
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正  

 省エネ法の対策 
              ～問題解決ナビ～ 

そんなギモンをこれで解決！！ 

省エネ法改正に
よって、 
どんな影響がある
の？？ 

最近よく聞く電力
監視って本当に 
必要なの？？ 

省エネを推進したい
けど、 
どうすればいいの？？ 
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改正省エネ法が 2010 年 4 月から施行されました。 

しかし、「何をすればいいの？」「対策にかかる費用は？」 

そんな疑問を持たれている方も多いかと思います。 

本誌はそんな皆様に少しでもお役に立てるよう、 

省エネ法とそれに関わる対策についてをまとめたものです。 

本誌を通して、少しでも皆様の省エネ活動に貢献できれば幸いです。 

 

 

１．改正省エネ法のポイント 

まずは省エネ法のポイントを整理してみしょう。 

 

（１）事業者単位のエネルギー管理規制の導入について 
 

              

改正省エネ法では、事業所ごとではなく事業者ごとのエネルギー管理が 

要求されます。この措置によって、１事業所ごとのエネルギー使用量は

少ないけれど、全事業所を合算すればエネルギーを多く使用している事

業者に対して省エネ法が適用されるようになります。 

 

全事業所で合計して年間 1,500kl(原油換算)以上の事業者がエネルギー管理指定事業者です。 

「私のところも改正省エネ法の対象になるの？」と疑問にもたれている方も多いと思いますので、 

下の目安を確認してみてください。 
 

 

小売店舗   約 3 万㎡以上 

オフィス・事務所  約 600 万 kWh/年以上 

ホテル   客室数 300～400 規模以上 

病院   病床数 500～600 規模以上 

コンビニ   30～40 店舗以上 

ファーストフード  25 店舗以上 

ファミレス  15 店舗以上 

フィットネスクラブ 8 店舗以上 
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（２）管理体制の強化について 

  (エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選任) 
 

省エネ法の改正により、エネルギー管理指定事業者となった企業では、「エネルギー管理統括者」と

「エネルギー管理企画推進者」の設置が義務付けられます。 
 

 

 

 
 

以上を主な役割として、取締役会等で発言権がある、意思決定者に直接具申する権限のある者と定義

されていますので、役員クラスの人間を選任する事となります。 

 

「エネルギー管理企画推進者」とは 

エネルギー管理統括者を実務の面からサポートする位置づけとされ、 

エネルギー管理員講習修了者である事か、エネルギー管理士の 

資格を有している者である事が求められています。 

 

尚、上記の選任義務を怠った場合は、なんと 100 万円以下の罰金とすることも今回の法律に盛り込ま

れておりますので、注意が必要です。 

 

 

（３）フランチャイズチェーンの取扱について 
 

昨今はスーパーでのレジ袋廃止等、流通業における省エネの取組みも 

目立ってきました。今回の改正では、フランチャイズチェーンに対す 

る規制のガイドラインも示される事になります。 

 

前述した内容と同様に、フランチャイズチェーンでも、本部と加盟店の合算で年間 1,500kl（原油換

算）以上であれば、省エネ法が適用されることとなります。 

今回法令適用の範囲については、以下の２要件を満たす場合に法律が適用されます。 
 

（１）約款において、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して 

エネルギー使用の状況に関する報告をさせる事ができる。 
 

（２）本部が加盟店に対して以下の何れかを指定している。 

①空調調和設備の構成機種、性能又は設定温度、使用方法 

②冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は設定温度、使用方法 

③照明に係る機種、性能又は照度、使用方法 

④加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法 

①経営的視点から取組みを推進する 

②中長期計画のとりまとめ 

③現場管理に係る企画立案、実務の実施 
「エネルギー管理統括者」とは 
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（４）テナントビルの対応について 
 

ビルオーナーとテナントの関係も省エネを進めるにあたっては 

非常に大きな問題となっています。 

省エネ法の改正では、オーナーとテナントの双方が協力して省エネを 

促進させるため、エネルギー使用量についての報告義務が課されます。 

 

