第７章 北見市の省エネルギー化
本章では、これまでの我が国の省エネルギーの取組を整理し、次に、北見市の部門別エネルギ
ー消費量の現状を解析する。さらに、現在世の中に普及している、または将来的な技術革新によ
り普及が想定される省エネルギー技術・手法について示し、北見市において普及した場合の省エ
ネルギー可能量を試算する。

7―1 これまでの我が国の省エネルギーの取組
我が国は石油ショック以降、官民が一体となって省エネルギーに取り組み、エネルギー消費
効率を過去 30 年間で 37％改善した。
国は、1979 年に制定した「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、「省エネ法」と
いう。
）
」に基づき、エネルギー管理者の選任を義務化し、工場における省エネルギーの推進体
制の促進に努めてきた。また、技術開発支援や設備導入支援を通じて、産業分野における省エ
ネルギー技術の開発と導入を支援してきた。その結果、我が国の GDP 単位当たりの一次エネル
ギー供給量は世界で最小の水準となっている。
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出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2010」

図７－１－１ 各国の GDP 単位当たりの一次エネルギー供給量の比較（2007 年）
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7―２ 北見市の部門別エネルギー消費量の試算
（１）エネルギー消費量の現状分析
第４章で示したとおり、2009年の北見市の総エネルギー消費量は1.10×1010MJである。
一方、「都道府県別エネルギー消費統計（2009年 資源エネルギー庁）」に示されている北
海道の部門別エネルギー消費量から部門別シェアを計算すると、産業部門38.9%、家庭部門
28.0%、業務部門25.8%、運輸部門7.3%となっている。これらの数値から北見市内の各部門のエ
ネルギー消費量を推計した結果を、下表に示す。
表７－２－１ 北見市の部門別エネルギー消費量
北見市のエネルギー消費量

シェア

消費量

（A)

（B）

（A）×（B）

産業部門
10

1.10×10 MJ
民生部門
運輸部門
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農林水産業

5.3%

5.83 ×108MJ

建設・鉱業

1.7%

1.87 ×108MJ

製造業

31.9%

3.51 ×109MJ

家庭

28.0%

3.08 ×109MJ

業務

25.8%

2.84 ×109MJ

7.3%

8.03 ×108MJ

（２）製造業（産業部門）のエネルギー消費量
産業部門のうち、製造業のエネルギー消費量（3.51×109MJ）を、さらに業種ごとの製造品
出荷額で按分した結果を、下表に示す。なお、製造品出荷額等は「北見市統計書 平成22年版」
より抜粋した。
表７－２－２ 製造業（産業部門）のエネルギー消費量
製造品出荷額等（万円）

出荷額割合

エネルギー消費量

(A)

3.51×109 MJ × (A)

業

2,279,910

50.0%

1.75×109 MJ

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業（ 家具 を除 く）

574,799

12.6%

4.42×108 MJ

業

68,645

1.5%

5.28×107 MJ

業

301,143

6.6%

2.32×108 MJ

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業

206,815

4.5%

1.59×108 MJ

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

596,652

13.1%

4.59×108 MJ

金

業

324,792

7.1%

2.50×108 MJ

生 産 用 機 械 器 具 製 造 業

113,002

2.5%

8.69×107 MJ

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

50,978

1.1%

3.92×107 MJ

そ

45,008

1.0%

3.46×107 MJ

食
家
印

料
具

・

刷

属

の

品
装
・

製

他

製
備

造

品

同

品

の

関

製

製

製

造
連

造

造

業

（３）業務部門（民生部門）のエネルギー消費量
民生部門のうち、業務部門のエネルギー消費量（2.84×109MJ）を、さらに業種ごとの床面
積で按分した結果を、下表に示す。なお、床面積は「平成23年度 市税概要（北見市）」より
抜粋した。
表７－２－３ 業務部門（民生部門）のエネルギー消費量

床面積(㎡)

木造

非木造

床面積割合

エネルギー消費量

(A)

2.84×109 MJ × (A)

