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第１章 省エネルギーの必要性 

１－１．省エネルギービジョン策定の背景     

１．地球温暖化とエネルギー問題 

 

いま、私たちが住む地球が抱えている大きな問題とし

て「地球温暖化」と「エネルギー問題」があります。 

私たちは電気やガス、ガソリンなど大量のエネルギー

を消費しながら、現在の豊かな暮らしを実現しています。

しかし、そのエネルギーの大半は石油や石炭等の化石燃

料を燃焼することによって得られるため、燃焼時に発生

する二酸化炭素（以下、CO2）等の温室効果ガスが増加し、

宇宙に放出するはずの熱が大気中に封じ込められ、「地

球温暖化」が進んでいます。世界各地で、地球温暖化が

影響していると思われる現象が現れてきており、地球温

暖化は深刻な問題となっています。 

また、私たちの暮らしを支えている石油や石炭等の化

石燃料は限りある資源であり、今のペースで消費を続け

ると、石油の供給可能量（可採年数）は、40.6年、天然

ガスは 65.1 年と見込まれています。しかし今後、世界

のエネルギー需要は増加し、2030年の世界のエネルギー

消費量は 2004 年の 1.5 倍に達する見込みです。特に中

国やインドなどの発展途上国では今後の経済成長に伴

い、化石燃料の需要がますます大きくなると予測されて

います。国際エネルギー市場は需要と供給の両面で構造

変化を迎えており、エネルギー問題に対しては様々な視

点から長期的なアプローチが必要となっています。 

このエネルギー需要の増加と供給力の問題、エネルギ

ー消費に伴う CO2 排出量の増加、地球温暖化防止に向け

た環境負荷の低減はますます重要な課題となっています。 

そこで、限りある資源を有効に利用し、環境への負荷

を低減するための取り組みのひとつとして「省エネルギ

ー」を推進することが求められています。 

 

出典：エネルギー庁「日本のエネルギー2007」、BP統計 2006（石油、 

天然ガス、石炭：2005 年）、OECD/NEA-IAEA URANIUM2005（ウラ

ン 2005年）、全国地球温暖化防止活動推進センター 

■図表 1-1-1.温室効果ガスと地球温暖化 
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■図表 1-1-2.エネルギー資源可採年数 

いずれも限りある資源ですが、大切に・有

効に使うことで枯渇を迎える時期を遅ら

せることができます。例えば、原子力発電

の燃料であるウランは、使用済燃料を再処

理しプルトニウムなどの有用な物質を分

離回収，再利用することで一層の有効利用

を図ることが出来ます。 
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２．地球温暖化の影響 

 

世界各国の研究者が地球温暖化問題について議論を行う IPCC（気候変動に関する政府

間パネル）が 2007年に取りまとめた第 4次評価報告書によると、気候システムに温暖化

が起こっていると断定され、地球温暖化は人為起源の温室効果ガスの増加が原因とほぼ

断定されています。また、過去 100年間（1906年～2005年）に、世界平均気温が長期的

に 0.74℃上昇したと報告されています。さらに、21 世紀末（2090 年～2099 年）には、

環境保全と経済発展が両立する場合、平均気温上昇は約 1.8℃（1.1℃～2.9℃）、平均海

面水位上昇は 18ｃｍ～38ｃｍ、化石エネルギー源を重視しつ

つ高い経済成長を実現する場合、平均気温上昇は約 4.0℃

（2.4℃～6.4℃）、平均海水面上昇は 26ｃｍ～59ｃｍと予測

されています（1980年～1999年までと 2090年～2099年を比

較した予測）。 

地球温暖化が進むと、日本では農作物や漁獲量にも影響が

でます。また、都市部ではヒートアイランド現象に拍車がか

かり、海岸地域では砂浜が減少し、高潮や津波による危険地帯が著しく増大します。 

地球規模で見ると、海面が上昇して数多くの島々が海に沈

みます。また、異常気象をまねき、洪水が多発する地域があ

る一方、渇水や干ばつに見舞われる地域も出てきます。こう

した気候変動は世界的な農産物の収穫にも大きな影響を与

え、食糧の輸入依存度の高い日本への影響が心配されます。 

 すでに、地球温暖化の影響とみられる現象が世界各地で起

きており、海氷面積の減少や山岳氷河の後退、干ばつ、洪水、

熱波、台風などの頻度や程度が増大するなどの現象が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4次評価報告

書第 1作業部会報告書（自然科学的根拠）の公表について」、環境省「地球温暖化パネル」、全国地球温暖化

防止活動推進センターウェブサイト （http://www.jccca.org/) 