その内容としては、テナント専用部のうち、テナントにエネルギー管理権限が存在しない部分につい

ても、テナントとしての報告義務が課されるということです。 
 

つまり、テナント専用部については、オーナー、テナントそれぞれに重複して報告義務が課されるよ

うになるのです。 

これにより、『双方がエネルギー使用量に関する情報を共有して省エネに取組む事』が求められます。 
 

※共有部分の報告義務は、オーナー側にのみ課されます。 

 

 

（５）セクター別ベンチマークの導入について 
 

従来の省エネ法でも、一定規模以上の工場・事業場に対し、目標として、年平均１％のエネルギー原

単位改善の努力義務が課せられていました。しかしながら、企業によって省エネへの取り組み具合は

異なることから、より公平で透明性の高い指標の導入が求められ、セクター別ベンチマークの考えが

生まれました。 
 

経済産業省の検討委員会によると、「セクター別ベンチマークとは、同様もしくは非常に近い手法によ

りエネルギーを使用している特定の事業について、そのエネルギー使用の合理化の状況を比較できる

指標を設定し、省エネルギーが他社と比較して進んでいるか、遅れているかを明確にする事を目的と

する。」とされています。 

 

 

以上が改正省エネ法の大きなポイントになります。新法に基づいて提出するエネルギー利用状況の報

告書は改正初年度のため、2010 年７月末、定期報告書及び中長期計画書は 2010 年 11 月末が期限と

なっています。 

でも「まだ大丈夫。」と安心しないで下さいね！！ 

エネルギー利用状況の報告書は、2009 年 4 月から 2010 年 3 月までの実績であり、定期報告書と

中長期計画書の作成もかなりの労力が必要になります。 

 

まずは報告書！と考える方も多いと思いますが、最終的には省エネによりエネルギー使用量の削減、

それによる企業のコスト削減につなげる活動を、今から行っていくことが重要であることを、しっか

りと認識する必要があるのではないでしょうか。 
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２．これから何をすればいいの？ 
 

それでは、これから省エネ活動を行っていくために何をすべきなのでしょうか？ 

今まで省エネを進めてきたけれど、なかなか思うようにいかない。 

また、何から始めたらよいのか分からない。そんな方が多いのではないでしょうか。 
 

そこで注目していただきたいのが「計測」です。 

意外に軽視されているのですが、省エネの第一歩は、電力を「計測」をすることです。 

現状把握（計測）無くして、省エネ実現は難しいのです。 

 

（１）計測の大切さ 
 

ところで、皆さんは病気になった時、どうしますか？ 

病院に行かれますか？十分に休息をとりますか？それとも、とりあえず何かの薬を飲みますか？ 

たいていの方は、まず病院に行かれると思います。では、病院では、何をしますか？ 
 

まず、医者の問診があって、その後さまざまな検査を行うはずです。 

血液検査や尿検査、レントゲン、時には CT スキャンをとる場合も 

あると思います。検査には、それなりのお金がかかるのに、 

検査しないということは、ほとんどありません。それは、なぜでしょうか？ 

それは、医者が病気の診断をするために、検査結果を必要としているから、ですね。 
 

 実は、省エネも同じことが言えます。 

省エネというと、インバーター化や最新設備の導入、力率の改善（進相コンデン

サ）など、即効性を狙った設備投資から始める事が多く、計測というものは意外

と軽視されているように感じます。病気に例えれば、病名や病状がよく分からな

いけど、とりあえず風邪薬を飲んでみるのと同じことです。病気は 1 回で治ると

いう特効薬が無く、継続して服用しなければいけないのと同じで、 

設備投資から始める省エネは、1 回目の効果は確実に上がるのですが、2 回目、3 回目と継続をして

いくことが非常に困難になります。また、本当に効果があったのか分からなくなっていきます。 

省エネは病気を直すことと同じで、まず状況を把握すること、つまり「計測」こそが、本当は非常に

重要な事なのです！ 
 

「でも大丈夫。受電の取引メータを検針して、使用状況をきちんと把握しているから。」 
 

確かに、受電部の電力メータを検針されているお客様も多いとは思いますが、 

これはあくまで、使用料金がどのくらいだったかを事後管理するのが 

目的で、 省エネのための計測ではありませんから、省エネにはほとんど結びつきません。 

取引メータのデータでは、全体の使用量しか分かりませんし、使用量が増えてしまっていても 

その事実がわかるだけなので後の祭りです。 
 

一方で計測機器を活用した「電力監視システム」を導入すれば、細かい単位での電力使用状況が把握

でき、変動やピークを捉えて、どうしたら省エネに結び付けられるかを分析、解析することができま

す。つまり、「電力監視」は省エネのための第 1 ステップなのです。 
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（２）「原単位」って知っていますか？ 
 