旅館料亭ホテル

27,159

2.2%

6.37×107 MJ

事務所銀行店舗

159,913

13.2%

3.75×108 MJ

劇場病院

9,548

0.8%

2.24×107 MJ

公衆浴場

1,330

0.1%

3.12×106 MJ

事務所店舗銀行

759,482

62.7%

1.78×109 MJ

病院ホテル

253,578

20.9%

5.95×108 MJ
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７―３

導入が想定される省エネルギー

（１）高効率照明
①高効率蛍光灯
最近では、従来よりも省エネルギー性能の高い蛍光灯が市場に出回っている。例えば、Hf
蛍光灯（高周波点灯蛍光灯）はインバータによる専用の高周波点灯回路と組み合わせること
で、従来型の蛍光灯よりも発光効率を改善したものである。また、従来、白熱電球を使用し
ていたものを電球型蛍光灯に換えることによっても、省エネルギー効果を期待できる。
②ＬＥＤ
ＬＥＤは発光ダイオード（Light Emitting Diode）の頭文字を取った略称であり、電気を
流すと発光する半導体の一種である。従来の蛍光灯や白熱電球等とは発光原理が異なり、消
費電力量が尐なく、寿命も長いので、省エネルギー型の照明用光源として期待される。一般
家庭、事業所、街路灯など、幅広い場所で利用することが可能と思われる。

出典：NEDO ホームページ「よくわかる！技術解説」

図７－３－１ ＬＥＤの仕組みと利用
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③有機 EL 照明
有機 EL（エレクトロルミネッセンス）とは、有機材料に電圧をかけることで発光する物理
現象であり、
この現象を照明に利用するのが有機 EL 照明である。有機 EL 技術自体はすでに、
携帯電話やテレビのディスプレイの材料として使われている実績がある。曲げることができ
る、面で発光することができる、等の特徴があり、照明分野での使用が広がりつつある。今
後の技術開発による高効率・高寿命化が期待できる。

出典：NEDO ホームページ「よくわかる！技術解説」
図７－３－２ 有機ＥＬの発光原理と有機ＥＬ照明

④人感センサー
従来から自動ドア等に幅広く使われている技術であるが、照明と組み合わせることで省エ
ネルギー効果を期待できる。トイレや会議室など、常に人がいるわけではない場所に設置す
ることで、照明の消し忘れによる電力の無駄な消費を無くすことができる。
⑤自動調光
照度センサーで部屋の明るさを監視し、明るさに応じて照明の強さを自動的に調節する。
昼間の消費電力を抑える効果のほか、新しい照明に交換した当初の過剰な明るさをカットし、
無駄な電力を削減することも期待できる。
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（２）高効率給湯器
①空気熱ヒートポンプ給湯器
大気中の熱をヒートポンプにより 上げ、温水加熱に利用する給湯器である。従来の給湯器
と比較して高効率に温水を作ることができる。冷媒に CO2 を使用した「エコキュート」が、
家庭用のヒートポンプ給湯器として急速に普及してきている。寒冷地で使用できる空気熱源
ヒートポンプは 2001 年より製品化されている。

図７－３－３ エコキュートの仕組み
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②潜熱回収型給湯器
家庭用給湯器において、従来は 200℃近い高温のまま排出していた温水加熱用バーナーの
排気ガスの潜熱を二次熱交換器で回収・有効利用することで、エネルギー消費量を抑える技
術である。バーナーの燃料に灯油を使用する「エコフィール」、ガスを使用する「エコジョー
ズ」がある。

出典：社団法人日本ガス協会ホームページ

図７－３－４ 潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）と従来型との比較
（３）省エネルギー家電
「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」では、家電等の省エネルギー性
能の向上を促すため、法で定められた 23 品目の機器（特定機器）について目標基準（トップ
ランナー基準）を定めている。家電等の製造事業者はトップランナー基準を達成している製
品には「省エネルギーラベル」を表示する。家電等を購入する際には、「省エネルギーラベ
ル」が表示されている機器を選ぶことで省エネルギーの推進につながる。

