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まえがき

日本も「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP

3）を契機に循環型社会，二酸化炭素（CO2）抑制社会へ

と変貌してきた。しかし，CO2の発生量は増加傾向にあり，

それをどのように抑制するのかが最大の課題であるといえ

る。そのため，CO2 発生の 9 割を占めているエネルギー消

費の急増を減少へと方向転換させる必要がある。

本稿では CO2 削減の切札として期待されている省エネ

ルギーというテーマを，ただ単なるハードウェアの“寄せ

集め的な対策”ではなく，データベースを活用したソ

リューションという観点からとらえてみることと，省エネ

ルギー普及・拡大の大きな手法として期待されている

ESCO（Energy Service Company）について述べる。

エネルギー消費の推移

各部門のエネルギー消費の推移を図１に示す。これによ

ると産業部門のエネルギー消費の伸びは小さいが，業務部

門の伸びが極端に大きくなると予測されている。業務部門

とは，オフィスビル，大規模小売店舗，ホテル，デパート，

病院などから構成されており，エネルギー消費の増加傾向

に歯止めがかけられない状況にある。この部門は従来，規

制なしか第 2種エネルギー管理指定工場の範囲にあること

から，今後，規制の範囲の拡大と強化の対象になりそうで

ある。

再度改正される省エネルギー法の概要

３.１ エネルギー管理指定工場の変更

今回の変更は 1999 年 4 月から施行された現「改正省エ

ネルギー法」（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

の改正法）の再度の変更・内容強化となる。2003 年 4 月

から施行される予定であり，その概要を以下に述べる。ま

た，その内容をまとめたものを表１に示す。

３.１.１ 第 1種エネルギー管理指定工場の対象業種限定の

撤廃

従来，大量のエネルギーを使用する製造業など 5 業種の

工場に限定されていた第 1種エネルギー管理指定工場の指

定対象を，業種で限定することをやめて，全業種に対象を

拡大する。この結果として，大規模オフィスビルなどにも

指定を拡大し，将来的な省エネルギー計画（中長期計画）

の作成・提出，定期の報告などを義務づける。

ただし，今回の改正により，第 1種エネルギー管理指定

工場の指定対象に追加される大規模オフィスビルなどにつ

いては，そのエネルギー需要の実態を踏まえ，エネルギー

管理士資格を有する専門家を事業所ごとに選任する代わり

に，中長期計画の作成時のみエネルギー管理士資格を有す

る者が参画すればよいこととする。

３.１.２ 第 2種エネルギー管理指定工場についての定期報告

工場・事業場におけるエネルギー使用量などの状況につ

いて国が定期的に把握し，より適切な措置を講ずることが

できる仕組みを構築するため，近年の電子政府化により事

業者の負担が軽減されつつある状況なども踏まえ，第 2種

エネルギー管理指定工場に対し，従来のエネルギー使用量

などに関する記録義務に代えて，主務大臣に対しエネル

ギー使用量などを定期的に報告させることとする。

省エネルギーソリューションとESCO

607（9）

福田　英治（ふくだ　えいじ） 上村　　猛（うえむら　たけし） 尾上　和敏（おのうえ　かずとし）

乗用車 

家庭 

産業 

貨物 
など 

業務 

80

60
1990 2000

年度 

※2001年基準ケース 
　1998年当時に打ち出した現行対策のみを実施した場合について 
　今回（2001年）再評価した見通し 

出典：総合資源エネルギー調査会答申 

指数（1990年度＝100） 

2005 2010

112

107

119

127

138

108

101

127

137

162

169

132

129
106

102
100

120

140

160

180

1995

図１　各部門のエネルギー消費の見通し
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３.２ 新たに追加される対象

