エネルギー性能に関する分かりやす
い情報を提供することで、省エネルギーに関心を
持ってもらい、購入の判断材料として優先順位が
高くなることを目指しています。
　このように、機器などの効率が向上した場合で
も、消費者の購入行動が変化（省エネルギー性能
を優先と考える）しなければ、結局のところ省エ
ネルギーには結びつきません。そこで、省エネル
ギー性能を表示し、情報提供することで、消費者
の購入行動の変化を促すための仕組みが「省エネ
ラベリング制度」なのです。
　省エネルギーのラベルによる消費者への情報提

供には二つの取り組みがあり、一つは「省エネル
ギーラベリング制度」で、もう一つが小売事業者
による「表示制度」です。
　「省エネルギーラベリング制度」は「省エネル
ギー法」などに基づきメーカーが製品やカタログ
に表示している情報に沿った省エネルギー性能を
表示するものです。省エネルギーラベルには、①
省エネルギー性能マーク（緑色表示は目標の達成
を示す）、②省エネルギー基準達成率（製品の省エ
ネ性能が目標値に対してどの程度（％）であるか）、
③目標年度、④エネルギー消費効率の四つの情報
が含まれています。省エネルギー達成率の算出方
法は、製品ごとに日本工業規格（JIS）で定められた
エネルギー消費量をもとに、定められた計算方法
で算出されます。また、ラベルの表示場所につい
ても定められています。資料⑲に省エネルギーラ
ベルの例を示します。
　もう一つの取り組みである小売事業者による

「表示制度」としては「統一省エネルギーラベル」
の表示が実施されています。この表示は、エネル

資料⑲　「省エネルギーラベル」の例

省エネ基準達成率

日標年度 2010 年度

日標年度 2010 年度

100 6.6

通年エネルギー
消費効率

％

省エネ基準達成率

90 6.0

通年エネルギー
消費効率

％

出典：省エネルギーセンター
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資料⑳　「統一省エネルギーラベル」の例（冷蔵庫）

出典：省エネルギーセンター

資料㉑　「簡略版統一省エネルギーラベル」の例（ジャー）

出典：省エネルギーセンター
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ギー消費量が大きく、製品ごとの省エネルギー性能の
差が大きいエアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座、
蛍光灯器具（家庭用）については資料⑳（P29）のよう
な情報が表示されており、その他の製品については、
資料㉑（P29）のように簡略版の表示が行われていま
す。詳細版には、前述の省エネルギーラベルのほか、
☆印による多段階評価や年間の目安電気料金が表
示されていますが、簡略版は☆印による多段階評価
が省略されています。対象製品は資料㉒（P31）のと
おりで、製品によって表示する内容が異なり、ラベルな
どを製品本体またはその近くに表示することになって
います。
　また、製品の省エネルギー性能は「省エネルギー
型製品情報サイト」（http://seihinjyoho.go.jp/）
や「省エネ性能カタログ」（資料㉓ P32）でも知る
ことができます。

　これまでは、機器単体に係るエネルギー効率の
改善と行動（使い方）の変化について説明をしてき
ましたが、これからはさらに一歩踏み込んだ機器
の組み合わせや社会システムに関する取り組みに
ついて紹介します。
・使う側でのエネルギー管理
　まずはじめに、身近な住宅の事例について紹介
します。住宅の省エネルギーは、これまでエネル
ギー効率のよい家電製品などの導入や使い方の改
善、また冷暖房に関しては壁や天井、窓の断熱、
あわせて冷暖房機器の効率向上といった対策が行
われてきました。ここで紹介するのは住宅におけ
る「デマンド・サイド・マネジメント」（Demand 
Side Management ※ ）の 一 例 で す。「HEMS」

（HomeEnergy Management System）と呼ばれ
るこのシステムは、住宅に設置されている家電（テ
レビや冷蔵庫、エアコンなど）を情報管理システ
ムに接続し、住居内に設置されたモニターやスマ