出典：財団法人省エネルギーセンターホームページ

図７－３－５ 省エネルギーラベルの例
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（４）省エネルギー住宅
省エネルギー住宅とは、より尐ないエネルギー消費量で、冬は暖かく、夏は涼しく、快適
に暮らせる住宅のことである。そのポイントとなるのは「高断熱」
・「高気密」・
「換気システ
ム」という 3 つの機能である。
北海道では、寒冷積雪な地域にふさわしい高断熱、高気密な性能を有した「北方型住宅」
の啓蒙普及を行っており、北見市においても建設促進に向けた普及を行っている。
①高断熱
室内の空気を暖房で温めると、その熱は壁・床・天井・窓などから家の外に逃げていこう
とする。この時、逃げていく熱量が多いと、室内を快適な温度に保つために余分に暖房のた
めのエネルギーを消費しなくてはならない。壁や床の断熱性能を高め、外に逃げようとする
熱量を極力尐なくすることによって、暖房に使用するエネルギー消費量を抑えることができ
る。
夏場においては、逆に外気の熱が室内に入り込もうとするので、建物が高断熱であれば冷
房に供するエネルギーを尐なく抑えられる。加えて、室内に入り込む直射日光を遮ることも、
室内温度の上昇を抑えるうえで必要である。
建物において、壁・床・天井を介した、室内と屋外の熱の収受を遮断する役目を担うのは
断熱材である。断熱材の材質、工法については多くの技術が開発されており、住宅ごとに最
適な組み合わせを検討することが重要である。
窓やドアなどの開口部を介した熱の流出入は、室内と屋外の熱の収受の大きな部分を占め
ていると言われており、窓の断熱性能は住宅の省エネルギー化を達するうえで重要であるが、
壁や床などに比べて比較的簡単にリフォームできるので、省エネ化を検討するポイントにし
やすい。省エネルギーを目的とした窓用ガラスには、2 枚以上のガラスを組み合わせて、間
に乾燥空気やアルゴンを閉じ込めた複層ガラス、特種金属膜により放射率を低く抑え、断熱
性能を高めた複層ガラス「Low-E 複層ガラス」などがある。サッシにも、熱を伝えにくい材
質を使用したものがあるので、高断熱ガラスと組み合わせることで、より断熱効果が期待で
きる。
②高気密
壁・床・天井・窓等を高断熱化しても、隙間があればそこから熱が出入りするので、冷暖
房のエネルギーロスを抑えることができない。高断熱化とともに、高気密化することも、省
エネルギーの重要なポイントである。
③換気システム
気密性が高いということは、逆に言えば、空気の循環がおこなわれにくい環境であるとも
いえる。高断熱・高気密な住宅が真価を発揮するには、適切な換気システムを備え付けるこ
とが重要である。
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④その他
昔から「頭寒足熱」という四字熟語があるとおり、人は足元が温かく、頭部が涼しいとき
に快適だと感じる。一方で、暖かい空気は高いところ、冷たい空気は低いところに動くとい
う性質があるので、このことを念頭に置くと、冷暖房に利用するエネルギーのさらなる効率
化を図ることができる。具体的には、部屋の構造、用途等に合わせて床暖房の導入、サーキ
ュレーションファンの設置が考えられる。
屋根断熱
高性能断熱材を入れる、
又は厚くする

天井断熱
高性能断熱材を入れる、
又は厚くする

気流止め

窓断熱
断熱性の高いものを使用する

壁断熱
高性能断熱材を入れる、
又は厚くする
壁の上下に気流止めをする

内窓を追加し、窓を二重にする

ガラスのみ交換する

基礎断熱
高性能断熱材を入れる、
又は厚くする

サッシごと交換する

気流止め

床断熱
高性能断熱材を入れる、
又は厚くする

図７－３－６ 建物の断熱性を良くするためには

図７－３－７ 複層ガラス
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（http://www.kita-sumai.com）

図７－３－８ 「北方型住宅と北方型住宅ＥＣＯ」 資料出典：北海道「北方型住宅パンフから抜粋」

（５）エコカー
エコカーとは、大気汚染や温暖化環境の原因となる物質の排出量が従来よりも尐なく、環
境への負荷が小さい自動車の総称である。ここでは特に、温室効果ガスの排出量が尐ない自
動車について触れる。
「チャレンジ 25 キャンペーン」のホームページによれば、エコカーは
大きく「低燃費・低排出ガス認定車」と「次世代自動車」の 2 つに分類できるとされている。
①低燃費・低排出ガス認定車
ガソリン乗用車等に適用される平成 22 年度燃費基準を達成しており、また平成 17 年排出
ガス基準から窒素酸化物等の排出ガスを 50%以上低減した自動車を指す。