省エネルギーの標準的な進め方として、「原単位の把握」は一般的な項目と 

なっています。 

「原単位」とは、一定の製品を生産するのに使われるエネルギー量のこと

で、          で、この値が小さくなる＝省エネが進んでいるという指標になります。 

環境や景気の良し悪しにより、必要となるエネルギー量は変化しますので、 

単純にエネルギー使用量だけで省エネ効果を算出してしまうと、誤った 

分析結果となるため、原単位による考え方は、非常に重要です。 
 

電力監視システムの導入で、季節別、時間別、設備別、生産品目別など、細かい単位での電力使用状

況の計測し、計測データと製品の生産量などを照らし合わせることで、「原単位」を導き出すことがで

きます。 
 

ではこの原単位を改善していくにはどうしたらよいのでしょうか？ 
 

前述したように原単位の改善は、省エネの実現です。 

そのためには、会社一丸となった PDCA の管理サイクルを回すことが一番大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この PDCA 管理サイクルで一番重要なのは、担当者の方だけが参加するのではなく、社員全員 

に省エネの意識付けをさせることにあります。 

 

①Ｐｌａｎ：目標値の設定

④Ａｃｔｉｏｎ：改善計画の 

実施と次ｓｔｅｐの検討 
②Ｄｏ：現状把握と 

    原単位管理 

③Ｃｈｅｃｋ：データから

   改善計画の立案省エネは1回きりではない。 

継続していくことが重要！！ 

効果のあるところから実施。 

３～５年の中長期計画が必要！！ 

どこにネタがあるのか、 

どこが悪いのか探す！！ 



  
 
7 

 

弊社が納入させていただいたお客様の話で、システム導入で各部門別の 

エネルギー消費動向が全員にわかるようになったため、いい意味で競争心 

が芽生え、省エネに対して社員全員が積極的になり、何もしなくても 

年間 5％ほど電気使用量が削減できた、 

という例がありました。逆を言えば、それだけ普段電気を無駄に使って 

いたということです。 
 

この効果だけでも十分に電力監視システムの導入の価値があった、といえますね。 

省エネのためのベストな対策は、対象となる現場ごとに異なりますので、エネルギー計測データを 

もとに継続的に PDCA サイクルを運用し、ベストな対策を行っていくことが大切です。 

実際、省エネルギーセンターでも、一般管理項目、空調・冷凍設備、受変電設備の項目で、『管理体制

の確立と記録の実施による原単位の把握で、プロセスを改善することが標準的な進め方である』と言

っています。 

 

原単位やムダを把握するための電力監視システムについて、次ページから紹介します。 
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３．電力監視システム 
 

ここまでのお話で、「電力監視システム」を活用した計測の有用性をお感

じいただけたと思います。 

では、改めて「省エネ」のための「電力監視システム」とは、 

いったい何なのでしょうか？ 

「電力監視システム」は、「省エネ」のための“ツール”です。 

導入＝省エネというものではありません。 
 

ですが、病気を治すのと同じで、「計測」は省エネの第 1 ステップです。 

何か矛盾したことを言っているようですが、「計測」なくして真の省エネは実行できません。 

でも、“ツール”なんです。活用してナンボ、です。 

ここで考えたいのは、「省エネのための“ツール”にいくらお金をかけるのか？」ということです。 

「省エネ」が目的で、導入＝省エネではない“ツール”である「電力監視システム」に、あまりにも

多額の費用を投じることは本末転倒であり、それでは予算確保もできないですね。 
 

 

 