■図表 1-1-5.地球温暖化の影響予測（日本） 

■図表 1-1-3.降雨不足により干上がる沼 

写真提供：緑のサヘル 

■図表 1-1-4.アンデスから崩落する氷

河 

写真提供：2002.1.1栗林浩 
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３．世界・日本の地球温暖化防止に向けた取り組み 

 

地球温暖化問題は、世界的に深刻な問題としてクローズアップされています。1997 年

に京都で開催された「気候変動枠組条約第 3回締約国会議（COP3）」では、先進国の間で

協力して温室効果ガスの排出を抑えようと、温室効果ガス削減についての目標を設定し

た「京都議定書」が採択され、2005年 2月に発効されました。 

この中で日本は、温室効果ガス全体の排出量を 2008 年から 2012 年の平均値で、1990

年に比べ 6％削減することを世界に約束しています。 

これまで日本では、2002年 3月に策定した地球温暖化対策推進大綱（以下、大綱）に

基づき地球温暖化対策を進めてきましたが、京都議定書の発効を受けて同年 4 月、大綱

を引き継ぐ「京都議定書目標達成計画」を策定しました。この中で、温室効果ガスの約 9

割を占めるエネルギー起源 CO2排出量※1については、2010 年度に約 10.6 億トン（1990

年度比＋0.6％の水準）に抑制することを目標とし、省エネルギー対策や原子力の推進、新

エネルギーの導入促進等の具体的な対策を進めています。 

しかし、2006年度における日本の温室効果ガス総排出量は約 13億 4,100万トンとなり、

京都議定書の基準年である 1990年から約 6.4％増加しています。なお、温室効果ガスの

うち、メタンや一酸化二窒素、代替フロン等 3ガスは 1990年から減少していますが、CO2

は約 11.4％増加し、12億 7,500万トンとなっています（2006年度は速報値）。 

2008 年から京都議定書の第一約束期間に入ります。現在では「ポスト京都議定書」に

向けた議論が行われ、国連の気候変動に関するハイレベル会合やＧ８等においても、世

界各国が協力し、温暖化防止に向けた早期対策の必要性が確認されています。今では、

2050 年までに温室効果ガス排出量を半減させることも議論の対象となっています。2007

年 12 月、インドネシアのバリ島で開催された「気候変動枠組条約第 13 回締約国会議

（COP13）」では、京都議定書後の行程表「バリ・ロードマップ」が採択され、今後アメ

リカや中国等も含め、新たな枠組みづくりに向けた交渉が始まることになります。 

地球温暖化問題が深刻化する今、私たちは京都議定書に掲げる目標を確実に達成し、

温室効果ガスを削減するため、国民、事業者、地方公共団体など、様々な主体が連携し

て省エネルギーへの取り組みを進める必要があります。 
 

■図表 1-1-6.京都議定書目標達成計画における数値目標 

区   分 

目標 

2010年度排出量 
（百万 t-CO2） 

1990年度比 
（基準年総排出量比） 

温室効果ガス 1,231 －0.5％ 

 ①エネルギー起源二酸化炭素 1,056 ＋0.6％ 

②非エネルギー起源二酸化炭素 70 －0.3％ 

③メタン 20 －0.4％ 

④一酸化二窒素 34 －0.5％ 

⑤代替フロン等 3ガス 51 ＋0.1％ 

森林吸収源 －48 －3.9％ 

京都メカニズム －20 －1.6％※2 

合計 1,163 －6.0％ 

※1【エネルギー起源 CO2排出量】石油や石炭等の化石燃料の消費に伴って発生する二酸化炭素量 

※2 削減目標（－6.0％）と国内対策（排出削減対策、吸収源対策）の差分。 
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■図表 1-1-7.日本における CO2排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図表 1-1-8.日本における CO2排出量（単位：百万 t-CO2） 

 京都議定書の基準年 
2006年度速報値 

（基準年比） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

家庭部門 127 166（＋30.4％） 

業務部門 164 233（41.7％） 

産業部門 482 455（－5.6％） 

運輸部門 217 254（＋17.0％） 

エネルギー転換部門※1 67.9 75.5（＋11.3％） 

小  計 1,059 1,184（＋11.8％） 

非
エ
ネ
ル
ギ

ー
起
源 

工業プロセス 62.3 54.1（－13.2％） 

廃棄物 22.7 36.9（＋62.7％） 

燃料からの漏出 0.04 0.04（－2.0％） 

小  計 85.1 91.1（＋7.1％） 

合    計 1,144 1,275（＋11.4） 

※1【エネルギー転換部門】石油や石炭などのエネルギーを異なる形態に変換する工程 

（発電、石油精製など） 

出典：環境省「2006年度（平成 18年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について」 

 