出典：チャレンジ 25 ホームページ

図７－３－９ 低燃費・低排出ガス認定車ステッカー
②ハイブリッド自動車
ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせた自動車。蓄電池を車体に積み、加速時に
モーターがエンジンをサポートすることで、エネルギー効率の良い方法で走る。ブレーキ時
のエネルギーも電力として回収し、それをうまく活用することで尐ない燃料でたくさん走る
ことができる。
③プラグインハイブリッド自動車
モーターとエンジンの両方を搭載し、モーターのバッテリーには家庭用コンセントなどの
外部電源から充電できるハイブリッド自動車。バッテリーの電力不足時にはガソリンエンジ
ンが自動的に稼動し、長距離運転も可能になる。
④クリーンディーゼル車
一般的なディーゼル車より大気汚染物質
（PM や NOx など）
の排出量が尐ないディーゼル車。
ディーゼル車の特徴である力強さと燃費の良さを活かしつつ、問題とされていた大気汚染物
質の排出量が尐ない新しいディーゼルエンジン車である。
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⑤天然ガス自動車
天然ガス自動車は天然ガスを燃料とする自動車で、石油燃料を使わない自動車。ガス規制
の対象になっている大気汚染物質（NOx 等）排出量が尐なく、CO2 排出量もガソリン車より
20～30％尐なくできる。
⑥電気自動車
エンジンの代わりにモーターと制御装置を乗せ、ガソリンの代わりにバッテリーに蓄えた
電気を使って走る自動車。走行時に CO2 や NOx などを排出せず、また騒音が小さい、地球環
境に優しい自動車である。
⑦その他
他にも走行時に CO2 をまったく出さない環境自動車が研究開発されている。例えば水素と
酸素を化学反応させて作った電気で走る燃料電池車、水素を燃料とする水素自動車などがあ
る。

図７－３－１０ エコカーの例

105

（６）省エネルギー行動の実践
省エネルギーの推進にあたっては、ここまで挙げたような技術・製品の開発・普及も大事
だが、これらを使う人が無駄なエネルギーを消費しないように心がけることがさらに重要で
ある。
市民一人ひとりが自らのライフスタイルを見直し、省エネルギーにつながる行動を実践す
ることで、北見市全体として大きな省エネルギー効果が期待できる。
無駄なエネルギー消費を避けることの重要性は、業務・産業部門においても同様である。
ビル・工場等における各種機器の運転管理の改善等により、エネルギー消費の効率化を図る
ことが重要である。
表７－３－１ 省エネルギー行動例
省エネルギー行動の例
・暖房の設定温度は20℃、冷房は28℃にする
冷暖房

・不必要な運転をしない
・フィルターをこまめに清掃する
・アイドリングをしないようにする
・無駄な荷物の積みっぱなしをやめる

自動車の運転
・急発進、急加速をやめる
・タイヤの空気圧を適正にする
・見ないときは消す
テレビ

・画面が明るすぎないようにする
・音量を不必要に大きくしない

照明

・点灯時間を短くする
・ものを詰め込み過ぎない
・無駄な開閉はやめる

冷蔵庫

・開けている時間を短くする
・冬場は冷蔵強度を弱くする
・壁から適切な間隔を空けて設置する
・使わないときはフタを閉める

温水洗浄便座

・季節に合わせて便座暖房の温度調節をする
・季節ごとに洗浄水の水温調節をする
・部屋を片付けてから掃除機をかける

掃除機
・掃除機の集塵パックは適宜取り替える
洗濯機

・洗濯物はまとめて洗う
・食器を洗うときは低温に設定する

給湯器

・入浴は間隔をあけずに入る
・シャワーはお湯を流したままにしない
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７―４ 省エネルギー可能量の検討
（１）北見市の省エネルギー可能量
７－３で示した省エネルギー技術や手法が、北見市の産業・民生・運輸の各部門において
最大限、普及または導入された場合の省エネルギー可能量を推計した結果を、以下に示す。

