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各論  実現可能な未来 

 

第１章  省エネルギー  

 

１ 「省エネの失われた 20 年」 

 総論で述べたように、震災後の節電の取組みは、「日本にはもう省エネの余地がない」と

いう「乾いた雑巾」論が誤りであったことを明らかにしました。日本では 1973 年の石油危

機から 1980 年代半ばまではエネルギー効率化が進んだものの、90 年代以降から 20 年余、

改善の進まない「省エネの失われた 20 年」になっていたのです。 

 日本での改善が進まない間に、欧米諸国はエネルギー効率化を継続的に進めてきました。

図はその状況を示すものです。 

 

図 2-1-1 日本と欧米諸国の GDP 比一次エネルギーの推移（1990 年＝1） 

 
出典：IEA, CO2 Emissions From Fuel Combustion Highlights 2014 より自然エネルギー財団作成  

 

 このように日本の省エネが相対的に遅れる中で、「日本は省エネ先進国」という見方は、

国際的には通用しなくなってきています。2014 年に米国のエネルギー調査機関 The 

American Council for an Energy-Efficient Economy（ACEEE）が公表した「国際エネルギ

ー効率化スコアカード」では、図 2-1-2 のように日本のエネルギー効率は世界第 6 位と評価

されています。もちろんこうした各国比較は、基準の設定方法などで国の順位が入れ替わっ

たりすることがあります。 

 しかし、例えば住宅の省エネ性能に関しては、経済産業省が行った調査 13でも、欧米に比

べ省エネ性能が低いことが指摘されているなど、日本の省エネ対策の立ち遅れを指摘する調

                                                   
13 野村総合研究所「平成 23 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業 住宅・建築物の省エネ基準適合義

務化に係る調査」 
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査は ACEEE だけに限られません。産業部門の電力消費の実に 75％を占める産業用モーター

に関しても、欧米では数年前から進められた高効率化が、日本では 2013 年にトップランナ

ー基準が作られるまで行われてきませんでした。 

 日本では当たり前のように使われる「日本は世界一の省エネ大国」という概念が、日本以

外では通用しなくなっていることを認識し、省エネ対策の強化に取り組む必要があります。 

 

図 2-1-2 国際エネルギー効率化スコアカード（2014 年） 

 

出典：The American Council for an Energy-Efficient Economy  
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２ 省エネルギーの大きな可能性 

 過去 20 年余、日本の省エネが停滞してきたということは、裏を返せば、今後に大きな可

能性がある、ということでもあります。そのポテンシャルの大きさを、以下、いくつかの事

例から見てみましょう。 

 

(1) 産業部門の省エネの可能性 

 もう省エネの余地がないという「乾いた雑巾」論が最も声高に主張されてきたのは、工場

などの産業部門に関してでした。しかし、総論第 2 章のグラフでも示したように製造業の効

率改善が 20 年以上も進まない中で、最近では国の政策検討の場でも、産業部門の省エネの

可能性が言及されるようになってきました。 

 一例をあげれば、「エネルギー基本計画」の策定後に設置された「省エネルギー小委員会」

での議論です。その第 3 回小委員会に提出された一般財団法人 省エネルギーセンターの資

料では、全部門に共通する問題として、「設備老朽化やメンテナンス不足によるエネルギー

ロスの増大」があると指摘し、以下のように述べています。  

 

 バブル期前後に導入した設備は、軒並み耐用年数を超え設備の老朽化が進展。 

 更には経営環境悪化による補修費削減やベテラン人材リタイア等によるメンテ

ナンス不足や更には設備機能劣化などにより、エネルギーロスが増大している

のではないか。 

 

 その上で、具体例としてボイラーなど「熱供給設備における断熱性能劣化」をあげていま

す。これは、屋外配管の老朽化やメンテナンス不足で、断熱材が写真のように劣化している

状態を指し、これによる熱の損失だけで、「我が国の製造業のエネルギー消費の 10％以上に

なる大きな損失」という驚くべき指摘が行われています。（図 2-1-3） 

 

図 2-1-3 製造業消費エネルギーに占める保温材熱損失（右写真：配管が露出している実際の例） 

 
 

出典：経済産業省 省エネルギー小委員会（第 3 回）配布資料より抜粋  
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 (2) トップランナーの取組み 