TOPIC ご存じですか？「チーム・マイナス６％」 

世界に約束した日本の目標は、温室効果ガス排出量 6％の削減。これを実現するための国民的プロジェク

トが「チーム・マイナス 6％」です。チーム・マイナス 6％の趣旨に同意し、チーム員に参加した方に対

し「チーム員ナンバー」「ニックネーム」を配布する他、希望者に対しメールマガジンを送付しています。

（出典：環境省 HP、チーム・マイナス 6％HP） 
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４．島根県の地球温暖化防止に向けた取り組み 

  

島根県では、1999年に「島根県環境基本計画」を策定し、策定後 7年が経過した 2006

年、環境行政を取り巻く状況の変化などに対応するため「島根県環境基本計画〔改訂版〕」

が策定されました。 

 この計画では「地球環境保全の積極的推進」を基本目標のひとつとし、重点プロジェ

クトのひとつに『「地球を守る」しまね地球温暖化防止プロジェクト』を掲げています。 

 『「地球を守る」しまね地球温暖化防止プロジェクト』では、2005 年に県民、事業者、

行政が連携し、自主的かつ積極的な取り組みを実践する組織として設立した「島根県地

球温暖化対策協議会」を中心として、「島根県地球温暖化対策推進計画（2005年改定、計

画期間 2005年～2010年）」の着実な推進と進行管理を行うこととしています。 

 「島根県地球温暖化対策推進計画」では、4 つの重点施策を掲げ、2010 年における目

標を設定しています。以下にその内容を示します。 

 

〔CO2排出量削減目標〕 

CO2排出量を目標年である 2010年において、基準年（1990年）の 

2％削減する 

〔森林の CO2吸収量目標〕 

基準年（1990年）の CO2排出量の 17％相当量の吸収能力を持つ森林吸収源

の確保を目指す 

 

 

出典：島根県地球温暖化対策推進計画 

■図表 1-1-9.島根県地球温暖化対策推進計画における重点施策体系 
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１－２．省エネルギービジョン策定の目的 

１．目的 

 

私たちの暮らしは、電気やガス、ガソリンなどのエネルギーを消費することで成り立

っており、これまで私たちが求めてきた便利で快適な暮らしは、環境への負荷を著しく

増大させ、地球環境に深刻な影響を及ぼしてきました。 

深刻化する地球温暖化に対応していくためには、地球規模での環境問題を考え、この

出雲市の環境を守り創造しながら日々の生活を営んでいく必要があり、市民一人ひとり

が問題意識を持ち、省エネルギーを身近なこととして取り組むことが求められます。 

省エネルギーは、エネルギーの使い方やライフスタイルを見直すことからはじまり、

誰もが取り組むことのできるものです。一人では効果が少ないように思われますが、み

んなで取り組めばより大きな効果が得られるため、省エネルギーの取り組みの輪を出雲

市全体に広げることが有効です。 

本ビジョンは、市民・事業者・市が協働して省エネルギー対策や地球温暖化対策など

に係る取り組みを推進するための具体的な行動指針として策定します。 
 

 

 

TOPIC みんなで省エネルギーを推進しよう 

出雲市では、本市自らの取り組みとして、地域への波及効果を促すため、ISO14001 の認証取得や、地

球温暖化対策法に基づく温室効果ガス排出抑制のための実行計画「いずもエコオフィス・アクションプロ

グラムⅡ」を策定し、取り組んでいます。しかし市内では、先進的な取り組みを実施している方々がおら

れる一方、多くの住民・事業者のみなさんに取り組みが広がっていないのが実態です。住民・事業者・行

政が一緒になり、みんなで省エネルギーを推進しましょう。 

市 民 

事業者 市 

出雲市全体で省エネを推進 

地球環境の負荷を低減 
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２．まちづくりにおける位置付け 

 

 本市では、2005年度に策定した総合計画「21世紀出雲のグランドデザイン」において、

基本方策のひとつに「21 世紀環境先進都市の創造」を掲げ、３Ｒ施策の促進など「循環

型社会構築への取り組み」や、省エネの推進や水素社会の構築など「地球温暖化防止へ

の取り組み」等を『最先端の環境都市づくりプロジェクト』として位置づけています。 

 さらに 2006年度には「21世紀環境先進都市の創造」に向けて、長期的な視点で総合的

に環境施策を推進するため「出雲市環境基本計画（以下、環境基本計画）」を策定しまし

た。この計画では、「神話から未来へつなぐ さわやかな環境のまち・出雲」を環境の将

来像に掲げ、「地球を考え、地域から実践するまち」を基本目標のひとつとしています。

この中で、地球温暖化防止に向けた市民・事業者の行動方針、市の施策をまとめ、数値

目標を設定しています。 

 本ビジョンは、この環境基本計画を上位計画とし、出雲市全体で主に省エネルギーを

具体的に推進するための計画と位置づけます。 

 