特定建築物（2,000m2 以上の住宅以外の建築物）の建築

主に省エネルギー措置の届出を義務づけるとともに，国土

交通大臣から所轄行政庁（建築基準法に基づく建築主事を

置く市町村長など）に建築物にかかわる指導や助言などに

関する権限を委譲することとする。

なお，本節の記述は 2002 年 3 月経済産業省資源エネル

ギー庁・国土交通省住宅局発行の「エネルギーの使用の合

理化に関する法律の一部を改正する法律案」の抜粋である。

省エネルギー診断から実現できる省エネルギー

対策

今まで述べてきたとおり，エネルギー消費の低減に関す

る法律が強化され，かつ適用範囲が拡大されていることか

ら，今までのように，どちらかというと仕組みや計画に重

点を置いていた省エネルギー活動も“実行・実績”を重視

する時代に突入したといえる。

４.１ 省エネルギー診断活動

富士電機は過去 3年間省エネルギー診断活動を実施して

きた。まず，顧客のドキュメントやデータの管理状況を調

査し，そのうえで省エネルギー診断を実施することにして

いる。工場のウォークスルー調査から意外と簡単に省エネ

ルギー対策アイテムが発見できるはずである。その理由は，

その現場で働いている人にとっては，毎日同じ風景を見て

いるため違和感がなくなり，問題・課題意識が低下するた

めである。そのことを指摘し，自分達で省エネルギー対策
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表１　省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）
　　　改正のポイント 

項　目 
第一種エネルギー 
管理指定工場 

電力 
使用量/年 
（平均需要 
　　電力） 

1,200万kWh以上 
（約6,000～ 
　　　　7,000kW） 

3,000kL以上 
原油換算 
使用量/年 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

目標 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理者の 
　選任・届出 
　ただし，民生業務部門 
　については，通常のエ 
　ネルギー管理は従来ど 
　おりエネルギー管理員 
　が行い，中長期計画作 
　成時のみエネルギー管 
　理士の参画が必要とな 
　る。 
③定期報告の提出義務 
④中長期計画（3～5年） 
　の提出義務 

義務 

あり 
罰則 
（罰金） 

約4,200工場 
対象 
（想定） 

　　　　5業種 
（製造業，鉱業，電気供 
給業，ガス供給業，熱供 
給業） 

対象業種を定めない。 
（使用量により決定される。） 

旧対象業種 
　　↓ 
新対象業種 

第二種エネルギー 
管理指定工場 

備考 

電気の 
指定工場 

熱の指定 
工場 

600万kWh以上 
（約3,000～ 
　　　　4,000kW） 

1,500kL以上 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理員の 
　選任・届出 
③エネルギー管理員の 
　定期受講義務 
④定期報告の提出義務 

勧告のみ 
（推測） 

省エネル 
ギーが 
不十分な 
場合 

（約6,000工場・ 
事業所） 

　　　左記以外， 
（ビル，デパート， 
ホテル，学校，病院， 
官公庁など） 

™2003年4月実施予定（■今回改正） 
™エネルギー管理指定工場の変更 

図２　省エネルギー予備診断事前御伺書
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アイテムを発見したように，ストーリーを作ってあげるこ