ホ、携帯電話などでエネルギー消費量などの情報
を “ 見える化 ”（グラフやメッセージなど）し、よ
り省エネルギーな行動を促したり、さらには自動
で機器の稼動を抑制し、エネルギー消費量を供給
側の状況にあわせるような機能を備えたものです

（資料㉔ P32参照）。また、住宅に設置されている
太陽光発電設備や燃料電池などの自家発電設備と
も連携し、住宅におけるエネルギーの需要が、電
力会社から供給可能な電力を超える可能性がある
場合には、自家発電により電力を発電するように
コントロールすることも可能です。これまでは、
供給側（電力会社やガス会社）が需要側（家庭や事
務所、工場など）のエネルギー使用量にあわせて
エネルギーを供給する仕組みでしたが、ここで紹
介した仕組みは、供給側（電力会社など）の制約（発
電量など）を考慮し、需要側（家庭など）でエネル
ギー使用量（電力や熱）を調整するもので、今後の
発展が期待されています。
　同様にビルについても、「BEMS」（Building 
Energy Management System）によるさらなる
省エネルギーが期待されています。
　※デマンド・サイド・マネジメント
　エネルギーを消費する量をコントロールするこ
と。頭文字を取り DSM と表記されることもある。
従来は、消費量にあわせて供給量をコントロール
していたが、消費をコントロールする発想に基づ
いた取り組み。
・車の運転の仕方
　次に紹介するのは、輸送全体でのエネルギー効
率化の例です。この資料㉕（P33）の例は、走行中
の貨物自動車の速度情報やアイドリング情報を、
事務所に設置した情報端末に表示・保存するシス
テムを活用して “ 見える化 ” することで、運転の
仕方についてアドバイスや教育を行ない、さらな
る自動車の燃費の向上に役立てるための仕組みで
す。自動車単体の燃費が向上しても、運転の仕方
によっては、燃費性能を活かすことができない場

さらなる省エネルギーに向けて
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出典：資源エネルギー庁

資料㉒　「トップランナー制度」の対象製品と表示内容

出典：資源エネルギー庁
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資料㉓ 「省エネ性能カタログ」の表紙

出典：資源エネルギー庁

資料㉔　「ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）」の例

出典：資源エネルギー庁
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合があります。例えば、急加速や急ブレーキは燃
費を悪化させる要因となります。そのため、でき
るだけ燃費がよくなるように、走行データを収集
する機器を搭載し、そのデータに基づいた運転方
法の情報を提供することで、運転手はその情報を
基に運転方法を改善し、省エネルギーに貢献でき
るようになります。
　さらに、燃費のよい運転は交通事故の減少にも
効果があるといわれています。
　ここまで紹介した例は、機器単体から住宅やビ
ル、自動車におけるエネルギー管理の新しい取り
組みですが、ここではさらに地域単位でエネル
ギー使用を管理する取り組みである「スマートコ
ミュニティ」の例を紹介します。エネルギーの利
用形態としての電気や熱を、複数の住宅、ビル、
交通手段、発電所を含め、面的（地域）に最適化し
て利用する取り組みが進められようとしていま

す。この推進にあたっては、政府、地方自治体、
機器メーカー、電力事業者、運輸事業者、一般の
人々といったさまざまな関係者の協力が必要とな
ります。
　今後は、地域の特色にあったスマートコミュニ
ティの拡大による省エネルギーが期待されます。

（資料㉖ P34）読者の皆さんは、省エネルギーにつ
いてできることが見つかったでしょうか？もし、
今回の紹介で皆さんの考え方や行動が変わってい
ただけたのであれば幸いです。