〔21世紀出雲のグランドデザイン〕目標年度：2005年度～2015年度 

 
 

将来像 基本方策               戦略プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型社会構築へ

の取り組み 
○３Ｒ施策の促進 ○廃棄物のリサイクルの推進 

地球温暖化防止へ

の取り組み 

○生活環境の向上と普及啓発 

市民生活・事業活動における環境への負荷を減らし、身近な生活環境の向上をめざす

ため、市民・事業者・行政の協働により、家庭版環境 ISO の普及、環境学習、啓発活

動、省エネ設備の導入等を積極的に推進する。 

○森林保全の推進 

松くい虫被害の防止など森林保全を図るとともに、出雲ふるさとの森再生事業等に取

り組むことにより、地域全体で出雲の森林を守り、育てるという意識の向上に努める。 

○水素社会の構築 

地域特有の資源である風力、木質バイオマスなどの活用により、化石燃料に依存しな

い環境にやさしい再生可能なエネルギー源の確保を図るとともに、市民の環境意識の

向上、さらには地球レベルの温暖化防止の先導的地域をめざし、水素社会の構築に向

けて取り組む。 

自然環境保護と野

生動植物との共生 
○宍道湖・神西湖の自然環境を守る取り組み  ○国際保護鳥トキ保護増殖事業 

※主に本ビジョンと関係する部分を網掛け 

西
部
日
本
海
域
の
中
心
都
市 

21世紀産業都市の創造 

21世紀出雲神話観光大国の創造 

21世紀都市・交流拠点の創造 

21世紀環境先進都市の創造 

21世紀人材育成都市の創造 

21世紀健康文化都市の創造 

1.新産業創出プロジェクト 

2.神話観光大国創造プロジェクト 

3.都市拠点整備プロジェクト 

4.新交通ネットワーク構築プロジェクト 

5.最先端の環境都市づくりプロジェクト 

6.安心、安全、快適な住環境整備プロジェクト 

7.全国をリードする人材大国創造プロジェクト 

8.健康福祉都市づくりプロジェクト 

■図表 1-2-2.『最先端の環境都市づくりプロジェクト』の内容 

 

■図表 1-2-1.体系図 
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〔出雲市環境基本計画〕計画期間：2007年度～2016年度 

 

将来像  基本目標                   施策の柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主に本ビジョンと関係する部分を網掛け 

 

目標設定項目 
現状値 

（2005年度） 

中間値 
（2011年度） 

目標値 
（2016年度） 

市の事務及び事業から発生する CO2の削減率 8,480t-CO2 － 7,890t-CO2 
（現状比△7%） 

環境 ISO認証取得事業所数 20事業所 30事業所 40事業所 

家庭版環境 ISO登録世帯数 120世帯 500世帯 1,000世帯 

学校版エコライフチャレンジしまね参加小中学校割合 0校 50% 100% 

風力発電施設の発電量 2,750MWh 172,750MWh 
（市の 95%の世帯） 

172,750MWh 
（市の 95%の世帯） 

新エネルギー導入市有施設数 3施設 10施設 30施設 

3km未満の市職員のノーマイカー通勤率 
※（）は CO2年間排出量 

57% 
（2006年度：74.4 t-CO2） 

80% 
（34.8t-CO2/現状比△53%） 

80% 
（34.8t-CO2/現状比△53%） 

こどもエコクラブ登録団体数 8団体 20団体 30団体 

ポイ捨て一掃大作戦参加者数 7,000人 10,000人 15,000人 

環境新聞の発刊 年 2回 年 4回 年 6回 

くらしの中の環境フェア入場者数 2,000人 4,000人 8,000人 

自然体験事業参加者数 600人 1,000人 1,500人 

出雲「花と緑」総合フェスティバル入場者数 20,000人 20,000人 20,000人 

21世紀出雲産業見本市入場者数 13,000人 13,000人 13,000人 

 

■図表 1-2-3.体系図 

 