とが重要となる。

４.１.１ 省エネルギー診断事前準備

省エネルギー診断を実施する場合には，まず顧客に図２

の省エネルギー予備診断事前御伺書を事前に提出し，それ

に記入してもらい，実施する前にその工場のイメージをつ

かみ，そのうえで省エネルギー診断を実施することが重要

となる。富士電機の経験から記入事項が多すぎると記入漏

れが増え，少なすぎると工場など対象のイメージがつかめ

ないことから，表２の省エネルギー予備診断事前御伺書を

考案し，活用している。それにより現場のイメージを把握

し，次の省エネルギー診断を実施することになる。

４.１.２ 実際の省エネルギー診断

省エネルギー診断を実施する場合には，表２に示す 7ポ

イントの視点でウォークスルー調査を実施することを推奨

したい。特に歴史ある古い工場では，すでに使用していな

い多くの不要物がある。中には電気が印加され無負荷損が

長い期間発生している場合があるので，不要物は“廃止・

撤去”する。また，停止できる場合でも停止していないも

のが多くあるので“完全停止”させるとよい。また，運用

形態を少し見直しただけでも停止できる設備があり，無負

荷損を低減できるはずである。現場では意外と電気設備・

機械設備にほこりがたまっていたり，またフィルタなどが

目づまりをおこしていたり，配管にスケールがたまってい

る場合が多いので，こまめに“改修・整備・清掃”するこ

とを推奨する。

次に，圧力・温度に関係するプロセス・設備については

下げられる可能性のあるものについては徹底して下げるこ

と。意外と効果が大きいのに驚くはずである（ただし，冷

水系の場合には温度を上げること）。

次は，エアや蒸気を使用している系統では配管の接続部

や設備自体から漏れが発生していることが多いため，再

シールドや古いビニルホースの交換などを考慮し，“逃が

さない”ことを徹底する。

また，各種炉を使用している工場では，炉自体の効率が

悪いため，廃熱回収による効率向上を検討する（“拾う”）。

そのうえで，古い設備を高効率のものに更新すると，現状

の設備容量よりも小さな容量で更新できるため経済的であ

る。

今まで述べてきた手法で発見した省エネルギー対策アイ

テムを，実際の対策に結び付けることが重要である。
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表２　省エネルギーアイテムの見つけ方 

手法 課　題 行動手法 

①廃止 

工場の現場を第三者の立場で視察し，できるだけ多く疑問を感じることが 
大切である。 

™不要物がないか？ 
™プロセス中にスピードの 
　ミスマッチがないか？ 
™工程の統合により設備・ 
　機器を廃止できないか？ 

設備ごとに更新した歴史を調べ， 
不要物発生や一部更新時の他への 
波及を把握する。 
また，工程の統合計画がある場合 
には事前に廃止できそうな設備・ 
機器を計画し，推進する。 

空調設備の場合，リターン温度な 
どを検出し，台数制御を行う。時 
間的に運転・停止が可能な場合に 
はスケジュール運転により自動制 
御を行う。 
また，複数台の設備を稼動してい 
る場合には運用基準を明確化また 
は改善することにより数台の停止 
を図る。 

②停止 

™スケジュール運転・台数 
　制御により間欠運転がで 
　きないか？ 
™集中生産により設備を計 
　画的に停止できないか？ 

配管のスケールの除去や空調設備 
のフィルタの目づまり清掃など。 

③修理・ 
　　整備 

™汚れ除去など効率低下要 
　因を修理・整備できない 
　か？ 

エアコンプレッサやボイラの圧力 
を下げる。 
ファン・ポンプ類の圧力・流量 
（風量）を下げる。空調の温度を 
下げる。 
照明印加電圧を下げる。 

④下げる 
™圧力，流量，温度などを 
　必要最低限にできない 
　か？ 

工業炉・配管類への断熱材。 
窓ガラスからの冷・暖熱を逃がさ 
ない（断ペイント）。 
圧力低下によるエア漏れや蒸気漏 
れの防止または減少。 

⑤逃がさ 
　　ない 

™保温（断熱），漏れ防止 
　などの対策を行えない 
　か？ 

ボイラのドレイン回収。 
工業炉の廃熱回収（廃熱ボイラ＋ 
吸収式冷凍機）。工業炉の輻射 
（ふくしゃ）熱対策。 
フリークーリング化により冷凍機 
容量を下げる。 

⑥拾う 

™廃熱回収機器の設置など 
　を行えないか？ 
™冬・中旬期の外気活用に 
　よる熱源容量を下げられ 
　ないか？ 

エネルギー供給サイドは不動であ 
るが，今まで需要サイド（デマン 
ド）が高効率化されていないかを 
調べる。その差が大きい場合に 
は，供給サイドの高効率化も推進 
する（変圧器の最適容量化，イン 
バータ化，節電装置化，コンプ 
レッサの台数制御，UPSの更新 
など）。 