省エネルギー可能量：1.10 × 109 MJ
（2009 年エネルギー消費量の 10%削減に相当）
表７－４－１ 北見市の省エネルギー可能量
部門

取組区分

農林水産業

省エネルギーの可能量

ビル・工場等の省エネルギー化

％

4.96 ×107MJ

4.5

産業部門
製造業

ビル・工場等の省エネルギー化

22.3 ×10 MJ

20.3

高効率照明の普及

6.27 ×107MJ

5.7

7

高効率給湯器の普及

エネルギー型
家庭部門
民生部門

7

10.00 ×10 MJ

9.1

省エネルギー型エアコンの普及

6.11 ×107MJ

5.5

省エネルギー型冷蔵庫の普及

5.26 ×107MJ

4.8

7

省エネルギー型テレビの普及

5.70 ×10 MJ

5.2

省エネルギー住宅の普及

8.24 ×107MJ

7.5

7

省エネルギー行動の実践

3.42 ×10 MJ

3.1

高効率給湯器の普及

4.51 ×107MJ

4.1

業務部門
ビルの省エネルギー化

7

21.00 ×10 MJ

19.1

エコカーの普及

7.01 ×107MJ

6.4

エコドライブの実践

5.15 ×107MJ

4.7

運輸部門

合

7

計

109.93 ×10 MJ

運輸/エコドライブの実践;
4.7%

100

農林水産業/ビル・工場等の
省エネルギー化; 4.5%

運輸/エコカーの普及; 6.4%
製造業/ビル・工場等の省エ
ネルギー化; 20.3%
業務/ビルの省エネルギー
化; 19.1%

家庭/高効率照明の普及;
5.7%
業務/高効率給湯の普及;
4.1%
家庭/高効率給湯器の普及;
9.1%

家庭/省エネルギー行動の実
践; 3.1%

家庭/省エネルギー型エアコ
ンの普及; 5.5%

家庭/省エネルギー住宅の普
及; 7.5%

家庭/省エネルギー型冷蔵庫
の普及; 4.8%

家庭/省エネルギー型テレビ
の普及; 5.2%

図７－４－１ 省エネルギー可能量割合計算
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（２）省エネルギー可能量の根拠
前ページの（１）で示した省エネルギー可能量の推計根拠は、以下のとおりである。
①高効率照明の普及
「エネルギー基本計画」においては、LED 照明、有機EL 照明のような高効率照明について、
2020 年までにフローで100％、2030 年までにストックで100％普及させることを目指す（現状
１％未満）とされている。
１）家庭部門
家庭部門への高効率照明の普及による省エネルギー可能量を、下記のように推計した。
本ビジョンの目標年度において、全家庭の 50%に LED 照明が普及すると仮定すると、
・高効率照明の普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

×

家庭部門のエネルギー消費量に占める電力の割合 1)

×

家庭部門の電力消費量に占める照明の割合 2)

×（白色電球を LED 照明に換えた場合の消費電力削減率

3）

× 照明器具に占める白色

電球の割合 4) ＋ 蛍光灯を LED 照明に換えた場合の消費電力削減率 3) × 照明器具
に占める蛍光灯の割合 4)）
×

目標年度における LED 照明の普及率

＝3.08×109 MJ × 50.5 % × 16.1 % ×(76 % × 30 % ＋ 42 % × 65%)× 50%
＝6.27×107 MJ

出典

1) エネルギー白書 2011（資源エネルギー庁 2011 年）
2) チャレンジ 25 ホームページ
(http://www.challenge25.go.jp/practice/enjoy/gakuen/popup13_ecolight.html)
3) 照明器具リニューアルのおすすめ（(社) 日本照明器具工業会 2008 年）
4) 総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会照明器具等判断基準小委員会
第一回 配布資料（2007 年）

２）産業部門・業務部門
産業部門・業務部門への高効率照明の普及による省エネルギー可能量は、P.114 の「⑦
ビル・工場等の省エネルギー化」に後述するため、ここでは推計値を割愛する。
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②高効率給湯器の普及
１）家庭部門
「エネルギー基本計画」では、家庭用高効率給湯器を、2020 年までに単身世帯を除くほ
ぼ全世帯相当、2030 年までに全世帯の8～9割に普及させることを目指すとされている。ま
た、「長期エネルギー需給見通し」では、2030年における各種高効率給湯器の普及台数は、
ヒートポンプ給湯器が約1,430万台、潜熱回収型給湯器（都市ガス、LPG、灯油）が約1,930
万台、燃料電池を含むコージェネレーションシステムは合計で約250万台と見通されている。
この普及台数見通しから、高効率給湯器の種類ごとの普及割合を算出すると、下表のように
なる。
表７－４－２ 家庭用高効率給湯器の普及台数見通し

2030年普及見通し
万台

割合

ヒートポンプ給湯機(電気)