1.澄んだ空気ときれいな水に潤い 健康に暮らせるまち 

2.人と自然がふれあい ともに生きるまち 

3.悠久の歴史が息づく 美観と快適空間のまち 

4.「もったいない」の心で築く 循環型のまち 

5.地球を考え 地域から実践するまち 

神
話
か
ら
未
来
へ
つ
な
ぐ 

さ
わ
や
か
な
環
境
の
ま
ち
・
出
雲 

1.大気環境の保全 

2.水環境の保全 

3.健康に暮らせる環境の保全 

1.野生動植物との共生 

2.豊かな自然とのふれあい 

3.森林と農地の保全と再生 

1.景観保全と緑地の確保 

2.環境美化の推進 

1.廃棄物対策と資源循環の推進 

2.環境と経済の好循環の推進 

1.地球温暖化防止の取り組み 

2.地球規模での環境問題への取り組
み 
1.環境学習・環境保全活動の推進 

2.環境情報の提供と共有 
6.ともに学び行動する 環境意識が高いまち 

■図表 1-2-4. 地球を考え地域から実践するまち・ともに学び行動する環境意識が高いまちの数値目標 
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TOPIC ご存じですか？「出雲市や島根県等の取り組み」 

１．出雲市家庭版環境ＩＳＯ 

「出雲市家庭版環境 ISO」は市が実施している独自の制度です。国際標準化機構（ISO）が定める環

境管理システムの考え方を取り入れ、家庭で環境にやさしいルールをつくり、実行・点検・改善をし

ていく取り組みです。各家庭が生活を振り返り、家族で話し合い、協力しあって環境に優しい生活を

送る手助けをします。 

【取り組み方】 

① 取り組みを希望する家庭は、市に取り組みを申請し、取り組み内容などを記入して、市に提出

します。 

② 市は登録申請のあった家庭に「出雲市家庭版環境 ISO」のマニュアル、登録証を送付します。 

③ 取り組み家庭はおおむね 3 ヶ月後、取り組み結果を市に報告します。 

④ 市は報告結果をもとに審査し、認定された家庭について「出雲市家庭版環境 ISO」の認定証と

ささやかな生活応援品を贈呈します。 

＜申込み・問い合わせ先＞出雲市役所環境保全課 TEL(0853)21-6535（直通） 

２．学校版エコライフチャレンジしまね 

「学校版エコチャレンジしまね」とは、環境への負担の少ない学

校づくりを目指して、環境にやさしい学校生活のためにはどのよう

な取り組みを行っていけばよいか児童・生徒と先生が話し合い、一

緒になって取り組みを行っていくものです。 

具体的には、学校が環境にやさしい取り組み(電気やガスなどのエ

ネルギーの使用量や水や紙などの資源の使用量を減らしていくため

の取り組み)を行うことをめざし、そのための計画をつくります。計

画に沿って取り組み、その活動内容や結果を記録します。しばらく

活動を行った後、活動を見直し、新しい計画をつくり、新たな活動

をはじめます。 

環境マネージメントシステムの国際規格 ISO14001 を参考にし、ＰＤＣＡサイクルを用いて継続的

な改善が行えるようにした「Web 版の学校における環境管理ツール」です。（出典：島根県ＨＰ） 

＜問い合わせ先＞島根県環境生活部環境政策課 TEL(0852) 22-6742（課代表） 

＜申込み＞http://www.e-shimane.net/scl/index.php  

３．こどもエコクラブ 

「こどもエコクラブ」は、こどもが誰でも参加できる環境活動クラブで、環境省・島根県・本市が

応援しています。 

主な活動内容は、クラブが自主的に行う活動で、生き物調査、町のエコチェック、リサイクル活動

などの「エコロジカルあくしょん」と、こどもエコクラブニュースの中で紹介されるもので、毎日の

生活の中で地球や環境のことを楽しく考えるプログラム「エコロジカルとれーにんぐ」の 2 つです（ど

ちらか 1 つをやっても、両方やっても構いません）。 

クラブ会員になると、活動に役立つヒントがいっぱいの「会員手帳」と「メンバーズバッジ」、年に

5 回、「JEC（こどもエコクラブ）ニュース」が送られます。（出典：環境省 HP、島根県ＨＰ） 

＜問い合わせ先＞ 

こどもエコクラブ島根県事務局（県庁環境政策課内）TEL(0852)22-6742（代表） 

出雲市役所環境保全課 TEL(0853)21-6535（直通） 
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１－３．地球温暖化防止に向けた行動・技術・制度 

１．省エネルギー行動 

  

地球温暖化防止に向けて、一人ひとりが問題意識を持ち、省エネルギー行動を実践す

ることが求められます。ここでは、心がけ次第で、家庭で簡単にできる省エネルギー行

動とその効果（例）を紹介します。 

 

