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省エネ性能の表示 ･「しんきゅうさん」 P28
省エネ家電を選ぶときに便利な、お役立ち情報を学ぼう

創エネ P34
一般家庭でもできる、電気をつくり出す方法を学ぼう

地球温暖化と私たち P48
地球温暖化の問題点と対策を学ぼう

「COOL CHOICE（クールチョイス）」 P54
地球温暖化対策のために賢い選択をしよう

蓄エネ P40
電気をためておき、必要に応じて利用する方法を学ぼう

HEMS（ヘムス）･ ZEH（ゼッチ） P44
HEMS･ZEHの意味と役割を理解しよう

省エネ P6
家電製品の使い方や買換えによる、省エネの方法を学ぼう

地球温暖化を防ぐためにスマートライフを学ぼう

地球のためにできることスマートライフ P4

2 3

創エネ

スマートライフ!スマートライフ!
エネルギーをつくって、ためて、かしこく使う。

省エネ省エネ
蓄エネ蓄エネ創エネ

電気は

おうちで

つくる時代よ。

創江〈長女〉

蓄江〈次女〉省江〈三女〉

進〈父〉 かな江〈母〉

つくった電気は

しっかり

ためないとね！

電気を

かしこく使う

省エネが大事。

もっとくわしく

おしえてよ。

学〈長男〉

「COOL CHOICE（クールチョイス）」

54 55

「COOL CHOICE」に取り組むことにより、CO2を
削減するだけでなく、生活コストの低減や快適で
健康的な暮らしなどのメリットももたらします。

製品の買換え1
LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省エネ製品
高効率給湯器、節水型トイレ
高断熱高気密住宅の新築・リフォーム

例

サービスの選択2
公共交通の利用
カーシェアリング
バイク(自転車)シェアリング
宅配便再配達防止
スマートメーターによる「見える化」

例

ライフスタイルの転換3
クールビズ、ウォームビズ
クールシェア、ウォームシェア
エコドライブ、自転車の利用
森・里・川・海の保全・活用

例

私も実行

するとしよう。

｢COOL CHOICE｣とは、省エネ家電や省エネ住宅など、快適でいて
地球にも優しい｢賢い選択｣をして地球温暖化対策を推進する国民運動
です。政府では、国民運動の展開などにより、2030年までに二酸化炭素
(CO2)などの温室効果ガス排出量を26%削減(2013年度比)することを
目指しています。

さらに詳しく｢COOL CHOICE｣を知るために、様々なツールや
ウェブサイトなどのコンテンツをご利用いただけます。

｢COOL CHOICE｣アプリ
地球温暖化の影響や対策などの様々な情報をスマートフォンやタブレットでどうぞ。

「COOL CHOICE」は、地球温暖化
対策のための国民運動です。
みんなで賢い選択をしましょう。

私たちにできる｢COOL CHOICE｣

｢COOL CHOICE｣について

もっと｢COOL CHOICE｣を知りたい!

｢COOL CHOICE｣TV

｢COOL CHOICE｣に関する最新情報
などをお届けする公式ウェブサイトです。

身近な現実としての地球温暖化を知ってもらうため、
日本各地の影響やその対策を取材し、動画でお届け
します。著名人、専門家等のメッセージなども掲載
しています。

｢COOL CHOICE｣ウェブサイト

公式ウェブサイト

検索クールチョイス 検索クールチョイス TV

なお、｢COOL CHOICE｣では、脱炭素社会づくりに
貢献する「製品」「サービス」「ライフスタイル」など
地球温暖化対策に資するあらゆる｢賢い選択｣を
推進しています。

ボクにできることは
何かな？
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「COOL CHOICE（クールチョイス）」

54 55

「COOL CHOICE」に取り組むことにより、CO2を
削減するだけでなく、生活コストの低減や快適で
健康的な暮らしなどのメリットももたらします。

製品の買換え1
LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省エネ製品
高効率給湯器、節水型トイレ
高断熱高気密住宅の新築・リフォーム