⑦効率 
　　向上 

™高効率設備を導入するか， 
　適正容量で運転すること 
　ができないか？ 

表３　省エネルギーアイテム一覧 

分類 省エネルギーアイテム 共通アイテム 

短期対策 
（日常の 
無駄をな 
くす） 

™照明，OA機器のオンオフ管理 
　（不要時の電源オフ徹底） 
™空調温度設定の管理（適正温度 
　設定の遵守） 
™エアコンプレッサの吐出圧低下 
　対策 
™不要設備の廃棄 
™無負荷損低減対策 
™ケーブルドロップ対策 

™計測・記録システムに 
　よるデータベースの構築 
　（EcoPASSIONⅡ，Ⅲ， 
　総合エコ監視システム） 
™ドキュメント管理 
™エネルギー原単位，予測 
　実測管理 
　（EcoANALYST） 

中期対策 
（小設備 
の導入） 

™ファン，ポンプなどへのイン 
　バータ導入（回転数の最適化） 
™高効率照明の採用または照明電 
　源への節電装置導入 
　（電灯電圧の最適化） 
™変圧器の更新，統廃合 
　（容量の適正化・高効率化） 
™エアコンプレッサの台数制御と 
　インバータ化（最適容量制御） 
™エア系配管のループ化 
™透明窓ガラスの断熱ペイント化 
™空調設備のスケジュール発停や 
　サイクリック制御化 
™工業炉の輻射熱対策 
™CO2センサによる給・排気の 
　最適運転制御化 

長期対策 
（大規模 
対策） 

™工業炉の廃熱回収 
™老朽設備の更新 
™生産システムの「少」エネル 
　ギー化 
　（エア駆動式機械の電動式への 
　転換など） 
™コージェネレーション導入 
™氷蓄熱やNAS電池の導入 
™新エネルギーの導入 
　（風力，水力，太陽光，燃料電 
　池，波力） 
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４.２ 実際の省エネルギー対策アイテムとその整理

発見した省エネルギー対策アイテムも，ただ単に羅列す

るだけではどのように対策に結び付けてよいのか判断に迷

うはずである。そこで，省エネルギー対策アイテムを表３

のように短期・中期・長期対策に区分して整理すると，対

策の優先順位が明確になり，実際の対策に結び付きやすく

なるはずである。

短期対策は 1 年以内に，中期対策は１～３年に，長期対

策は３～５年に実施ができる対策アイテムを分類すること

を推奨する。

データベースから実現できる省エネルギー対策

何でもデータを取れば省エネルギー対策アイテムが見つ

かるかというと，そう簡単ではない。まず図３のように分

類別エネルギー消費のセグメントを作成し，どこから進め

るのかという優先順位を決め，その順位に従ってデータ

ベースを構築・解析・加工することが重要である。

５.１ 分類別エネルギー消費のセグメント

前章の「省エネルギー予備診断事前御伺書」の記載から

エネルギー消費セグメントの概略は把握できるが，実際の

稼動・運用に則したより精度の高いエネルギー消費セグメ

ントを把握することが重要である。図３のとおり，エネル

ギー消費セグメントをまとめることも重要であるが，各セ

グメントに対してどんな対策が実施できるのかを併記する

ことも重要である。
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自
動
計
測
・
記
録
を
含

む
デ
ー
タ
ベー
スの
構築 （EcoPASSION・

EcoE
A
S
IE
S
T
）

＊
2

＊
1

ボイラ，冷凍機 
の省エネルギー化， 
　高効率照明・ 
　　節電装置の 
　　適用 

＊1 EcoPASSION ：Eco-Power Analysis SenSor with Intelligent Optional Needs 
＊2 EcoEASIEST ：Eco All mighty System by Intelligent and Economical Solution 
  Technology

既存設備の 
高効率化や 
更新提案 

負圧対策によ 
る能力アップ， 
フィルタの目 
づまり対策 

溶解炉の 
省エネ 
ルギー 
化 工作機械の 

省エネルギー化 
（射出成形機， 

　　研磨機，プレス 
など）　　 

工業炉の 
省エネルギー化 

    循環ポンプ， 
   各種炉の送風用 
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図３　エネルギー管理指定工場におけるエネルギー消費分布と