1,430

39.6%

潜熱回収型給湯器(ガス・石油）

1,930

53.5%

250

6.9%

コージェネレーションシステム

本ビジョンの目標年度において、50%の世帯（現状は 10%と仮定）に各種高効率給湯器
が上記算出の割合で普及すると仮定し、省エネルギー可能量を下記のように推算した（た
だし、コージェネレーションシステムについては新エネルギーに分類し既に第 6 章で触
れているので、ここでは省エネルギー可能量の推算を行なわないこととした）。
・高効率給湯器の普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

× 家庭部門のエネルギー消費量に占める給湯の割合 1)
×（高効率給湯器の普及率目標 － 現状の高効率給湯器の普及率）
×（高効率給湯器のうちヒートポンプ給湯器の占める割合 × ヒートポンプ給湯器使
用による省エネルギー率

2）

＋高効率給湯器のうち潜熱回収型給湯器の占める割

合 × 潜熱回収型給湯器使用による省エネルギー率 3)）
＝3.08×109 MJ × 28.7 % ×（50 % － 10 %)×（39.6 % × 54 % ＋ 53.5 % × 13 %)
＝1.00×108 MJ
出典：1) エネルギー白書 2011（資源エネルギー庁 2011 年）
2) チャレンジ 25 ホームページ
(http://www.challenge25.go.jp/practice/enjoy/gakuen/popup12-2_heatpump.html)
3) (社)日本ガス石油機器工業会ホームページ
(http://www.jgka.or.jp/consumer/gasu-riyou/introduction/ecojozu/index.html)
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２）業務部門
業務部門について、家庭部門と同等性能の各種高効率給湯器が、同等の割合で普及する
と仮定すると、
・高効率給湯器の普及による省エネルギー可能量（業務部門）
＝

北見市の業務部門のエネルギー消費量

× 業務部門のエネルギー消費量に占める給湯の割合 1)
×（高効率給湯器の普及率目標 － 現状の高効率給湯器の普及率）
×（高効率給湯器のうちヒートポンプ給湯器の占める割合 × ヒートポンプ給湯器使
用による省エネルギー率

2）

＋高効率給湯器のうち潜熱回収型給湯器の占める割

合 × 潜熱回収型給湯器使用による省エネルギー率 3)）
＝2.84×109 MJ × 14 % ×（50 % － 10 % ×（39.6 % × 54 % ＋ 53.5 % × 13 %）
＝4.51×107 MJ
出典：1) エネルギー白書 2011（資源エネルギー庁 2011 年）
2) チャレンジ 25 ホームページ
(http://www.challenge25.go.jp/practice/enjoy/gakuen/popup12-2_heatpump.html)
3) (社)日本ガス石油機器工業会ホームページ
(http://www.jgka.or.jp/consumer/gasu-riyou/introduction/ecojozu/index.html)

③省エネルギー家電の普及
「長期エネルギー需給見通し」では、冷蔵庫、家庭用エアコン、蛍光灯等の家電、業務機
器につき、新たに購入される製品の全てが現在の最高水準の効率を達成すると見込まれてい
る。
家庭における消費電力の6割を占めるエアコン、冷蔵庫、テレビについて、現行の「トップ
ランナー基準」の目標省エネルギー効果を達成した家電が、北見市の全世帯に普及すると仮定
し、省エネルギー可能量を下記のとおり試算した。
１）エアコン・・・トップランナー基準の目標：2006年度比約15.6%の効率改善1)
・省エネルギー型エアコンの普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

×

家庭部門のエネルギー消費量に占める電力の割合2)

×

家庭部門の電力消費量に占めるエアコンの割合3)

×

トップランナー基準を達成したエアコンに換えた場合の省エネルギー効果

＝3.08×109 MJ × 50.5 % × 25.2 % × 15.6 %
＝6.11×107 MJ
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２）冷蔵庫・・・トップランナー基準の目標：2005 年度比約 21.0%の効率改善 1)
・省エネルギー型冷蔵庫の普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

× 家庭部門のエネルギー消費量に占める電力の割合 2)
×

家庭部門の電力消費量に占める冷蔵庫の割合 3)

×

トップランナー基準を達成した冷蔵庫に換えた場合の省エネルギー効果

＝3.08×109 MJ × 50.5 % × 16.1 % × 21.0 %
＝5.26×107 MJ

３）テレビ・・・トップランナー基準の目標：2008 年度比約 37.0%の効率改善 1)
（液晶テレビ及びプラズマテレビ）
・省エネルギー型テレビの普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