最後に、“ 省エネは今日からできます ”。

資料㉕　「運転時のエネルギー管理システム」の例

出典：国交省
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資料㉖　「スマートコミュニティ」の例

出典：経済産業省
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　今回は、省エネルギーに関する国際的な動向や
省エネルギーのポテンシャルを踏まえて、海外に
おける省エネルギーへの取り組みを紹介します。
これから述べるように、世界では、さらなる省エ
ネルギーの余地が残されているとともに、各国と
も、それぞれの事情から、さまざまな形で省エネ
ルギーへの取り組みが行われています。しかし、
それらの取り組みについては、種々の課題もあり
ます。最後に、今後、省エネルギーをさらに促進
するために解決が求められる課題について考え
ます。

　ここでは、まず世界における省エネルギーに関
する全体的な動向について紹介します。最初に、

世界各国の省エネルギーに関する取り組みの現
状を簡単に見た上で、省エネルギーのポテンシャ
ルについて、研究機関が発表している試算などを
参照しながら考えます。

（1） 世界における省エネルギーに関する取り組み
の現状

　新興国の急激な経済成長によって、世界のエネ
ルギー消費需要も急増しました。最近になって
新興国経済に停滞の兆候が見られますが、長期的
には、世界的にエネルギー消費が増加傾向にある
ことには変わりません。このことは同時に、今後、
世界各国において省エネルギーへの取り組みが
より重要な意味を持っていくことを示していま
す。特に経済成長著しい新興国における省エネ
ルギーへの取り組みが、今後、ますます重要なも
のになっていくものと思われます。各国政府も、
省エネルギー政策の重要性を認識し、既にさまざ
まな取り組みを行っています。

＜執筆者＞小松　潔
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
地球環境ユニット　省エネルギーグループ
　主任研究員

第四章 省エネルギーの海外動向と
日本の今後

はじめに

世界の全体的な状況
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　例えば、エネルギー需要の増加著しい中国で
は、2003年から省エネルギーへの取り組みを本
格化しました。それ以降、エネルギー政策は中国
政府の重要な政策課題の一つとして位置付けら
れるようになり、最近の5カ年計画では、省エネ
ルギー目標が必ず設定されるようになっていま
す。また、新興国以外にも、石油や天然ガスなど
の資源に恵まれた国々、中東やロシアのような資
源供給国においても、省エネルギーが重要な政策
課題となってきています。重要な外貨の獲得手
段であるエネルギー資源を、より多く輸出に振り
向けるためです。例えば、世界最大の石油資源国
であるサウジアラビアでは、人口増加や経済発展
のため将来のエネルギー需要の大幅な増加が予
想されていますが、国内エネルギー消費量の伸び
を抑えるためにさまざまな省エネルギー政策を
打ち出し始めています。
　省エネルギーへの取り組みが進んだ先進国に
おいても、さらなるエネルギー効率の改善に向け
た取り組みが行われています。石油危機以降、日
本においては積極的に省エネルギーに取り組み、
エネルギー効率の大幅な改善を成し遂げた実績
を持っていますが、2020年以降の温暖化対策な
ども踏まえて、さらなる省エネルギーへの取り組
みが求められています。日本以外の先進国にお
いても、日本と同様に温室効果ガスの排出削減の
観点から省エネルギーへのさらなる取り組みが
行われています。温室効果ガスの削減以外にも、
産業競争力の向上、エネルギー自給率向上などの
観点から、省エネルギーへの取り組みが行われて
おり、例えばアメリカのオバマ政権の下では「自
動 車 燃 費 基 準（CAFE: Corporate Average 
Fuel Efficiency）」の引き上げなどが行われ、EU
では、「エネルギー効率指令」を制定し、各国に省
エネルギーへの取り組みを求めています。