省エネルギーアイテム
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図４　エコモニタリングシステムの機能構成と製品系列
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５.２ データベース構築のための手法

富士電機ではデータベース構築のツールとしてフレキシ

ブル無線を活用した EcoPASSIONに代表されるエコモニ

タリングシステムを製品系列化している。図４にそのシス

テム構成とその機能・特徴を示す。データベース構築で重

要なことは，省エネルギーに役立つデータを容易に，かつ

安く収集できることである。

５.３ 実際のデータベース構築

図５，図６のような帳票とトレンドグラフにより，日，

月，年報としてデータベースを構築するとよい。特に普段

気がつかない現象もトレンドグラフからは比較的容易に読

み取ることができる。図６，図７，図８のトレンドグラフ

から次に述べる省エネルギー対策アイテムの抽出ができる。

５.４ 実際の省エネルギー対策アイテム

トレンドグラフをながめていると変動の激しい負荷や変

動の少ない負荷，瞬間的に稼動しほとんど無負荷状態で待

機しているような負荷などが理解できる。そのような負荷

特性を十分理解・把握することにより，省エネルギー対策

アイテムとしてピックアップし，実際の対策に結び付ける

ことができる。

５.４.１ 無負荷損の発見（定常エネルギーの削減を狙う）

図６のトレンドグラフから，負荷4は3：00から21：00

まで無負荷損が発生していることが分かる。負荷１，３

については早朝時，無負荷損が発生していることが分か

る。

実際の対策は，ブレーカを切って“完全停止”とした。

これにより年間約 30,000 kWhの省エネルギー効果となっ

た。特に製造工場では生産が主体となっているため，相当

な無負荷損（一般的にエネルギー消費の 5 ％前後といわれ

ている）が発生しており，それが生産量にリンクしない定

常エネルギーとなっているといえる。

誘導加熱用動力と大規模プレスは一体のラインとなっ

ているため，当然電力量は同じトレンドとなることが望

ましいが，図７のように実際はバッチ処理が多く，無駄

なエネルギーを使っている。このようなトレンドグラフ

を作成すると，運用改善により 2 ～ 3 ％の省エネルギー

が達成できる。

研磨機のエア圧力・流量のトレンドグラフを図８に示

す。このグラフから夜間に研磨機が停止しているにもか

かわらずエアコンプレッサが稼動しているのが判明した

ため，完全停止とした。また，研磨機の圧力デマンドの

実力が判明したため，エアコンプレッサの吐出圧を 0.6

MPaから 0.5MPaまで下げられた。その結果，約 8％

の省エネルギーとなった。

５.４.２　運用形態に関する改善提案

上記した無負荷損のほかに運用形態を見直すことで省エ

ネルギー効果の大きな負荷を発見できるはずである。主な
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図７　鍛造工場の電力量トレンドグラフ
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図８　研磨機のエア圧力・流量トレンドグラフ