 東日本大震災後、節電が広がる中で、意欲的なエネルギー効率化の取組みを開始したトッ

プランナー的な事例が数多く生まれてきています。震災の前年 2010 年から大規模事業所に

「温室効果ガスの総量削減制度」が導入されていた東京都では、制度の対象となっている工

場で積極的な省エネルギー化が進められました。森永乳業の東京多摩工場、コニカミノルタ

の東京サイト日野、日本電気府中事業所、日野自動車羽村工場などは、その一例です。これ

らの工場では、生産ラインの見直し、冷水ポンプの運転台数の見直し、照明・空調などの見

直しなど、様々な方法で生産活動に影響をあたえずにエネルギー消費量を削減してきました。 

 

 一方、全国に目を広げると、工場の新設を契機に大幅なエネルギー削減に取り組む企業も

あります。その代表例の一つがコマツ（小松製作所）の「電力半減プロジェクト14」です。

同社では、 

  ① 電力の見える化によるムダの排除  

  ② 生産改革：加工設備、加工プロセスの改善  

  ③ 代替エネルギーの利用 

という三つの方法で電力の削減をめざすとしています。  

 

 注目されるのは、生産プロセスの見直しにまで踏み込んでエネルギー効率化を進めている

点です。同社は、「ポンプやモーターなど補機類のインバータ制御化やきめ細かな停止によ

り加工中、および待機中の電力使用を削減します。加工速度向上、設備稼働率向上により、

加工時間、待機時間双方を短縮します」としています。  

 また、産業部門では従来、軽視されがちだった照明や空調などのユーティリティ部門にも

着目して、ここでの電力削減

を進めているのも特徴的で

す。同社の国内の主力工場で

ある粟津工場では、2014 年 5

月、築 40 年を超えた 2 棟の組

立工場を一つの新築工場に集

約し、「最新の省エネ、ICT、

生産技術を導入」するなどに

より、2010 年度に比べ電力使

用量の半減をめざしていま

す。 

 

(3) ゼロエネルギービル・住宅（ZEB、ZEH)をめざす施策 

 建築物に対する日本の省エネルギー基準は、これまであまり厳格なものではありませんで

した。特に躯体の断熱性能などは欧米の水準より低いことが指摘されています。ビルや住宅

の省エネ性能の向上をめざす施策の一環として、ゼロエネルギービル（ZEB）やゼロエネル

                                                   

14 コマツホームページ http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/csr/environment/2013/pr -03.html  

図 2-1-4 粟津工場新建屋の電力削減率 

 
出典：コマツホームページ  

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/csr/environment/2013/pr-03.html
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ギー住宅（ZEH）の実現をめざす施策や民間の率先した取組みが行われています。ZEB、

ZEH とは、躯体・設備の省エネ性能向上によるエネルギーの削減と、自然エネルギーによる

エネルギーの創出（創エネルギー）により、年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロにする

建築物・住宅のことです。この取組みの結果からも、省エネルギーの大きな可能性を伺うこ

とができます。 

 図 2-1-5 は、資源エネルギー庁の「ZEB 実証事業」に 2012 年度から 2014 年度の間に採

択された建築物の一次エネルギー削減率を見たものですが、平均して 29.1%から 42.3%とい

う大幅な削減が実現されています。 

 

図 2-1-5 一次エネルギー削減率の推移 

 

出典：一般財団法人 環境共創イニシアチブ  

 

 一方、住宅でも、ハウスメーカーが建築する一部の新築住宅において、既に ZEH（ゼロエ

ネルギー住宅）が実現されるようになっています。例えば、積水化学工業 住宅カンパニー

が公表した、｢太陽光発電システム（PV）＋ホームエネルギーマネジメントシステム

（HEMS）搭載住宅の電力量収支実邸調査（2014）｣の結果によると、2011 年 4 月以降に販

売したセキスイハイム 3545 棟のうち、2014 年の 1 年間に消費電力が発電電力を下回る「ネ

ット・ゼロ・エネルギー住宅（ZEH）」となったのは 589 棟で 17％となっています。更に、

「家電の消費電力を除いたゼロエネルギー評価＝ZEH（家電抜き）」も含めると約 66％が

ZEH を達成したことを報告しています。 

 これらのゼロエネルギー住宅は、自然エネルギーによる創エネルギーでゼロを達成したも

のですが、給湯、家電、冷暖房の各分野で、電力消費量自体も他の新築住宅と比較して削減

されていると報告されています。 

  