例

サービスの選択2
公共交通の利用
カーシェアリング
バイク(自転車)シェアリング
宅配便再配達防止
スマートメーターによる「見える化」

例

ライフスタイルの転換3
クールビズ、ウォームビズ
クールシェア、ウォームシェア
エコドライブ、自転車の利用
森・里・川・海の保全・活用

例

私も実行

するとしよう。

｢COOL CHOICE｣とは、省エネ家電や省エネ住宅など、快適でいて
地球にも優しい｢賢い選択｣をして地球温暖化対策を推進する国民運動
です。政府では、国民運動の展開などにより、2030年までに二酸化炭素
(CO2)などの温室効果ガス排出量を26%削減(2013年度比)することを
目指しています。

さらに詳しく｢COOL CHOICE｣を知るために、様々なツールや
ウェブサイトなどのコンテンツをご利用いただけます。

｢COOL CHOICE｣アプリ
地球温暖化の影響や対策などの様々な情報をスマートフォンやタブレットでどうぞ。

「COOL CHOICE」は、地球温暖化
対策のための国民運動です。
みんなで賢い選択をしましょう。

私たちにできる｢COOL CHOICE｣

｢COOL CHOICE｣について

もっと｢COOL CHOICE｣を知りたい!

｢COOL CHOICE｣TV

｢COOL CHOICE｣に関する最新情報
などをお届けする公式ウェブサイトです。

身近な現実としての地球温暖化を知ってもらうため、
日本各地の影響やその対策を取材し、動画でお届け
します。著名人、専門家等のメッセージなども掲載
しています。

｢COOL CHOICE｣ウェブサイト

公式ウェブサイト

検索クールチョイス 検索クールチョイス TV

なお、｢COOL CHOICE｣では、脱炭素社会づくりに
貢献する「製品」「サービス」「ライフスタイル」など
地球温暖化対策に資するあらゆる｢賢い選択｣を
推進しています。

ボクにできることは
何かな？

目　　次

省エネ性能の表示 ･「しんきゅうさん」 P28
省エネ家電を選ぶときに便利な、お役立ち情報を学ぼう

創エネ P34
一般家庭でもできる、電気をつくり出す方法を学ぼう

地球温暖化と私たち P48
地球温暖化の問題点と対策を学ぼう

「COOL CHOICE（クールチョイス）」 P54
地球温暖化対策のために賢い選択をしよう

蓄エネ P40
電気をためておき、必要に応じて利用する方法を学ぼう

HEMS（ヘムス）･ ZEH（ゼッチ） P44
HEMS･ZEHの意味と役割を理解しよう

省エネ P6
家電製品の使い方や買換えによる、省エネの方法を学ぼう

地球温暖化を防ぐためにスマートライフを学ぼう

地球のためにできることスマートライフ P4
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創エネ

スマートライフ!スマートライフ!
エネルギーをつくって、ためて、かしこく使う。

省エネ省エネ
蓄エネ蓄エネ創エネ

電気は

おうちで

つくる時代よ。

創江〈長女〉

蓄江〈次女〉省江〈三女〉

進〈父〉 かな江〈母〉

つくった電気は

しっかり

ためないとね！

電気を

かしこく使う

省エネが大事。

もっとくわしく

おしえてよ。

学〈長男〉



地球のためにできることスマートライフ

4

今地球のためにできること
それがスマートライフ

二酸化炭素（CO2）の発生を抑えて地球の温度上昇を止めよう!

（電源構成効果含む）

地球温暖化対策に向けた国際的な枠組みである｢パリ協定｣を
踏まえた、2030年度日本の温室効果ガス排出削減目標（2013年度比）

CO2削減目標 26%
家庭部門で必要な削減 約40%

家庭のエネルギーをムダなく効率よく利用できる
｢スマートライフ｣への取組が必要です!