■図表 1-3-1.省エネルギー行動とその効果（例） 

機器 省エネルギー行動 
年間 

CO2削減量 

1台の年間

節約金額 

エアコン 
暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安にする 46.3kg-CO2 1,840円 

必要な時だけつける 33.0kg-CO2 1,310円 

電気カーペット 部屋の広さにあったものを選び、温度設定は低めにする 153.1kg-CO2 6,070円 

こたつ 上掛けと敷布団を合わせて使い、温度設定は低めにする 45.2kg-CO2 1,790円 

照明 点灯時間を短くする（白熱電球の場合） 10.9kg-CO2 430円 

テレビ 見ない時は消す（ブラウン管の場合） 17.7kg-CO2 700円 

冷蔵庫 

季節にあわせて温度調節したり、ものを詰め込み過ぎない 58.6kg-CO2 2,320円 

壁から適切な間隔をあけて設置する 25.0kg-CO2 990円 

無駄な開閉はせず、開けている時間を短くする 9.2kg-CO2 360円 

給湯器 食器を洗う時は、温度設定を低めにする 20.5kg-CO2 1,300円 

料理 煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用する（根菜の場合） 9.9kg-CO2 920円 

電気ポット 長時間使用しないプラグを抜く 59.6kg-CO2 2,360円 

食器洗い乾燥機 使用する時は、まとめ洗いをする - 8,880円 

お風呂 入浴は間隔をあけず、追い焚きをしないようにする。 88.9kg-CO2 5,650円 

シャワー 不必要に流したままにしない 29.7kg-CO2 2,890円 

温水洗浄便座 便座暖房の温度は低めに、使わない時はふたを閉める 34.1kg-CO2 1,350円 

洗濯機 まとめて洗うようにする 3.3kg-CO2 3,950円 

車 

ふんわりアクセル「eスタート」※1 194.0kg-CO2 10,700円 

加減速の少ない運転をする 68.0kg-CO2 3,750円 

早めのアクセルオフをする 42.0kg-CO2 2,320円 

アイドリングストップ※2をする 40.2kg-CO2 2,220円 

電気製品 
使わない時はコンセントからプラグを抜き、待機時消費電力

を少なくする。 
83.3kg-CO2 3,300円 

※1【eスタート】発進時、5秒間省エネを意識し、20km/h程度に加速 
※2【アイドリングストップ】 荷物の積み降ろしや休息中に車のエンジンを停止すること 

出典：（財）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」、「ライフスタイルチェック 25」 

 

TOPIC まだまだあります「省エネルギー行動」 

上記以外にもいろいろな省エネ行動があります。詳しくは（財）省エネルギー 

センターのホームページ（http://www.eccj.or.jp/）をご覧ください。 
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２．省エネルギー技術 

 

技術の進化により、家電製品などの省エネ性能は年々向上しています。 

古くなった機器を買い換える場合や、新しく機器を購入する場合、省エネ性能の高い

機器をかしこく選ぶことで省エネルギーを実現します。 

心がけ次第でできる「省エネルギー行動」に加え、省エネ性能の高い機器を使用する

ことで、省エネルギー効果をより高めることができます。 

■図表 1-3-2.省エネルギー技術（例） 

省エネ機器等 内容 

省エネ機器 

（トップランナー基準） 

省エネ法において「トップランナー基準」が設けられ、省エネ性能の高い機器

が販売されるようになりました。 

トップランナー基準とは、自動車、電気機器、ガス・石油機器等の省エネ基準を、

基準設定時に商品化されているものの中で最も省エネ性能が優れている機器の

性能以上にするというものです。 

【トップランナー基準が設定されている機器】21品目（2006年 9月現在） 

乗用自動車、貨物自動車、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レ

ンジ、蛍光灯器具、電気便座、テレビ、ビデオ、DVDレコーダー、電子計算機、

磁気ディスク装置、複写機、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水器、石油温水

器、自動販売機、変圧器 

省エネタップ 

 

 省エネタップのスイッチを切ることで、コンセントを

プラグから抜いたことになり、待機時消費電力をカット

できます。 

電球形蛍光ランプ 

 