49 

３ 省エネルギー可能性の試算 

 

(1) 試算の方法 

国の省エネルギー小委員会では、今後の省エネルギーの可能性の試算方法として、市場に

おける高効率機器の普及台数を予測し、現状の機器との効率差に基づいて、エネルギー消費

の削減を予測する方針を示しています15。 

これは、従来から国における省エネルギー試算で用いられてきた方法です。しかし、この

方法では、現状の電力消費の無駄をなくす効率化の効果や、これまでの明るすぎた照明の照

度を見直すこと、クリーンルームやマシンルームの温度湿度設定の見直し等、運用面をより

効率化していくことによる省エネの可能性を把握することができません。 

これに対し、自然エネルギー財団の試算では、機器の効率改善だけでなく、エネルギー消

費の無駄の削減や、運用面の見直しの効果を見込むことで、省エネの可能性の全体像を評価

しています。省エネを着実に進めていくためには、高効率機器の普及だけに着目するのでは

なく、電力・エネルギーが実際に何に使われているかを把握して、無駄なエネルギー消費を

なくすこと、そしてより効率的な運用を検討することが必要です。  

 

自然エネルギー財団では、今回の試算にあたって、次のような三つの要素を織り込みまし

た。 

① 機器の高効率化 

② これまでの非効率な運用の改善 

③ 運用基準の見直しなど、更なる効率化の可能性  

 

図 2-1-6 省エネの評価における財団試算と政府試算の考え方の違い 

 

出典：自然エネルギー財団作成  

 

なお、今回の試算の前提となるマクロ経済フレームは、2012 年に策定された「革新的エ

ネルギー・環境戦略」で採用された慎重ケース（実質経済成長率：2010 年代 1.1%、2020

年代 0.8%）を使用しています。また、以下の具体的な省エネルギー率の試算は、電力につ

いて行っています。 

 

  

                                                   

15 経済産業省 省エネルギー小委員会（第 9 回）配布資料 
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(2) 産業部門の省エネルギー可能性の試算 

産業部門の省エネルギー可能性の試算については、前述の考え方に従い、具体的には次の

ように行いました。 

 

① 運用の改善 

総合エネルギー統計によると、産

業分野の電力消費は 2010 年から

2011 年にかけて、約 15％削減して

います。この削減分には、生産量の

変化などの影響もありえますが、多

くは東日本大震災以降の節電努力の

影響によるものと判断できます。ま

た、その節電の内容は 1 年間という

短期間で行われたものであることか

ら、設備の更新ではなく、主に無駄

の排除など運用面での改善によるも

のと考えられます。図 2-1-7 に示さ

れているように、2012 年には更に

10％程度の削減が進んでおり、今回

の推計では、2010 年から 2011 年

への削減は運用改善の効果として定

着していると判断しました。 

 

② 機器の効率改善 

機器の効率改善の推計については、生産設備の改善と、ユーティリティ設備（照明、空調

など）の改善にわけて推計を行いました。 

産業部門のうち、まず、素材産業については、省エネ法に基づくベンチマーク指標の達成

状況（経済産業省）をもとに、生産設備の改善可能性を評価しました。このベンチマーク制

度では、各業界で全体の約 1～2 割の事業者が満たしている水準（平均値に標準偏差（σ）を

加えた値よりも高い水準）を、目標値として定めています。2013 年度の報告結果をもと

に、表 2-1-1 に示すように、業界ごとに平均効率から目標効率までの改善分を省エネの可能

性としました。 

  

図 2-1-7 産業部門のエネルギー消費 

 
出典：資源エネルギー庁「2012 年度総合エネルギー統計（エ

ネルギーバランス表）」より自然エネルギー財団作成 
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表 2-1-1 省エネ法に基づくベンチマーク達成状況 

 

出典：資源エネルギー庁「エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の報告結果

について（平成 25 年度定期報告分）」より自然エネルギー財団作成  

 

次に、ベンチマークが作成されていない非素材産業の生産設備については、省エネルギー

法が年に 1％の効率改善を求めていることを踏まえ、2011 年から 2030 年までに 10％の改

善が行われると想定しました。 

最後に素材産業、非素材産業ともにユーティリティ設備については、後述する業務部門と

同等の効率改善（29.3%）が可能と想定しました。 

 