×

家庭部門のエネルギー消費量に占める電力の割合2)

×

家庭部門の電力消費量に占めるテレビの割合3)

×

トップランナー基準を達成したテレビに換えた場合の省エネルギー効果

＝3.08×109 MJ × 50.5 % × 9.9 % × 37.0 %
＝5.70×107 MJ
出典：1) トップランナー基準 2010 年 3 月版（資源エネルギー庁）
2) エネルギー白書 2011（資源エネルギー庁 2011 年）
3) チャレンジ 25 ホームページ
(http://www.challenge25.go.jp/practice/enjoy/gakuen/popup08_refrigerator.html)
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④省エネルギー住宅
「長期エネルギー需給見通し」では、2020年には、住宅の省エネルギー性能の最も厳しい基
準を満たす新築が急増し、８割に達すると見込まれている。ここでは、「次世代省エネルギー
基準」を達成する住宅の普及による省エネルギー可能量を、次のように試算した。
・省エネルギー住宅の普及による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝

北見市の家庭部門のエネルギー消費量

×

家庭部門のエネルギー消費量に占める冷暖房の割合1)

×

次世代省エネルギー基準適合による冷暖房の省エネルギー効果2)

×（80% － 次世代省エネルギー基準達成済み住宅の割合3））
＝3.08×109 MJ × 26.9 % × 20 % ×（80 % － 30.3 %）
＝8.24×107 MJ
出典：1) エネルギー白書 2011（資源エネルギー庁 2011 年）
2)（財）建築環境・省エネルギー機構ホームページ(http://www.ibec.or.jp/)
3) 「次世代省エネルギー基準」をご存知ですか？ガイドブック（NEDO）

⑤エコカーの普及
「長期エネルギー需給見通し」では、次世代自動車*1のシェアは最大導入ケースで、2020年
で総保有台数の20％（販売台数の約半分）、2030年で総保有台数の40％（販売台数の約7割）
まで拡大すると想定している。「2010年度燃費基準値＋25％達成車」(以下、基準値達成車)
が、総保有台数の40％まで普及すると仮定し、省エネルギー可能量を推計した。
＊1： ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、
クリーンディーゼル車、CNG 自動車等をいう。

・エコカーの普及による省エネルギー可能量（運輸部門）
＝

北見市の運輸部門のエネルギー消費量

×

運輸部門のエネルギー消費量のうち自動車が占める割合 1)

×

基準値達成車の普及率

×

基準値達成車の燃費向上率

＝8.03×108 MJ × 87.3 ％ × 40 ％ × 25 ％
＝7.01×107 MJ
出典：1) チャレンジ 25 ホームページ
（http://www.challenge25.go.jp/practice/enjoy/gakuen/popup09_ecocar.html）
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⑥省エネルギー行動による削減
市民一人の省エネルギー行動によるエネルギー使用削減量はわずかなものである。しかし、
一人ひとりの行動が積み重なれば、北見市全体としての省エネルギー量は大きなものとなる。
（財）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」には、具体的な省エネ
ルギー行動とエネルギー削減量が示されている。この中から、北見市において広く実践可能
と思われる行動を抜粋し、現状よりも多くの市民が実践した場合の省エネルギー可能量を推
計した。
１）家庭部門
・省エネルギー行動の実践による省エネルギー可能量（家庭部門）
＝3.42×107 MJ（計算根拠は下記）
表７－４－３ 省エネルギー行動による省エネルギー可能量（家庭部門）
省エネ量

省エネ行動

(原油換算L)
（種類）

（割合）

（A)

現状の

省エネ行動の

省エネ行動

目標実施率

実施率

2)

（B)

*1
（C)