このままだと2100年の日本は…
地球温暖化と私たち P48

10年前と比べ、消費電力量が格段に削減された省エネ家電に、
太陽光発電などの創エネ機器と、蓄電池や電気自動車などの
蓄エネ機器を組み合わせて、エネルギーをムダなく効率的に利用
できる生活がスマートライフです。

さあ、スマートライフを学ぼう!

省江〈三女〉

よーし
ガンバルヨ!

電気をかしこく使う

P40P40

昼間つくった電気を
ためて夜間に活用する

P34P34

太陽光などで
家庭の電気をつくる

P 6P 6

蓄江〈次女〉
創江〈長女〉

5

学〈長男〉

学校で地球の温暖化が
問題になっていると
聞いたんだけど…

5252 53

家庭・オフィスでの対策
・住宅の省エネ化(新築・既築の高断熱化)
・省エネ家電・高効率給湯器の導入
・徹底的なエネルギー管理の実施(HEMS)

交通・物流での対策
・徒歩や自転車、公共交通機関などの利用
・燃費の良い次世代自動車(ハイブリッド、
 プラグインハイブリッド、電気自動車、
 燃料電池車等)に乗る

2013年度比26％削減する目標を達成するには
家庭部門で約40%の削減が必要

【地球温暖化対策計画の策定】
2016年5月に閣議決定された｢地球温暖化対策計画｣は、政府が
｢地球温暖化対策推進法｣及び｢パリ協定を踏まえた地球温暖化
対策の取組方針について｣に基づいて策定した地球温暖化に
関する総合計画です。

【日本の温室効果ガス排出削減目標】
日本は、2030年度の温室効果
ガスの排出を2013年度と
比べて26％削減する目標を
掲げています。

省エネ家電に買換える エコ住宅にする

太陽光発電

エコカーを買う

※照明や冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電製品
参考：資源エネルギー庁「平成29年度エネルギーに関する年次報告
　　 （エネルギー白書2018）」

世帯当たりの用途別エネルギー消費 家庭からの二酸化炭素排出量

出典：温室効果ガスインベントリオフィス

地球温暖化と私たち

世界的な
取組

なんだね！

地球温暖化対策のための国民運動

2015年にフランス・パリで開催されたCOP21（国連気候変動枠組
条約第21回締約国会議）でパリ協定が採択されました。同協定は
翌年に発効し、我が国も締結しました。

同協定は、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな
国際枠組みであり、世界の190以上の国々が参加しています。世界
共通の長期目標として、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して
2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力
を継続すること、そして、今世紀後半に温室効果ガスの
排出を実質ゼロにすることを設定しています。

この長期目標に向けて、各国は、2020年までに削減
目標を提出して国内対策を実施するとともに、その後も
5年毎に削減目標を更新し、気候変動対策を前進
させる仕組みになっています。

次のページ

【パリ協定の概要】

「COOL C HO I C E」

家庭部門での削減目標気候変動対策に関する国際的な動向

日本での温暖化対策

冷房 2.3%

動力･
照明他
35.9%

※

ちゅう房
9.3%

給湯
28.3%

暖房
24.1%

33,354×
106J/ 世帯

中国
アメリカ
インド
ロシア
日本
ドイツ
韓国
カナダ

インドネシア
メキシコ
ブラジル
オーストラリア
イギリス
イタリア
フランス
その他

2016 年
世界の

二酸化炭素排出量
(国別排出割合 )

世界の排出量合計
約 323億トン

28.0

15.0

6.44.5
3.5

2.31.8
1.7
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9

28.5

出典 :EDMC/ エネルギー･経済統計要覧 2019年版
（単位%）

2016年度



地球のためにできることスマートライフ
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P4-5　(W256×H182)

今地球のためにできること
それがスマートライフ

二酸化炭素（CO2）の発生を抑えて地球の温度上昇を止めよう!