電球形蛍光ランプは白熱電球と比べ寿命が長く、消費電力も少ない

ため、長時間点灯する場所に使用すると効果的です。 

蛍光灯用電子安定器 

 蛍光灯の安定器に電子式のものを採用することで、発光効率が向上していま

す。その結果、出力を抑えても照度が確保でき、消費電力を削減することができ

ます。特に、使用する蛍光灯の数が多いオフィス等に導入することで、より効果

が発揮されます。 

高効率給湯器 

□エコキュート 

 エコキュートは CO2冷媒ヒートポンプ給湯器の愛称です。大気中の熱を取り

込んでお湯を沸かす、熱効率の高い省エネルギー機器です。かつ、夜間の割安

な電気を利用することで、経済性と環境性の両立を図っています。 

□エコウィル 

 ガスを燃料として電気をつくり、その時の排熱でお湯をつくって給湯や暖房

を行う機器です。ひとつのエネルギーで電気とお湯を同時につくりだし、エネ

ルギー消費量を抑える家庭用コージェネレーションシステムです。 

 また、家庭用以外にもガスコージェネレーションシステムは、出雲市民病院

に導入されている他、2008年には島根大学医学部に導入される予定です。 

□エコジョーズ 

 ガスでお湯をつくる時の排気中に捨てられる排熱ロスを抑えたのが潜熱回

収型給湯器「エコジョーズ」です。給湯時の熱効率を従来型給湯器の約 80％

から約 95％までアップしました。使用するガス量は従来より約 13％少なくて

すみます。 

アイドリングストップ

自動車 

エンジンの作動の停止及び始動を簡便に行う機能を有した装置を搭載した自

動車です。 

出典：（財）省エネルギーセンター 
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３．省エネルギーに関わる制度 

 

 省エネルギーを推進するため、国などは以下に示す様々な制度を設けています。 

■図表 1-3-3.省エネルギーに関わる制度 

制度名 内容 

省エネラベリング制度 

 
省エネ性能を「省エネ性マーク」「省エネ基準達成率」「エネルギー消費効率」

等で示し、表示する制度です。 

2007 年 2 月現在、16 品目が表示対象となっており、省エネ性能の高い製品を

選ぶ時の目安にすることができます。 

 

【省エネラベル対象製品】16品目（2007年 2月現在） 

エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、蛍光灯器具、電気便座、ガス調理機器、

ガス温水機器、石油温水機器、電子計算機、磁気ディスク装置、ストーブ、電

子レンジ、ジャー炊飯器、DVDレコーダー、変圧器 
 
□省エネ性マーク 

 

     達成率 100％以上（緑色）     達成率 100未満（橙色） 

 

□省エネラベル 

 

統一省エネラベル 

 
省エネラベリング制度の対象品目のうち、エ

アコン、冷蔵庫、テレビについては「統一省エ

ネラベル」を表示するよう努めることになりま

した。 

「統一省エネラベル」は、省エネ性能の 5 段階

評価や年間の目安電気料金といった省エネ性

能の位置づけが一目でわかるラベルとなって

います。 

 

省エネルギー型製品普

及推進優良店制度 

 
省エネに関する情報を適切に伝え、省エネ製品を積極的に普及していく家電販

売店を「省エネルギー型製品普及推進優良店」に認定する制度です。特に優れた

店舗は大臣賞等として表彰されます。 

優良店にはシンボルマークの使用が認められており、こ

のマークは省エネ型製品購入の際、店舗選びの目安にする

ことができます。 

国際エネルギー 

スタープログラム 

 
OA 機器の省エネルギー基準をクリアした製品に表示でき

るロゴです。 

このロゴがついた OA 機器は、待機している状態が一定の

時間を経過すると、省エネモードに自動的に切り替わる機能

を持っています。 

省エネ診断サービス 

省エネルギー推進支援を目的に、資源エネルギー庁補助事業として（財）省エ

ネルギーセンターによって実施されています。無料でエネルギー消費量と建物設

備等の調査・診断が実施され、改善策や、それを実施した場合に期待できる省エ

ネルギー効果の提示、アドバイス等を受けることができます。 

出典：（財）省エネルギーセンター 

省エネ基準達成率の数値が高いほど

省エネ性能が高い製品です。 
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制度名 内容 

省エネルギー教室 

（財）省エネルギーセンターでは、全国の小・中学校 30校を対象に「省
エネルギー教室」を実施しています。「省エネルギー教室」に応募し、選
定されると、（財）省エネルギーセンターの支援のもと、省エネナビの設
置や、1校あたり 3回の省エネルギー教室が実施されます。 