※メーカーの立場で考えてみましょう 
 

ここでちょっと裏話です。 

メーカーは、システム商品を売る時、何が一番儲かると思いますか？ 

実は、導入時ではなく、保守・メンテナンスの方が儲かるのです。  
 

システムは一度導入すると、そうめったなことでは変えることはありません。 

ですから、ユーザーが自由に変更や改修を行えないシステムにしておけば、 

後日変更・増設・改修があった際、必ずエンジニアリング費用が発生し、 

ここには競争原理が働かないため、利幅を多くとることができます。 
 

つまり、システムにメーカー独自のブラックボックスを作っておいて、 

ユーザーがいじれないようにしたり、初期導入時に全てメーカーがセットアップして、ユーザーが 

メーカーを頼る構造を作っておくと、将来的な利益を確保できるので、ユーザーが自由に変更・改修

ができないシステムは、メーカーにとって都合の良いシステムである、と言えます。 

（ただし一般論で申し上げておりますので、全てのことを指している訳ではありません） 

将来のメンテナンス費用などもしっかり考慮し、採用メーカーを検討することも重要ですね！ 
 

 

 

では、本題に戻りましょう。 

導入＝省エネではない“ツール”である「電力監視システム」の 

「あるべき姿」とは何でしょうか？ 

次ページには、よく耳にするお客様の要望を載せました。 

これらをもとに、理想の電力監視システムを考えてみましょう。 
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（１）システムのあるべき姿 
 

以下はお客様から電力監視システムに対して寄せられる代表的な意見です。 
 

「省エネデータの管理システムを導入したいけれど、最近予算申請が 

通りづらいから厳しそうだな。余分な機能を省いた安価なシステム 

があれば、予算が取れそうなのに。」 
 

「社内設備を増設したのでシステムに反映させたいが、メーカー設定 

費用の見積りが数十万円だった。今さら他のメーカーに乗り換える 

こともできないし、このままじゃ増設箇所をシステムに反映させることができないな。」 
 

「電力監視ってどんなものかわからないけど、試しに 1 箇所だけ計測してみようか。うまく使用でき

そうなら、計測箇所を増やし、細かな分析なども考えていきたいな」 

 

～電力監視システムに求められている「あるべき姿」～ 
 

上記の意見を考慮した以下の様なシステムが電力監視システムの理想形と言えます。 
 

①必要な機能を搭載し、機器がシンプルかつ安価であること！！ 

②メーカーによるブラックボックスを極力排除した、システム立ち上げや 

設定が自由なシステムであること！！ 

③一度導入いただいた機器を、将来システムの拡張・変更する際にも無駄に 

することが無いような、自由度と拡張性があること！！ 

 

これからシステムの導入をご検討されている皆さんは、導入するシステムがこの「あるべき姿」に合

致しているか、しっかりと見極める必要がありますね。 

 

 

（２）重要視されている機能 
 

また、使いやすさや、導入のしやすさの観点から、以下のような機能を持った 

機器・システムも重宝されることが多いです。 

 

☆ 計測機器の LAN ネットワーク対応 

取り付けた計測機器に対し、新規で通信ラインを配線することは、 

大きな費用がかかります。既存のＬＡＮネットワークをデータ通 

信に使用し、通信ラインの配線工事を削減できます。 

 

☆ 機器本体の計測データ保存機能 

ＬＡＮなどの、通信ラインは状況によって通信状態が不安定になることがあります。 

通信不良が発生した際、データの欠損を防ぐため、計測機器本体にデータを保存する機能があれば、 

データの欠損の可能性がグンと低くなります。 
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☆ データ管理の方法を自由に設定 

省エネ活動の目標を立てる、原単位を把握するという観点から、

部署や製造工程ごとのエネルギー把握が必要とされています。た

だし、電気設備は、管理したい項目ごとにまとまっていることは

ありません。その際、計測データの一部をまとめたグループの設

定や、データ同士の加減算やデータの按分ができれば、計測後に

手作業で集計する作業が不要となり、工数の削減が見込めます。 

 

☆ 計測データを社員みんなで共有 

社内で省エネ対策をする際、どうしても効果を実感するまでに 

時間がかかります。社内にある各個人の PC から電力監視シス 

テムを見ることができれば、省エネ対策をしたその場で、効果 

が確認でき、省エネ意識の向上に役立ちます。 

 