（電源構成効果含む）

地球温暖化対策に向けた国際的な枠組みである｢パリ協定｣を
踏まえた、2030年度日本の温室効果ガス排出削減目標（2013年度比）

CO2削減目標 26%
家庭部門で必要な削減 約40%

家庭のエネルギーをムダなく効率よく利用できる
｢スマートライフ｣への取組が必要です!

このままだと2100年の日本は…
地球温暖化と私たち P48

10年前と比べ、消費電力量が格段に削減された省エネ家電に、
太陽光発電などの創エネ機器と、蓄電池や電気自動車などの
蓄エネ機器を組み合わせて、エネルギーをムダなく効率的に利用
できる生活がスマートライフです。

さあ、スマートライフを学ぼう!

省江〈三女〉

よーし
ガンバルヨ!

電気をかしこく使う

P40P40

昼間つくった電気を
ためて夜間に活用する

P34P34

太陽光などで
家庭の電気をつくる

P 6P 6

蓄江〈次女〉
創江〈長女〉

5

学〈長男〉

学校で地球の温暖化が
問題になっていると
聞いたんだけど…

52

P52-53　(W256×H182)

52 53

家庭・オフィスでの対策
・住宅の省エネ化(新築・既築の高断熱化)
・省エネ家電・高効率給湯器の導入
・徹底的なエネルギー管理の実施(HEMS)

交通・物流での対策
・徒歩や自転車、公共交通機関などの利用
・燃費の良い次世代自動車(ハイブリッド、
 プラグインハイブリッド、電気自動車、
 燃料電池車等)に乗る

2013年度比26％削減する目標を達成するには
家庭部門で約40%の削減が必要
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世界的な
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なんだね！
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エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象商品
です。買換え、処分に際しての正しい方法は、こちらのウェブサイトをご覧ください。

｢これで解決!家電リサイクル｣ これで解決 家電リサイクル

家電リサイクルについてのお願い

「統一省エネルギーラベル」や
省エネ製品買換ナビゲーション
「しんきゅうさん」などを参考に
家電製品を上手に選びましょう。

家電製品を
上手に選びましょう

お母さん、
最新の冷蔵庫は、大容量で、

しかも電気代も
お得なのよ!

これなら絶対
最新の冷蔵庫に
買換えたいわ!

そうと決めたら

省江！お店に

見に行くわよ！

10年前より
こんなに省エネ

なんだよ！

510～580kWh/年2008年

2018年 290～320kWh/年

うちの冷蔵庫長く使ったし、
子供達も大きくなって
よく食べるから最近じゃ
食材が入りきらないわ…

長年使ってきた家電製品には愛着があってなかなか捨てられない
ものです。しかし家電製品の省エネ化は年々進んでいて、たとえば
照明器具は、電球形LEDランプやＬＥＤシーリングライトに交換する
だけで、省エネになります。
年間の電気代から見てお得な省エネ家電への買換えをおすすめします。
家庭の中で、冷蔵庫、照明器具、テレビ、エアコン、温水洗浄便座などの
家電が、家庭における電気使用量の半分近くを占めているからです。

省エネ家電への
買換えが
一番の省エネ

のコラ
ム省

江姉

これが一番
大事よ!!

P30～33

「統一省エネルギーラベル」 「しんきゅうさん」
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出典：環境省