（2）  世界における省エネルギーポテンシャルの見
通し

　それでは、どれだけの省エネルギーのポテン
シャルが見込まれるのでしょうか。
　日本エネルギー経済研究所が発表した「2015
年版のアジア／世界エネルギーアウトルック」に
おいては、次のような試算を行っています。基準
となる「レファレンスケース」（※1）では、2040
年までの今後30年にわたる将来の世界における
エネルギー需給予想が示されています。
　このレファレンスケースでは、2013年の1万
3555Mtoe（Mtoe ＝石油換算100万トン）から
5408Mtoe 増加し、1万8963Mtoe（2013年の
約1.4倍）に至ると想定されています。一方で、
このレファレンスケースにおいて示されている
想定では、世界経済が成長するにも関わらず、エ
ネルギー需要の増加が抑制されるとの見方がと
られています。今後、2040年までに世界経済が
2.2倍に増加すると予想されていますが、エネル
ギー需要の増加は1.4倍に抑えられるとされてい
ます。既存の省エネルギーへの取り組みを続け
ることで、エネルギー消費がある程度抑えられる
との見方がとられています。
　地域別で見ると、アメリカや EU などの先進国
はエネルギー需要が横ばいで推移し、中国、イン
ド、東南アジア、中東・アフリカにおいて需要が
さらに増加すると予想されています。特に、中国、
インドなど主要な新興国を抱えるアジアの増加
は著しく、世界におけるシェアも2013年の40％
から46％まで拡大すると予想されています。
　レファレンスケースとは対照的に、気候変動政
策を進めるために高効率の省エネルギー技術が
大規模に導入された「技術進展ケース」（※2）で
は、世 界 の エ ネ ル ギ ー 需 要 は2040年 で1万
6396Mtoe となり、レファレンスケースから
2567Mtoe 節減されると予想されています。こ
れは現在の北米（アメリカ、カナダ）の一次エネ

省エネルギー編_八[2-47].indd   36 2016/05/16   18:14:06



37

ルギー消費量に匹敵する量です。
　省エネルギーポテンシャルが大きいのは、非
OECD 諸国、中でもアジアのポテンシャルです。
予想されるエネルギー消費量節減分の41％がア
ジアで達成されると見込まれています。アジアに
おいては中国における省エネルギーの進展が大き
な役割を担うと考えられ、産業構造の変化などか
ら、対 GDP 比で2040年までに55％もの一次エ
ネルギー消費量の減少が想定されています。
　省エネルギーポテンシャルを実現するために、
特に非 OECD 諸国においては、技術移転、省エ
ネルギー法や制度、基準形成の支援など、多様な
側面からの日本の貢献が期待されています。エネ
ルギーセキュリティの確保と気候変動問題への対
応という観点からも、日本が有する省エネ技術の
果たす役割はますます大きくなると考えられま
す。
　※1 レファレンスケース：
 　今後、過去の延長上に見込まれる政策などを
織り込むが、それを逸脱した急進的な省エネル
ギー・低炭素技術政策は打ち出されないものと想
定するケース。
　※2 技術進展ケース：
　エネルギー需要側・供給側の先進的技術が世界
各国で現実社会での適用機会・受容性をふまえて
最大限に導入されることを想定するケース。

　それでは、各国では省エネルギーのために、ど
のような取り組みを行っているのでしょうか。既
に述べたように、各国とも理由は異なるものの、
省エネルギーに向けて積極的な取り組みを行って
います。ここでは、エネルギーの消費量が多く省
エネルギーの余地が多く残されている新興国（中
国、インド）、エネルギー消費量が多いものの省エ
ネルギーの余地が少ない先進国（アメリカ、EU）