図５　電力量帳票
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対象を以下に述べる。

ポンプ類はフル稼動状態にあるが，バルブで水量を

50 ％に絞っていることが判明した（インバータ化によ

る 60 ％程度の省エネルギーとなった）。

電気炉がほぼフル稼動状態であったが，実際に使用し

ていない場合でも保温という名目で運転されていた

（ルール作りにより，停止する時間帯を検討し，約 10 ％

の省エネルギーに結び付けられる）。

空調設備の中に負荷率が極端に低いものが発見できた

（ルール作りにより，停止する時間帯を検討し，5 ～

10 ％の省エネルギーに結び付けられる）。

鋳物用溶解炉 2基が深夜稼動（約 10 時間）しており，

１工程 3時間で 3 工程の生産を実施していたが，各工程

の時間の余裕を見直し，4 工程にすることで炉１基を停

止することにより，30 ～ 40 ％の省エネルギーに結び付

けられる。

省エネルギーの実施例

多くの省エネルギー対策実施例が発表されているが，本

稿では特に 2003 年から第１種エネルギー管理指定工場に

格上げ対象となっている水処理施設と，エネルギー大量消

費に悩む鋳物工場について説明する。

６.１ 水処理施設

水処理施設は，昼夜を問わず稼動しており，昼夜，四季

を通じて電気を平均して使用している。電力の負荷として

は，主としてポンプ類であり，省エネルギー対象としては，

そのインバータ化および管理事務所の照明・空調関係が主

体となる。

すぐに省エネルギー対策ができるものとしては，比較的

費用をかけずにすむ受電関係の変圧器の無負荷損対策があ

る。変圧器の負荷率が 30 ％以下の場合，変圧器を統廃合

し，負荷率を 40 ～ 60 ％に高め，不要の変圧器を系統から

切り離すことにより，無負荷損失をなくすことができる。

ポンプ類では，電動機のインバータ化が大きな省エネル

ギー対策である。すでにインバータ化が実施されている場

合でもさらなる回転数低下に努力し，省エネルギーに結び

付けることが重要となる。

また，照明・空調については，全体負荷に対する消費電

力量比率は 10 ～ 20 ％と小さい場合が多いが，削減電力量

は現在の消費電力量の 10 ～ 20 ％程度が期待できるので，

省エネルギー対策アイテムとして推進できる。特に照明は

それ自体がエネルギーを消費し，かつ発熱するため空調容

量も消費しているので，照明の容量を削減すると，省エネ

ルギー効果は比較的大きいといえる。具体的な省エネル

ギー対策アイテムを表４に示す。

６.２ 鋳物工場

鋳物工場は電気式溶解炉の消費電力量が 50 ％以上を占

める場合が多く，電気式溶解炉の省エネルギー化がキーポ

イントになる。鋳物工場の特徴は，主に夜間電力による稼

動となるため，電力料金（基本料金＋従量料金）は低く抑

えられているが，さらなるコスト低下が生き残るための必

要条件となる。そのため，省エネルギーによるコスト削減

が重要なテーマとなっている。具体的には溶解炉使用時間

の短縮とサイクル数増による溶解炉の一部停止や，蛍光灯

の間引きによる照度の最適化，照明用として節電装置の導

入，冷房用あるいは給排気用のファン・ポンプのインバー

タ化が対象となる。具体的な省エネルギー対策アイテムを

表５に示す。

ESCO事業の現状

今まで省エネルギーについて述べてきたが，省エネル

ギーを推進するには大きな投資資金の確保，専門技術者の

育成，省エネルギー対策アイテムの発見など広範囲な問題

を検討する必要があるため，実際には推進が困難な場合が

多い。そこで最近話題となっているのが ESCO事業であ

る。ESCO事業では ESCO事業者が上記の問題を解決し

てくれるため，他力で省エネルギー推進ができるメリット

がある。現在，相当数の ESCO事業者がこの市場に参入

している。1997 年 ESCO事業導入研究会が発足し， 1 年

間の市場調査を通して市場規模を推定し，その規模を約２

兆 5千億円とした。また ESCO推進協議会ではその市場

規模を図９のように推測している。図９からも理解できる

が，年々市場は急拡大しているといえる。そこで本章では

ESCO事業を推進するために知っていなければならない必

要条件について述べる。
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表４　水処理施設の省エネルギー対策アイテム 

分　類 省エネルギーアイテム 

™変圧器の統廃合による無負荷損低減対策 
™照明用蛍光灯の間引きおよび不要時の消灯励行 
™空調設定温度の徹底 
™電気量・熱量のデータベース構築 

™事業用ポンプ類のインバータ化 
™照明用節電装置の導入 
™照明器具のリニューアル 
™空調用ファン，ポンプ類のインバータ化 

™事業用ポンプ類の高効率モータへの改修 
™空調システムの更新 
™高効率変圧器への更新 
™新エネルギー（風力，水力，太陽光，燃料電池など）の導入 

短期対策 

中期対策 

長期対策 

表５　鋳物工場の省エネルギー対策アイテム 

分　類 省エネルギーアイテム 

™変圧器の統廃合による無負荷損低減 
™照明用蛍光灯の間引きおよび不要時の消灯励行 
™エア吐出圧力の低減 
™空調設定温度の徹底 

™製造設備用ファン，ポンプ類のインバータ化 
™エアコンプレッサのループ配管および台数制御 
™空調用ファン，ポンプ類のインバータ化 
™照明用節電装置，高効率照明器具の導入 