IPCCの報告を踏まえた環境省と気象庁の科学的予測
  （現状を上回る温暖化対策をとらなかった場合）

地球温暖化の問題に対処するための方策には、大きく2つあります。

出典：国立環境研究所「未来のために今はじめよう 気候変動への「適応」」

地球温暖化の影響は、日本でもすでに現れており、気候の変化は
生態系を変え、農作物へも影響。また日本特有の自然や文化に
影響を与え始めています。

参考：環境省COOL CHOICE TVより

流氷の減少（オホーツク海） ブナの原生林消滅の危機（秋田県白神山地） 砂浜の減少（石川県）

サンゴの白化現象（沖縄県） ミカンの高温障害（愛媛県） リンゴの着色不良（富山県）

温室効果ガスを

減らす
かんわ
緩和策

温暖化による影響に

備える
てきおう
適応策

・二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの排出を抑制する緩和策

・温暖化による影響に対処し、被害を回避・軽減する適応策

緩和策と適応策のバランスが重要です。

地球温暖化と私たち

IPCC第5次評価報告書を踏まえた予測によると、日本の年平均気温は、
全国平均で20世紀末と比較して最大4.5℃上昇し、真夏日は、年間最大
48.7日増加するとされています。
日降水量200mm以上になる
ような大雨の年間発生回数は、
全国平均で2倍以上となり、
滝のように降る雨（１時間
降水量50mm以上の短時間
強雨）の年間発生回数は、
全国平均で2倍以上となると
予想されています。

気候変動への対策このままだと2100年の日本は…

すでに始まっているさまざまな影響

CO2を減らす

エコカーの普及

再生可能エネルギーの活用 森林を増やす

温室効果ガス削減

省エネ・
省エネ家電の普及

水不足に備えて節水・雨水利用
などの工夫をする

変化する気候に備える

水分補給で熱中症予防

感染症予防の
ため虫刺されに
注意する

堤防を高くして
災害から守る

高温でも育つ農作物の
品種開発や栽培
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冷蔵庫

冷蔵庫 効率よく運転するインバーター制御と
高性能断熱材が省エネ効果を発揮。

インバーター

24時間365日働き続ける冷蔵庫は、消費電力量が多い
家電製品の1つです。生活スタイルに合わせて容量や
特長を選ぶことで、大幅な省エネが期待できます。　

8 9

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

暮らしのサイズに合わせれば
省エネも効果的に

（年間消費電力量）

2008年

2018年

510～580kWh/年

290～320kWh/年

●今どきの冷蔵庫は10年前と比べると

約43%の省エネ※

※定格内容積401～450Lの10年前冷蔵庫と最新冷蔵庫の比較

省エネ性能の推移[401～450Ｌの例]

・このデータは特定冷蔵庫の年間消費電力量を示したものではありません。
・各年度毎に定格内容積401～450Lの冷蔵庫の年間消費電力量を推定した目安であり、幅をもたせて表示しています。
・JIS C 9801-3 : 2015による。 
出典 : 一般社団法人 日本電機工業会

断熱材

●真空断熱材を用いた断熱構造

これはスゴイ!

冷蔵庫のインバーター制御は、従来一定だったコンプレッサーや
ファンの回転数を変化させ効率よく運転する技術です。
扉の開閉や、庫内温度、周辺温度などによって回転数を変えながら、
きめ細かく制御することで省エネ効果を発揮します。

断熱効果の高い高性能断熱材の使用により、庫外からの熱の
侵入を防止します。断熱効果の向上により、
省エネに貢献します。

消費電力量が大幅に低減

熱

熱

熱

エーッ
そんなに?
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地球温暖化と私たち

温暖化の要因→人間活動の影響

地球温暖化のしくみ

温室効果ガスが増え続けると

地球温暖化の現状

48 49

【上昇し続ける世界平均気温】

【増加し続ける二酸化炭素（CO2）濃度】

｢気候変動に関する政府間パネル｣(IPCC)は、“地球温暖化は、
人間活動の影響が主な要因である可能性が極めて高い”と示して
います。人間活動の影響とは化石燃料を燃やしたり、森林などを
伐採することで温室効果ガスが増えてしまうことを指します。

CO2などの温室効果ガス※の濃度が高まり、熱の吸収が増えると
気温が上昇し地球が温暖化します。

【平均気温は4.8℃上昇、平均海面水位は82cm上昇】
IPCC第５次評価報告書では、20世紀末頃（1986年～2005年）と比べて、
有効な温暖化対策をとらなかった場合、21世紀末（2081年～2100年）の
世界の平均気温は、2.6～4.8℃上昇（赤色の帯）、厳しい温暖化対策をとった
場合でも0.3～1.7℃
上昇（青色の帯）する
可能性が高くなります。
さらに、平均海面水位は、
最大82cm上昇する
可能性が高いと予測
されています。