③ 試算結果 

以上の方法で、産業部門の省エネルギーの可能性を試算した結果、2030 年に 2010 年比で

27.3%の削減が可能であることがわかりました。  

 

  

単位 目標効率 平均効率 分野省エネ余地

高炉による製鉄業　 kl/t 0.531 0.59 10.0%
電炉による普通鋼製造業 kl/t 0.143 0.18 18.7%
電炉による特殊鋼製造業 kl/t 0.36 0.53 22.5%
電力供給業 % 100.3% 99.2% 0.9%
セメント製造業 MJ/t 3891 4108 4.0%
洋紙製造業 MJ/t 8532 14464 31.4%
板紙製造業 MJ/t 4944 8723 37.6%
石油精製業 - 0.876 0.946 6.9%
石油化学系基礎製品製造業 GJ/t 11.9 12.5 4.3%
ソーダ工業 GJ/t 3.45 3.59 2.5%
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(3) 家庭部門・業務部門の省エネルギー可能性の試算 

 家庭部門・業務部門の省エネルギーの可能性の試算も産業部門と同様に、2011 年から

2012 年にかけての削減を運用改善による削減分とみなした上で、今後については、暖房や

給湯での燃料転換、運用基準の見直しなどによる需要の変化をみこみ、これに機器の効率改

善による省エネルギー効果を加えて、試算しました。機器の効率改善、運用面での改善など、

対策の効果については、国立環境研究所による AIM モデルの「対策導入量等の根拠資料」を

参考にして設定しました。 

 試算の結果、図 2-1-8 に示す通り、家庭部門でも業務部門でも 4 割近い削減が可能である

ことがわかりました。 

 

図 2-1-8 家庭部門・業務部門の省エネルギー可能性の試算結果 

  
家庭部門 業務部門 

出典：自然エネルギー財団作成 

 

照明の改善 

業務、家庭部門でのエネルギー効率化の可能性の大きさを示す代表例は照明です。照明の

ための電力は、業務部門でも家庭部門でも全電力使用量の 2 割程度を占めています。 

家庭部門の照明分野における電力消費は、2010 年から 2011 年にかけて、すでに 5.8%減

少していました16。震災を契機に、無駄な照明の使い方が見直され削減されたものと考えら

れます。 

運用改善に加え、今後は LED 照明の普及により大幅な省エネが進むことが期待されます。

図 2-1-9 は東京都の総量削減義務制度の対象事業所で、従来型の照明が高効率な蛍光ランプ

に替わり、更に震災後は LED が急速に普及し始めている状況を明確にしめしています。  

  

                                                   

16 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット編（2014）「エネルギー・経済統計要覧」  
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図 2-1-9 都内事務所エリアの照明器具設置状況（大規模事業所） 

 
出典：東京都環境局  

 

照明機器の効率は照度（ lm:ルーメン）と電力消費（W:ワット）であらわされます。現状

の消費電力の少ない蛍光灯の効率は 86 lm/W ですが、LED の効率は 2030 年に 200lm/W と

いう水準に達すると想定されています。これは電力消費が約 57%削減されることを意味して

います。LED は 2030 年時点で 100%の普及が想定されており、この実現によって照明分野

の電力消費が大きく削減されると期待されます。 

 さらに、日本では、海外と比較して建物の照度基準が高すぎると指摘されています。つま

り照明が明るすぎるのです。今後、照明の利用のあり方が見直されたり、あるいは HEMS・

BEMS の利用によって照明の運用がより効率化されたりすることで、照明分野の運用が改善

され、さらなる無駄の削減や効率化が可能であると期待されます。  
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４ 省エネルギー化に影響を与える要因 

 