の動向を紹介します。
（1）新興国における取り組み（中国、インド）
　中国では、一次エネルギー供給は2000年に
1161Mtoe で あ っ た も の が2012年 に は
2894Mtoe となり、12年間で150％も増加しま
した。その一方で対 GDP エネルギー原単位を見
ると、2000年の20toe/ 百万米ドルから2012年
の640toe/ 百万米ドルまでエネルギー効率が悪
化しました。結果として、2012年のエネルギー
原単位の国際比較では、世界平均（245toe/ 百万
米ドル）の2.6倍、OECD 諸国平均（133toe/ 百
万米ドル）の4.8倍となり、国際的に比較すると省
エネルギーの余地が多く残されていることが分か
ります。
　これに対して、中国政府は省エネルギーに向け
てさまざまな取り組みを行っています。具体的に
は省エネルギー法の改正などがあげられます。こ
の省エネルギー法は日本の省エネルギー法を参考
にしたもので、規制対象範囲は産業、建築物、交
通などの分野となっています（1998年1月1日
施行）。日本の省エネルギー法が参考とされてい
るため、エネルギー管理規定、指定事業者制度、
ラベリング制度など類似する取り組みが多い一方
で、産業分類の方法や厳しい罰則規定などでは日
本とは異なるものとなっています。
　インドも中国と同様に一次エネルギー供給は
2000年の456Mtoe から2012年の788Mtoe に
増加していますが、対 GDP エネルギー原単位は
2000年 の757toe/ 百 万 米 ド ル か ら2012年 の
567toe/ 百万米ドルまで12年間で25％低下しま
した。ただし、それでも国際的に比較すると、
2012年の世界平均の2.3倍、OECD の4.2倍と
なっています。
　このようにエネルギー効率の改善は見られるも
のの、他の国と比較すれば大きな省エネルギーポ
テンシャルが残されており、インド政府も省エネ
ルギーに向けた取り組みを行っています。インド

主要国での取り組み状況
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も省エネルギー法を制定（2002年3月施行）して
いますが、規制対象分野は産業、商業、輸送など
の分野の省エネルギーならびに機器の省エネル
ギーなど広範囲な分野を対象としています。イン
ドの省エネルギー法にも、中国と同様に、指定事
業所制度、エネルギー管理者制度などが含まれて
おり、日本に類似した制度となっています（その
他、機器の省エネルギー基準やラベリング制度な
ども日本に類似した制度が含まれています）。そ
の一方で、エネルギー管理者のほかにエネルギー
診断士資格の設定ならびにそれによる省エネル
ギー診断の義務化など、日本の省エネルギー法よ
り厳しい規定も含まれています。
　さらに、インド独自の取り組みとしては、「省エ
ネルギー達成認証制度」（PAT:Perform, Achieve 
and Trade）と呼ばれる義務的な省エネ目標の設
定と市場メカニズムを組み合わせた取り組みも実
施されています。PAT 制度は、指定エネルギー消
費者のうち、産業部門の8業種（火力発電、鉄鋼、
セメント、アルミニウム、塩素アルカリ、肥料、紙
パルプ）のエネルギー多消費企業478社を対象に
2012年4月に開始されています。規制対象となっ

た企業に対しては、2007年から2009年の3年間
の平均エネルギー消費量を基準として算定したエ
ネルギー消費量のベースラインをもとに、目標原
単位（ベースラインの約5％の改善）が設定されま
す。規制対象企業は、この目標原単位を目標年度

（2014年度）において達成することを目指します。
PAT の特徴としては目標年度に目標原単位を超
えてエネルギー効率の改善を達成した企業に対し
て は「 省 エ ネ 証 書 」（ESC ： EnergySaving 
Certificates）が発行され、目標未達成企業に売却
することが認められています。

（2）先進国における取り組み（アメリカ、EU）
　アメリカにおける一次エネルギー供給は、過去
10年間は2000Mtoe から2300Mtoe の間で推
移していますが、2008年の経済危機以降は減少
傾向にあります。またエネルギー原単位は一貫し
て減少傾向にあり、過去10年間で22％改善して
います。エネルギー原単位の国際比較では、世界
平 均（245toe/ 百 万 米 ド ル ）を 大 幅 に 下 回 る
150toe/ 百万米ドルとなっていますが、OECD
平均（133toe/ 百万米ドル）よりも原単位が若干、
高くなっています。
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　アメリカの省エネルギー政策は、エネルギー効
率・燃費基準を設定するとともに、補助金の給付、
税制優遇措置の導入などの省エネルギーに向けた
インセンティブを与える政策も実施されているこ
とが特徴となっています。
　上記のように温暖化対策の観点で、自動車燃費
基準（CAFE）を改定するなどの取り組みが見られ
ますが、エネルギー自給率を改善する目的で
2007年に制定された「エネルギー自給・安全保障法」