 

（３）効果的な測定を行うためには 
 

それでは、電力監視を始めるにあたって、どの回路を計測すれば目的のデータを取り出せるのか？ 

電力監視を検討される際に、非常に悩む部分だと思います。 
 

電気の流れを簡単に書くと以下のような、上（受電部）から下（各電力の負荷）に細分化されます。 

細分化された箇所で電力を計測すれば、各装置や設備で使用している電力を把握することができ、 

とりあえずはザックリと把握できればいい場合は、細分化される前段で計測を行います。 

電力計測は、細分化を行う電気設備（キュービクル、電気室、配電盤、分電盤）に機器を設置して 

行うことがほとんどです。 
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どこに計測機器を取り付けるか？という悩みに関しては、それぞれの環境に合わせ、ベストな計測方

法を個々で考えていかなければなりません。 

えー!?と思った方、いただいたお客様の声をまとめてみましたので、ご参考にしてください。 

 

「省エネ対策を行う予定の回路を計測し、省エネ対策の前後で 

どれだけ効果があったか分析しました！」 

「電力使用量の比較的大きいと思われるところに、機器を取り付けました。 

使用量が多いところで 5%削減できれば、大きな効果となるので。」 

「ある製品の製造原価を分析するため、そのラインで使用している回路を 

全て計測しました。」 

 

少しでも参考になりましたでしょうか？ 

電力監視システムでは、いつ・何に・どれだけの電力を使用したかが把握できます。 

この、「いつ」「何に」「どれだけ」の把握が省エネ活動をはじめ、物事を分析する上で非常に重要

な要素なのです！！ 
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４．計測したあとに 
 

これまで電力監視をすることの重要性や、その仕組みをお話してきました。 

計測するだけでは何も生まれませんので、電力監視によって保存されたデータをもとに 

省エネにつなげていかなければ、電力監視がムダなものになってしまいますね。 

 

（１）計測データの活用事例 
 

電力監視システムは計測後にどれだけ計測したデータを活用するかによって、その導入効果が大きく

変わります。 

皆さんが導入時に一番気にするであろう「費用対効果」も、計測後の取り組み次第で大きくもなり、

また、効果が得られないという状況にもなるのです。 
 

ここからは、実際に電力監視システムを導入し、省エネを実現したお客様の事例をご紹介します。 

 

事例① 地方自治体（浄水場管理） 

監視システム導入前：水を送るためのポンプは非常に多くの電力を消費しますが、ポンプごとの 

電力量を把握していないため、ムダの発見・電気代の削減が実施できていませ

んでした。 
 

監視システム導入後：各機器（ポンプ）に計測機器を取り付け、個々の電力量、原単位を把握し、 

建物・設備ごとの電力使用量も集計できるようなシステムを導入しました。 

電力量や原単位を把握でき改善しやすくなりました。それにより、事務所の電 

力も把握できるようになったので、季節的要因がわかり具体的な対策を打てる 

ようになりました。 

例えば昼間は窓際を暗くするなど、電気の光を自動的に調節するようにしてい 

ます。結果として年７％の電力量削減につながっています！！ 

 

 

事例② 某化学メーカー様 

監視システム導入前：ISO14001 を取得し、全社として環境負荷の軽減を目指していますが、思うよ 

うな成果が出ておりません。 

ムダを発見して、社員の省エネ意識を改善する事が課題です。 
 

監視システム導入後：100V 電源のもの（主に照明）に計測器をつけ、各階でどれだけ電力を使用し 

ているのかパソコン上で管理しています。ISO14001 の規定で「昼休みには 

消灯する」と決めているので、それを実行していないフロアは電力値で 

一目でわかるので、勧告を出します。また、夜遅くまで仕事をしていること 

も電力値をみれば一発でわかるので、原因などを調査し改善するようにして 

います。おかげさまで社員の省エネ意識が高まり、無駄な電気は消す習慣が 

少しずつ根付いてきております！！ 



  
 

13 

 