「電力化」の影響は小さい 

 ここまで述べてきたように、日本の電力需要には大きな削減の可能性があります。一方、

逆に、エネルギー消費全体の中で天然ガスや灯油などに替わって電力の使用が増える「電力

化」の進展によって電力需要が増えるという意見もあります。  

自然エネルギー財団の今回の試算でも、空調や給湯分野、産業における電炉利用増などで

電力利用の機会が増加することを織り込んでいます。しかし、試算の結果、電力化の進捗に

よる電力消費の増加量は限定的なものであることが明らかになりました。 

暖房では、灯油などの燃料利用からエアコンへの移行が進むことから、電気の利用機会が

増加することを想定しています。一方、空調では、機器の効率改善と建物の断熱化によって、

エネルギーの利用効率が向上すると考えられます。その結果、今回の試算では、暖房におけ

る電力化（エアコンへの移行）による電力消費量の増加量を効率改善効果による削減量が上

回り、全体としては、電力消費量が削減される結果となりました。  

また給湯分野でも、灯油や燃料の利用から、ヒートポンプ給湯機への移行が進むことで、

電気の利用機会が増加することを想定しています。同時に、灯油など従来型の給湯器から、

高効率のガス給湯器への移行も同時に進むことや、効率の低い電気温水器からヒートポンプ

給湯機への移行が進むことを想定しています。そのため、ヒートポンプ給湯機への移行が進

むものの、そのシェアは限定的にとどまること、電気温水器の代替も進むため、給湯分野に

おける電力消費は家庭分野で現状維持程度、業務分野で現状の 1.5 倍程度にとどまると推計

しています。 

 総論で述べたように、日本は、欧米諸国と比較しても、電力化率はすでに最も高い水準に

あります。今後、ZEB、ZEH のようにネットエネルギーゼロをめざす住宅、建築物が増加し

ていくこと、コージェネレーションの普及で効率的な熱供給が促進されること、更には太陽

熱の普及を促進することなどにより、総合的なエネルギー政策の観点からは、電力化率が高

まる方向だけには進まないと考えられます。 

 

産業構造の変化 

 前述のように、今回の試算の前提となる

マクロ経済フレームは、2012 年の「エネ

ルギー環境会議」で示された慎重ケースを

使用しています。この慎重ケースで想定す

る実質経済成長率は 2010 年代 1.1%、

2020 年代 0.8%というものですが、例えば

粗鋼生産量についてリーマンショック前の

生産量維持を前提とするなど、産業構造に

ついては大きな変化を見込んでいません。 

 2014 年 11 月に公益社団法人 日本経済

研究センターが発表した報告書は、非製造

業が主体となる産業構造に転換すれば、エ

図 2-1-10 経済全体の構造変化を考慮したエネ

ルギー消費量の試算（単位：兆 kcal） 

 
出典：日本経済研究センター  
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ネルギー消費量は 2050 年度までに 2010 年度比で 40％減少すると予測しています。今回の

自然エネルギー財団の 2030 年推計は、大きな産業構造の変化を前提としていませんが、日

本経済研究センターのような想定を織り込めば、さらなるエネルギー効率化の可能性がある

ことも示唆されます。 

 

エネルギー効率化を進める政策の選択 

 今回の 2030 年の電力需要の推計では、2010 年比で産業部門では 3 割弱の、家庭部門・業

務部門では 4 割弱の削減の可能性が明らかになりました。総論で示した「持続可能な電源構

成」では、この試算を前提に 30％の電力使用量の削減を想定しました。  

 もちろんこのような削減の可能性は、自動的に実現されるものではなく、エネルギー効率

化を推進する的確な政策の選択が必要です。この点に関して、「省エネルギー小委員会にお

けるこれまでの議論の中間的整理」では、既存の施策の不十分さへの認識は示しつつも、

「省エネルギー対策に係る国の役割」として、「規制に関して言えば、国として事業者に対

し誘導的なガイドライン等を示すことは有効であるが、経済的・技術的に到達が困難な範囲

まで事業者の行動を制限するような規制は逆に事業者の成長の妨げとなる」と述べています。 

 

図 2-1-11 世界における排出量取引の現況 

 
出典： IEA, Energy, Cl imate Change & Environment 2014 (Executive Summary)  

 

 規制が合理的なものでなければならないのは当然です。しかし、これまでの政府の検討で

は欧州諸国や米国の諸州、東京都だけでなく、韓国政府や中国の地方政府にまで導入が拡が

ってきた総量削減義務と排出量取引制度など、強力にエネルギー効率化を進める施策につい

て、まともな検討すら行われてきませんでした。今後は、こうした施策も含めて、省エネル

ギーを促進する施策の本格的な検討が行われるべきです。   