（EISA: Energy Independence and Security 
Act）では、指定産業に属する企業が「自主的」に、
エネルギー省の「ベタープラントプログラム」

（BetterPlants Program）へ参加するために政府
と覚書を締結します。覚書を締結した企業はエネ
ルギー管理義務（毎年2.5％のエネルギー原単位
の向上（2007年から2016年までの間）、エネル
ギー管理者の設置、定期報告などの義務がある）
を負います。このように企業の自主的な判断を尊
重しながら、政府が企業のエネルギー管理システ
ムの導入に関与する形でエネルギー管理システム
の普及を図っています。
　EU の一次エネルギー供給は、2000年には
1692Mtoe でしたが、2012年には1643Mtoe と
なり、わずかに減少しました。この間、対 GDP
エネルギー原単位は2000年の135toe/ 百万米ド
ルから2012年の112toe/ 百万米ドルまで改善し
ま し た。 国 際 比 較 す る と 世 界 平 均 の 半 分、
OECD 諸国の平均も若干下回る値となり、省エ
ネルギーへの取り組みが進んでいることが分かり
ます。
　近年、EU の省エネルギーへの取り組みは温暖
化対策の一環として実施されてきました。例えば
2009年に発表された「2020年までの温暖化対策
の枠組み」（climate and energy package）では、
2020年までの温室効果ガス削減目標（1990年比
20％削減）、再生可能エネルギー導入目標（発電
量に占める再生可能エネルギーの割合を20％ま

で引き上げ）、そしてエネルギー効率改善による
一次エネルギー供給量を20％削減する目標が設
定されました（省エネルギー目標については努力
目標）。
　この省エネルギー目標を達成するために、EU
はエネルギー効率指令を制定しました。この中で
2020年までにエネルギー効率改善を通して一次
エネルギー供給を20％削減するために EU 加盟
国に対し、国家エネルギー改善目標の設定、エネ
ルギー効率行動計画の策定、国家冷暖房計画の策
定などを義務付けています。
　さらに、2020年以降、2030年までの温暖化対
策においても、同様に省エネルギーが主要な取り
組みとして掲げられています。また2014年のウ
クライナ危機後、ロシアからの天然ガス輸入が安
全保障上の問題として浮上してきたこともあり、
エネルギー安全保障の観点からの省エネルギーへ
の取り組みの重要性も高まってきています。

　これまで述べてきたように世界各国で、さまざ
まな形で省エネルギーに向けた取り組みが実施さ
れていますが、日本ではどのような取り組みがな
されているのでしょうか。ここでは特に、今後、
日本がどのような取り組みを実施しようとしてい
るのか、現在政府で行われている検討状況を紹介
します。

（1）「長期エネルギー需給見通し」の決定
　2014年4月に閣議決定した「エネルギー基本計
画」を踏まえて、2015年7月16日に政府によって
決定された「長期エネルギー需給見通し」では、
2030年までのエネルギーの需要と供給、それぞれ
の側面について、現在、実施されているエネルギー
政策が実施された場合の見通しが示されています。
　この見通しでは、2030年までに5030万㎘の

日本における今後の省エネルギー
政策の動向
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「徹底した省エネルギー」が行われると予想されて
います。
　この「徹底した省エネルギー」として、具体的に
は高効率技術の導入や施設の運用面でのエネル
ギー効率改善がなされることが前提となっていま
すが、これにより、最終エネルギー需要の GDP
原単位は2030年までに35％改善するとされてい
ます（石油危機後並みの大幅な改善）。部門別の
省エネルギーの見通しで見ると2030年における
民生部門（家庭および業務）が全体の49％と最大
の割合を占め、今後、日本の省エネルギー政策に
おいては、民生部門における取り組みがますます
重要になります。