™溶解炉の排ガス熱回収，輻射熱の活用 
™製造設備の高効率モータへの改修 
™高効率変圧器への更新 

短期対策 

中期対策 

長期対策 
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７.１ 各契約方式による事業内容

現在実用化されている ESCOの契約方式を大別すると

ギャランティードセイビングス契約（節減額保証契約）と

シェアードセイビングス契約（節減額分与契約）の 2 種類

になる。

ギャランティードセイビングス契約の場合

顧客が省エネルギー改修資金の債務者となり ESCO事

業者が節減額を保証する。節減額はすべてが顧客の利益と

して還元され省エネルギー改修費の償還原資とする。

シェアードセイビングス契約の場合

ESCO事業者が省エネルギー改修資金の債務者となり節

減額も保証する。契約期間中は ESCO事業者に節減額を

分与し省エネルギー改修費の償還原資とする。また契約に

よっては償還原資のほかに顧客・ ESCO事業者の利益を

配分する場合もある。ただし両方式とも契約期間終了後の

節減額はすべてが顧客の利益となる。図 に利益配分の内

容を示す。

現状では自治体などの会計年度や経済状況からギャラン

ティードセイビングス方式の採用が多いようであるが，将

来は PFI 的要素のあるシェアードセイビングス方式が増

加するのではないかと思われる。

７.２ 補助金の適用

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の省エ

ネルギー支援策の中で表６に示す補助金が設定されており，

特に ESCO事業は先導的省エネルギービジネスとして承

認されやすいといわれている。

７.３ ESCO事業の課題

ESCO事業は今までにないビジネスモデルであるため本

格的に普及するためには幾つかの課題があり，新たな枠組

みの構築が求められている。

プロジェクトファイナンスの確立と低金利化

エネルギー節減効果を担保とする融資制度が確立するこ

と。

ESCO保険（リスクヘッジ）の確立と低保険料化

ESCO事業に対するリスク保証の概念，損害保険が普及

すること。

公的分野への普及拡大

官公庁は原則単年度会計であり複数年の ESCO契約が

結びにくいという問題がある。自治体は総合的省エネル

ギー対策として ESCOを導入しているケースが増えてき

たが，中央官庁の ESCO導入はこれからの課題である。

また，上記課題が解決すれば，民間への導入の道も開ける

と思われる。

運用上の課題

省エネルギー改修と一般的設備改修の区別が明確でない

場合があり，個々のケースについて ESCOの対象範囲を

明確化する努力が必要である。例えば，古いビルの場合，

空調設備の配管などの更新を ESCOに含めると，節減量

が少なく費用が大きくなるため，採算がとれず大きなリス

クになるなどのことがある。

ESCO事業の事例

ESCO事業の基本的な業務フローを図 に示す。図 は

自治体などで実施される ESCO 事業の一般的な業務フ

ローを表しており，公募・提案形の事業形態といえる。

ESCO事業者にとってまず重要なことはウォークスルー調

査の段階で予想節減率をどこまで高められるかである。既

設建物に関するドキュメント類の閲覧，現場観察，ヒアリ
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表６　補助金の適用 

省エネルギー支援策 適　用 

エネルギー使用合理化事業者 
支援事業 

シェアードセイビングスの場合にESCO事 
業者と顧客が協同申請し，資金債務者とな 
るESCO事業者が補助金を受けることがで 
きる。工場，ビル建物などすべての分野が 
対象である。補助率は改修工事費の1/3。 