北見市全体の省エネ量
(MJ)
｛（A）×（D）｝×
{(C）-（B）}×（E）

7.62

88.2%

92.0%

6.60×105MJ

4.73

92.0%

95.0%

3.24×105MJ

8.05

31.7%

40.0%

1.52×106MJ

9.68

88.2%

92.0%

8.39×105MJ

16.04

92.0%

95.0%

1.10×106MJ

92.0%

95.0%

1.51×105MJ

71.4%

80.0%

1.37×106MJ

71.4%

80.0%

9.16×105MJ

71.4%

80.0%

3.48×105MJ

2.62

50.0%

60.0%

5.98×105MJ

1.54

50.0%

60.0%

3.51×105MJ

壁から適切な間隔で設置

11.36

50.0%

60.0%

2.59×106MJ

電子レンジ 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用

18.50

26.5%

35.0%

3.59×106MJ

電気ポット 長時間使用しないときはプラグを抜く

27.08

63.5%

75.0%

7.10×106MJ

入浴は間隔をあけずに

44.31

41.0%

50.0%

9.10×106MJ

シャワーは不必要に流したままにしない

14.82

75.4%

85.0%

3.24×106MJ

夏の冷房時の室温は28℃を目安に
エアコン 冷房は必要なときだけつける
フィルターを月に1回か2回清掃
石油ファン 室温は20℃を目安に
ヒーター 必要なときだけつける
照明器具 点灯時間を短く

白熱電球

30%

4.97

蛍光灯

65%

1.10

ブラウン管
テレビ

見ないときは消す

使わないときは電源を切る
パソコン
電源オプションの見直し

5%

8.03

液晶

75%

3.78

プラズマ

20%

18.79

デスクトップ

50%

7.96

ノート

50%

1.38

デスクトップ

50%

3.17

ノート

50%

0.38

無駄な開閉はしない
電気冷蔵庫 開けている時間を短く

風呂給湯器
洗濯機

洗濯物はまとめ洗いを

1.48

44.5%

55.0%

3.54×105MJ

掃除機

集塵パックは適宜取り替える

0.39

41.6%

50.0%

7.47×104MJ
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原油の発熱量（D)

38.2 MJ/L

世帯数（E）

59,705 世帯

２）運輸部門
・エコドライブの実践による省エネルギー可能量（運輸部門）
＝5.15×107 MJ（計算根拠は下記）

表７－４－４ エコドライブによる省エネルギー可能量（運輸部門）

出典：1) 家庭の省エネ大辞典 2011 年版（(財) 省エネルギーセンター）
2) 平成 20 年度国民生活モニター調査結果（内閣府 国民生活局）

＊1：省エネルギー行動の目標実施率は、現状の省エネルギー行動実施率が低いものについては現
状より 10%程度の向上、既に実施率が高いものについては 2～3%程度の向上が図られるもの
として設定した。

⑦ビル・工場等の省エネルギー化
（財）省エネルギーセンターでは、平成 9 年度から「現地診断による省エネルギー診断」
を実施している。これは、事業者からの依頼に応じ、専門家によるヒアリングや現場確認を
行い、ビル・工場のエネルギー効率の現状分析や改善提案をする制度である。省エネルギー
診断で策定する改善提案は、定量的に効果を算定している。
これまで策定した改善提案の効果については、ビル・工場の用途・業種別の平均省エネル
ギー率・省エネルギー量という形で、次ページのように集計されている。
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出典：ビルの省エネルギーガイドブック 2011-2012（（財）省エネルギーセンター）より抜粋

図７－４－２ 診断ビルの用途別平均省エネルギー率
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出典：工場の省エネルギーガイドブック 2011-2012（（財）省エネルギーセンター）より抜粋

図７－４－３ 診断工場の業種別平均省エネルギー率
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ビル・工場には用途・業種ごとに前ページの図に示した程度の省エネルギー可能量が潜在
的に存在すると考えられるため、北見市のビル・工場について用途・業種別に省エネルギー
可能量を推計した。結果を以下に示す。
１）産業部門
ⅰ）農林水産業
・ビル・工場などの省エネルギー化による省エネルギー可能量（農林水産業）
＝5.83 × 108 MJ× 8.5 %1)
＝4.96 × 107 MJ

ⅱ）製造業
・ビル・工場などの省エネルギー化による省エネルギー可能量（製造業）
＝2.23 × 108 MJ（計算根拠は下表）

表７－４－５ ビル・工場などの省エネルギー可能量（製造業）
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２）業務部門
・ビル・工場などの省エネルギー化による省エネルギー可能量（業務部門）
＝2.10 × 108 MJ（計算根拠は下記）

表７－４－６ ビル・工場などの省エネルギー可能量（業務部門）

出典：1) 工場の省エネルギーガイドブック 2011-2012（（財）省エネルギーセンター）
2) ビルの省エネルギーガイドブック 2011-2012（（財）省エネルギーセンター）
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