（２）オフィス、工場でのデータ活用について 
 

その他、数多くの見える化システム導入の効果がございます。 

その代表例を記載させていただきます。 

 

【例①】オフィス 

空調温度の調整による、省エネ活動の効果検証のために、空調電力の見える化を推進しました。 

結果、冷暖房温度を１℃緩和することで、空調エネルギーを約１０％削減できることがわかりまし

た。 

対策による効果が見えることで、社員の省エネ意識も向上し、会社全体で大きな効果を得ることがで

きたと思います。 

 

【例②】オフィス 

エネルギーをムダに使用していないか？どこに省エネポイントがあるか？ 

監視システムにより、始業前・終業後の空調と照明の使用量を分析することができました。 

不要箇所の電源 OFF の徹底により、定時時間外のエネルギー使用量が約半分まで削減できました。 

 

【例③】工場 

コンプレッサー吐出圧を下げ、省エネ対策を行いましたが、どれだけ効果が出ているかわかりません

でした。見える化により、吐出圧を 0.1MPa 下げると、約１０％の省エネ結果が得られました。 

この情報を横展開し、全体的に大きな省エネにつながりました。対策による効果が見えることは、 

やる気や継続性を強くさせると改めて感じました。 

 

【例④】工場 

製造装置ごとに電力使用量を計測し、装置ごとの時間別使用量を把握することで、原単位の把握や、

装置の稼動時間の無駄も発見できました。 

始業前や就業後、昼休みなど、生産時間外でも通常時と同様に電力を使用している装置の運用改善に

役立てることができました。 

 

【例⑤】オフィス 

フロアごとに電力使用量を計測し、ISO で規定されている節電活動が行われているかのチェックを行

うことができました。電力使用量の推移がわかり、照明設備のスケジュール運用やそのチェックまで

行うことができました。また、社内全体の省エネ意識の向上にもつながっています。 
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【例⑥】工場 

エネルギー使用における主要箇所を計測し、省エネ対策をする箇所の選定や、対策効果を数値で表す

ことができました。実際にどれだけ使用量が下がったのか、省エネ活動によりどれだけ費用がかかっ

たのかを数値で見せることで、設備導入がスムーズになったり、従業員の更なる省エネ意識の高まり

につながりました。 

 

【例⑦】オフィス 

年間のピーク電力削減のため、空調電力を室外機単位で計測し、ムダの発見や、シュミレーションを

行うことができました。特別な省エネ機器を導入しなくても、電気料金を 10%以上も削減できました。

これから省エネ機器を導入し、その効果検証も行いたいと思っています。 

 

 

（３）電力監視システム導入への追い風!? 
 

データの計測、監視システムの導入には、必ず費用が発生しますが、最近では、国の補助金制度に申

請し、電力監視導入の費用負担が低減されるケースも増えてきています。 

それは、この小冊子で何度もご説明した、「計測の大切さ」を国も認識しているからです。 

毎年１％以上のエネルギー削減を実現していかなければならない皆様に、エネルギーの見える化から

始まる省エネを、是非とも実現させていただければと願っています。 

 



  
 

 

 

５．おわりに 

最後までお読みいただき、どうもありがとうございます。 

これまで省エネ法と合わせて、計測の重要性やその効果について、ご説明させていただきました。 

渡辺電機工業株式会社は、エネルギーの見える化を行うための、計測機器および管理分析ツールを 

製造・販売しているメーカーです。 

計測に関してのスペシャリストとして、また、省エネを推進する 

一企業として、皆様のお役に立てるよう、ホームページ上でも 

「電力監視のポイント」や「力率改善のポイント」など、多くの 

情報を分かりやすくご紹介しています。 

 

エネルギー計測についての疑問やご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

e-mail support@watanabe-electric.co.jp  URL http://www.watanabe-electric.co.jp 

省エネと計測の「見える化」をリードする問題解決企業

本社・システム営業部 

〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前 6-16-19 

TEL : 03-3400-6141 

FAX : 03-3409-3156 

調布工場 

〒182-0006 

東京都調布市西つつじヶ丘

1-1-10 

TEL : 042-490-8655 

FAX : 042-490-8656 

MEMO 

2010.07 第 1 版 