住宅・建物高効率エネルギー 
システム導入促進事業 

ビル建物のESCOを行う場合，上記と同様 
にESCO事業者が補助金を受けることがで 
きる。ただし，既築ビルの改修では省エネ 
ルギー率20％以上が交付要件の目安とさ 
れている。補助率は改修工事費の1/3。 

地域省エネルギー普及促進対 
策事業 

地方公共団体がギャランティードセイビン 
グス契約のESCOを導入する場合に資金債 
務者となる自治体が補助金を受けることが 
できる。補助率は改修工事費の1/2。 

実施前 

光熱費 
支出 

ESCO契約期間 

光熱費 
支出 

顧客の利益 

返済分 
＋ 

事業者の 
利益 

ESCO契約期間 
終了後 

光熱費 
支出 

顧客の利益 

図１０　シェアードセイビングス契約の利益配分
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図９　ESCO市場推移
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ング情報などを基に実効性の高い省エネルギー施策を構築

する能力が求められる。現場調査を的確に行うことが肝要

であるが，現実には古い建物などでは現存する図面類だけ

では設備の現状を正確に把握できないこともあり，また設

備・機器の運転データなども事前調査の段階では必ずしも

十分には得られないなどの問題点もあった。一方では

ESCO事業としての採算性も重要なポイントであり，限ら

れた情報の中で対象となる建物・設備の特徴，問題点をで

きるだけ深掘りしたうえで，最も効果的と思われる省エネ

ルギー手法を立案できるだけのノウハウが必要であった。

富士電機が実施した ESCOとして石川県保健環境セン

ターの節電対策委託事業を紹介する。これは 1999 年 11 月

に公募があり，提案・審査を経て富士電機が ESCO事業

者に選定され，2000 年 3 月に改修工事を行ったものであ

り，すでに保証値よりも大きな節減効果がでている。その

事業内容の概要を表７に示す。

改修後の節電効果の検証結果は図 に示すとおりであり，

初年度（2001 年度）累計で保証値を上回る 12 ％を達成し

ており顧客にも十分満足をいただいている。

また，2002 年 2 月の大阪府府民センタービル ESCO公

募にて富士電機が最優秀提案者に選定され契約締結を経て

2003 年 3 月完工を目指して改修工事に着手したところで

ある。この事業は複数の業務用ビルを一括した ESCO事

業であり，シェアードセイビングス方式で契約期間を 10

年とした。また NEDO「エネルギー使用合理化事業者支

援事業」の補助金を受けることが決まっている。省エネル

ギー手法としては空調動力系のインバータ化，高効率照明

への更新に加え外気調整などによる空調負荷軽減を積極的

に採り入れ，一次エネルギー換算の省エネルギー率を約

20 ％としている。

また，富士電機の所有している事務所ビルなどを対象に

した ESCO事業も展開している。

あとがき

省エネルギー法の再強化や ESCOの公的分野への率先

導入など，省エネルギーに関する国レベルの施策がより一

層規制・強化される傾向にあるため，エネルギーの使用の

合理化を推進するためのさらなる省エネルギーを推進する

ことが重要となる。そのためには，今後ハードウェア・ソ

フトウェア対応に対し効果的な省エネルギー技術の開発が

さらに重要となるはずである。本稿では今まで富士電機が

活動してきた経験に基づいた省エネルギー対策アイテムの

一部を紹介した。読者各位のお役に立てば幸いである。
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図１１　ESCO事業の業務フロー 表７　石川県保健環境センターESCO事業の概要 

項　目 内　容 

建　物　概　要 

年 間 電 力 量 

削 減 量 保 証 値 

契　約　方　式 

契　約　期　間 

省エネルギー手法 

地上3階　延床面積7,400m2 

177万kWh 

10% 

ギャランティードセイビングス契約 

6年 

™ファン，ポンプのインバータ化 
™照明用節電装置の導入 
™照明用変圧器の高効率化 

積
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月 

対策前（2000年度）電力量 

対策後（2001年度）電力量 

1,767,732kWh 

1,553,594kWh

対策前実績（2000年度） 

対策後実績（2001年度） 

図１２　節電効果の検証結果
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