産業革命以来、人間は石油
や石炭などの化石燃料を
燃やしてエネルギーを取り
出し、経済を成長させて
きました。その結果、大気中
のCO2濃度は、産業革命前
に比べて40％も増加しました。
温室効果ガス観測技術衛星
「いぶき」（GOSAT)の観測
でも、増加傾向が見られます。
2018年10月には観測精度
を向上させた｢いぶき2号｣
を打ち上げ、今後は、いぶき
2号でも観測を継続して
いきます。

世界の平均気温は、1880年
から2 012年までの間に
0.85℃上昇しています。
2014年から2016年にかけ
ては、3年続けて最高記録
を更新しており、最新の
情報では2017年には約1℃
上昇したとされています。
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※定格内容積401～450Lの10年前冷蔵庫と最新冷蔵庫の比較

省エネ性能の推移[401～450Ｌの例]

・このデータは特定冷蔵庫の年間消費電力量を示したものではありません。
・各年度毎に定格内容積401～450Lの冷蔵庫の年間消費電力量を推定した目安であり、幅をもたせて表示しています。
・JIS C 9801-3 : 2015による。 
出典 : 一般社団法人 日本電機工業会

断熱材

●真空断熱材を用いた断熱構造

これはスゴイ!

冷蔵庫のインバーター制御は、従来一定だったコンプレッサーや
ファンの回転数を変化させ効率よく運転する技術です。
扉の開閉や、庫内温度、周辺温度などによって回転数を変えながら、
きめ細かく制御することで省エネ効果を発揮します。

断熱効果の高い高性能断熱材の使用により、庫外からの熱の
侵入を防止します。断熱効果の向上により、
省エネに貢献します。

消費電力量が大幅に低減

熱

熱

熱

エーッ
そんなに?



冷蔵庫
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P10-11　(W256×H182)

家族の人数に合わせて容量をお選びください

周囲には適度な隙間を確保！3
ほとんど隙間がない状態で設置されると
放熱しにくく電気のムダになります。
※設置につきましては各製品カタログをご覧ください。

冷蔵庫は食品を詰めるほど、
ムダに電力を消費してしまうの？
冷蔵室と冷凍室では、使い方によって消費電力量が
変わってしまいます。冷蔵室は隙間を空けて、
冷凍室は隙間なく入れるのが省エネのコツなのです。

のコラ
ム省

江姉

本体サイズに放熱スペースを加えたサイズで、
設置スペースを確認しよう。
廊下や出入り口の寸法を（ドアノブなどの寸法を含めて）確認してください。

2

省エネ基準達成率をチェックしよう!
冷却方式、定格内容積、冷蔵室のドアの数などが同じならば、
省エネ基準達成率が高いほど省エネ性にも優れ、年間消費電力量も
少なくなります。

3

家族の人数や、買い置きの量などに応じて
容量を選ぼう!
容量が多いからといって年間消費電力量が増えるわけではありません。

1

冷気の流れを妨げることなく庫内が均一に冷えるように
詰め込み過ぎないことが、消費電力量のムダを防ぐ省エネのコツです。

冷蔵室の場合は隙間を空けて
奥が見える程度に食品を入れよう!

1

引き出し式冷凍室の場合は、
隙間なく食品を入れよう。
食品同士が保冷し合うので、ドアを開け閉めしたときの
温度上昇を抑えることができます。

2

ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、
機能を選ぶことが省エネにつながります!