（2）民生部門における省エネ推進に向けた取り組み
　最近の民生部門の省エネルギーの推進に関連す
る取り組みとして、2015年7月1日に成立した「建
築物の省エネルギー基準遵守に関する法律」（建
築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）
があげられます。
　従来の法律では、2000平方メートル以上の業
務用建物を建築する際、エネルギー消費量に関す
る届出のみが義務化されていましたが、新しい法
律では、2000平方メートル以上の新築業務用建
物において、従来の義務に加えて基準遵守を義務
化しています。そして今後、段階的に対象範囲を
中小業務用建物と住宅にまで拡大することになっ
ています。
　また、業務部門におけるベンチマーク制度も創
設されます。これは業務部門のエネルギー消費の
大半（約50％）を占める事務所ビルや商業施設

（卸・小売店、デパート、スーパー）、宿泊施設（ホ
テル、旅館など）を対象とし、業種ごとに優れた事
業者（全体の1割から2割程度）が満たすエネル
ギー効率を目指すべき水準として設定します。
　さらにこの法律には、業務用建物以外にも既築
の住宅および業務用建物への対策も含まれていま
す。具体的には、改修により新築相当の省エネル

ギー基準に適合したものに対するラベル表示（都
道府県の認定が必要）、新築または改修によるエ
ネルギー効率が基準より高い水準となる場合は都
道府県の認可を受けて容積率緩和に関する特例が
認められる、などの措置が設けられています。

（3）産業部門・電力部門に対する取り組み
　総合エネルギー調査会の省エネルギー小委員会
は、2015年8月4日に「徹底した省エネルギー社
会の実現に向けて」と題した報告書をまとめまし
た。この報告書は「長期エネルギー需給見通し」
で前提とされた「徹底した省エネルギー」を推進
する措置について、2014年6月以降、同委員会で
審議された内容をまとめたものです。ここで示さ
れた施策は、今後、政府によって具体的な施策と
して実施されていく見込みです。
　この報告書では、産業部門について工場などの
省エネルギーへの取り組みに応じたクラス分けを
することで「徹底した省エネルギー」を確保しよ
うとしています。具体的には、2016年4月以降、
省エネルギーへの取り組み状況に応じて事業者を
4段階（優秀事業者、一般的事業者、停滞する事業
者、要注意事業者）に分類し、それぞれの状況に応
じて対応策を講じることになります。従来、年間
エネルギー消費量が1500㎘を超過する事業者は、
省エネルギーへの取り組みを定期報告書としてま
とめ、毎年、経済産業省に提出する義務があり、
さらにこの報告書で “ エネルギー使用の合理化に
問題 ” があると判断された事業者に対しては行政
指導が実施されることになっていました。しかし
今後は “ エネルギー使用の合理化に問題 ” のある
事業者がより細分化され、それぞれの抱える問題
に応じて対策が講じられることになります。
　電力事業者に対しては、自由化の進展を考慮し
た上で、消費者側のエネルギー効率改善に逆行す
る場合には、省エネルギー目標が設定されるとも
に、家庭や業務、産業などで達成に向けた対策を
検討することになっています。それ以外にも、電
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力事業者のベンチマーク制度見直し、小規模火力
発電の省エネルギー法による規制強化が指摘され
ています。
　この他、「BEMS」（Building Energy Management 
System）（中小ビルを対象としたエネルギー管理シ
ステム）や「HEMS」（Home Energy Management 
System）（住宅を対象としたエネルギー管理システ
ム）など、IT 技術を活用した省エネルギー効果を最
大限発揮するため、エネルギー・マネジメント支援
サービスの活性化が必要と指摘されています。