ＥＳＣＯ事業 

 
エナジー・サービス・カンパニー（Energy 

Service Company）の略であり、ESCO事業

者が顧客の従前の利便性を損なうことな

く省エネルギーに関する包括的なサービ

スを提供し、顧客の省エネルギーメリット

の一部から報酬を得る事業です。 ビルや

工場等の建物の省エネルギーに関する包

括的なサービス（省エネルギー診断・設

計・施工・導入設備の保守・運転管理・事

業資金調達等）を ESCO 事業者が提供し、

それによって得られる省エネルギー効果

を事業者が保証し、削減した光熱水費の中

から ESCO サービス料と顧客の利益を生み

出します。 

グリーン電力基金 

自然エネルギー導入促進のために、個人・法人が基金への寄付金を電気料金に

上乗せして払い、その同額を電力会社も拠出する仕組みです。 

中国地方では、中国電力（株）が寄付金の受付・収納代行・寄付金拠出を行い、

(財)ちゅうごく産業創造センターが基金の運営主体となって、公共用太陽光発

電、風力発電、環境教育目的用発電に対する助成を行っています。2007 年 8 月

末現在、1,095件の個人・法人が参加しています（1口 500円/月）。【中国グリー

ン電力基金】 

自動車グリーン税制 

 
排出ガスが少ない、燃費が良いなど、環境にやさしい自

動車の普及を促進するための制度です。自動車の燃費性能、

排出ガス性能に応じて、自動車税や自動車取得税の軽減措

置が実施されています。また、基準年に対する燃費基準や

排出ガス基準を達成している自動車には、ステッカーを貼

り付けることができます。 

出典：（財）省エネルギーセンター、国土交通省 

 

TOPIC 今使っているエネルギーがどのくらいかチェックできる機器 

●省エネナビ 

家庭の電力量、電気料金、二酸化炭素排出量、省エネ達成率を表示する装

置です。リアルタイムで電気料金が表示され、目標の電気料金を上回ると警

告が表示されるので、省エネにもつながります。 

 

●ワットアワーメーター 

 家庭用コンセントに挿している器具の電気使用量・待機電力等がワット、電気料金、

二酸化炭素排出量で表示されるので、上手に省エネを行うことができます。 

（出典：島根県地球温暖化防止活動推進センターHP） 
 

島根県地球温暖化防止活動推進センターでは環境保全活動に関心のある方へ上記機材を

貸し出しています。 

 

ＥＳＣＯ事業経費スキーム 
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４．新エネルギー技術 

 

太陽や風の力などの「自然エネルギー」の利用や、今まで捨てていた資源（家庭など

から出るごみ）や大気と河川水の温度差などを有効に利用する「リサイクル・エネルギ

ー」、従来から使用していた化石燃料などを新しいアイデアや技術でよりクリーンで効率

良く使う「従来型エネルギーの新利用形態」により、化石燃料から得られるエネルギー

消費量を減らすことができ、化石燃料の燃焼による CO2排出量を抑制することができます。 

  新エネルギーは、省エネルギーを推進する上でのひとつの道具であると考えられます。 

■図表 1-3-4.新エネルギーの仕組みと特徴 

太陽光発電 太陽熱利用 風力発電 
 
太陽の光エネルギーで電気をつく

ります。 

 
太陽の熱エネルギーを給湯や冷暖

房に使います。 

 
風の力で風車をまわし、電気をお

こします。 

雪氷熱利用 バイオマス発電・熱利用・燃料製造 
 
冬に雪や冷気を利用してつくった氷を夏まで貯蔵・

保存し、その冷熱エネルギーを冷房や農作物等の保

存に利用します。 

 

 
太陽エネルギーが植物により変換され生物体内に蓄

えられた有機物を燃焼させることにより、発電や熱

利用のエネルギー源として利用します。 

 

廃棄物発電・熱利用 廃棄物燃料製造 
 
廃棄物発電とは廃棄物を燃料とする発電方式で、廃

棄物熱利用とは、廃棄物を焼却する時の熱を温水や

地域冷暖房等の熱源として利用する方法です。 

 

 
燃えるごみを乾燥させて粉砕し、更に腐食を防ぐ添

加物を加え、成型機で圧縮した固形の燃料「RDF」を

製造することや、廃プラスチック油化等のことです。 

 

出典：（財）新エネルギー財団 
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温度差エネルギー 燃料電池 
 
河川水、海水等の水温と大気の温度差や、工場や変

電所等の廃熱等、ヒートポンプ等を使ってその熱を

給湯、冷暖房などに利用するものです。 

 

 

 
酸素と水素を科学的に反応させて電気をつくりま

す。燃料となる水素は、天然ガスやメタノールを改

質して製造するのが一般的です。 

 

天然ガスコージェネレーション クリーンエネルギー自動車 
 
天然ガスを燃料として発電機で電気をつくると同時

に、排熱を「熱交換器」で温水にしたり、「排熱回収

ボイラー」で蒸気と温水にして利用するものです。 

 

 
ガソリンに比べて CO2 や排気ガスの排出が少ないエ

ネルギーを利用している地球にやさしい自動車で

す。電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自

動車等があります。 

 

出典：（財）新エネルギー財団 

 