　このように、世界各国において、エネルギー効
率改善に向けてさまざまな取り組みがなされてい
ます。しかし、課題も多く残されています。この
章の冒頭で述べたように、途上国においては、エ
ネルギー効率改善の大きな余地があり各国ともさ
まざまな省エネルギーに向けた取り組みをしてい
ますが、十分な効果を上げているとはいえません。
　その原因には色々なものがあると考えられま
す。例えばインドでは電力会社は国営・公営企業

であり、政府からの強い干渉のもとで電力価格が
決定されることから電力価格が過度に抑制され、
結果としてエネルギー効率改善の意欲を削ぐ結果
となっていることなどが指摘されています。
　また、先進国においても課題はあります。例え
ば日本国内では、今後、民生部門における「徹底し
た省エネルギー」が必要とされていますが、住宅・
中小業務用建物などの建築物では、所有者の資金
的な制約が課題と指摘されています。具体的には、
高断熱化により冷暖房費エネルギー消費を抑制し
たとしても、電力・ガス料金の減少分による投資
回収年数は、住宅では30年、業務用建物でも10年
を超えるとの試算もあり、投資回収年数の長さは
高断熱化を阻害する要因となります。建築物の所
有者の省エネルギーに向けた投資の促進策を検討
していくことが必要になってくると思われます。
　このように制度上の問題や資金的な制約など、さ
まざまな要因が省エネルギーの推進を阻害していま
す。それぞれの国で省エネルギーの推進を阻害する
要因は大きく異なりますが、省エネルギーを今後さ
らに推進していくためには、これらの課題を克服す
るための方策を検討していく必要があるでしょう。

今後の課題
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　東北エネルギー懇談会発行の月刊誌「ひろば」
の紙面をお借りして、「再生可能エネルギーと省
エネルギーを読み解く」と題し、これまで10回（再
生可能エネルギー 6回・省エネルギー 4回）にわ
たり連載させていただきました。読者の皆さんに
は、今回の連載を通して再生可能エネルギーと省
エネルギーをより身近に感じていただけたでしょ
うか。ご紹介したように再生可能エネルギーも省
エネルギーもそれぞれ特徴や課題がありますが、
その特徴を活かし、課題の解決に向けて理解し、
行動することが必要です。
　再生可能エネルギーは、日本国内でつくり出さ
れるエネルギーであり、海外から輸入する化石エ
ネルギーに大きく依存する日本にとっては、大変
重要な役割を担っています。ご紹介したように、
現状は再生可能エネルギーの普及が大きく進みつ
つあります。太陽、風、水、木などの自然を活用
したエネルギーとして、地球に優しく、二酸化炭
素などを排出せず、もしくはゼロとみなすことが
でき、温暖化対策や大気汚染対策などに貢献して
います。一方、現在では設置費用が高いことが一
番の課題であり、政府の支援により普及が後押し
されています。今後は政府の支援がなくても自立
的に普及が進むことが望まれています。
　省エネルギーは、エネルギーをつくり出すものでは
ありませんが、エネルギーをつくらなくても済むこと、
エネルギーを効率的に使うことで化石エネルギーなど
の削減につながり、再生可能エネルギーとは異なった
観点から重要な役割を担っています。何といっても、
省エネルギーは一人一人の行動の結果です。これま
で世界をリードしてきた日本の省エネルギーが、今後
も世界の先頭で居続けられるかどうかは皆さんの行
動に大きく依存します。省エネルギーは、皆さんのす
ぐ目の前でいつでもできることです。今すぐにでも始
められ、さらに終わりはありません。

　最後に、エネルギーを使うことで確かに私たち
の生活は便利になりました。しかし、少しだけ勇
気を持って生活スタイルを変えると、違った世界
が待っているかも知れません。
　今回の連載で、再生可能エネルギーと省エネル
ギーに関する理解が深まり、さらにはエネルギー
全般に関心を持っていただき、将来に向けた行動
に結びつくことができたのであれば光栄です。

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
執筆者一同

シリーズ終了にあたって
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