省エネ～！な選び方
冷蔵庫

電源が入りっぱなしの冷蔵庫は
電気代が気になる。しかし使い方次第で、
省エネにつながります！

省エネ～！な使い方
冷蔵庫

P46-47(ZEH)　(W256×H182)

46

ZEH（ゼッチ）

｢快適な室内環境｣と、｢年間で消費する住宅のエネルギー　量が正味で概ねゼロ以下｣を同時に実現する住宅です。

Z E H (ゼッチ)とは？ Net Zero Energy House
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

ゼッチ・シュナイダー教授

スゴイ！ こんな家に住みたいな！

ZEHとは、｢外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な
設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な
省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入する
ことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとする
ことを目指した住宅｣です。

資源エネルギー庁「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開」はこちら。
参考：資源エネルギー庁
「知っておきたいエネルギーの基礎用語～新しい省エネの家「ZEH」」はこちら。

なるほどね！

47

ZEHについてもう少し説明しておこう

ZEHを実現するためには、使用するエネルギーの
量を大幅に減らすことが必要となります。暑さや
寒さをガマンするというわけではありません。

ZEHは、家全体の断熱性や設備の効率化を高めることで、夏は
涼しく冬は暖かいという快適な室内環境をたもちながら
省エネルギーをめざしています。

ZEHが私たちにもたらすメリット

メリットもたくさん
省エネや太陽光発電によって、光熱費を
下げることができる。
蓄電システムを備えれば、停電した時にも電気を
供給できるなど、災害に強い家としても力を発揮。
温度差のある部屋の間を移動した時に起こり
やすいヒートショックのリスクが低減されるなど、
健康面のメリットも期待できる。



P46-47(ZEH)　(W256×H182)

46

ZEH（ゼッチ）

｢快適な室内環境｣と、｢年間で消費する住宅のエネルギー　量が正味で概ねゼロ以下｣を同時に実現する住宅です。

Z E H (ゼッチ)とは？ Net Zero Energy House
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

ゼッチ・シュナイダー教授

スゴイ！ こんな家に住みたいな！

ZEHとは、｢外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な
設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な
省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入する
ことにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとする
ことを目指した住宅｣です。

資源エネルギー庁「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開」はこちら。
参考：資源エネルギー庁
「知っておきたいエネルギーの基礎用語～新しい省エネの家「ZEH」」はこちら。

なるほどね！

47

ZEHについてもう少し説明しておこう

ZEHを実現するためには、使用するエネルギーの
量を大幅に減らすことが必要となります。暑さや
寒さをガマンするというわけではありません。

ZEHは、家全体の断熱性や設備の効率化を高めることで、夏は
涼しく冬は暖かいという快適な室内環境をたもちながら
省エネルギーをめざしています。

ZEHが私たちにもたらすメリット

メリットもたくさん
省エネや太陽光発電によって、光熱費を
下げることができる。
蓄電システムを備えれば、停電した時にも電気を
供給できるなど、災害に強い家としても力を発揮。
温度差のある部屋の間を移動した時に起こり
やすいヒートショックのリスクが低減されるなど、
健康面のメリットも期待できる。

冷蔵庫
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P10-11　(W256×H182)

家族の人数に合わせて容量をお選びください

周囲には適度な隙間を確保！3
ほとんど隙間がない状態で設置されると
放熱しにくく電気のムダになります。
※設置につきましては各製品カタログをご覧ください。

冷蔵庫は食品を詰めるほど、
ムダに電力を消費してしまうの？
冷蔵室と冷凍室では、使い方によって消費電力量が
変わってしまいます。冷蔵室は隙間を空けて、
冷凍室は隙間なく入れるのが省エネのコツなのです。

のコラ
ム省

江姉

本体サイズに放熱スペースを加えたサイズで、
設置スペースを確認しよう。
廊下や出入り口の寸法を（ドアノブなどの寸法を含めて）確認してください。

2

省エネ基準達成率をチェックしよう!
冷却方式、定格内容積、冷蔵室のドアの数などが同じならば、
省エネ基準達成率が高いほど省エネ性にも優れ、年間消費電力量も
少なくなります。

3

家族の人数や、買い置きの量などに応じて
容量を選ぼう!
容量が多いからといって年間消費電力量が増えるわけではありません。

1

冷気の流れを妨げることなく庫内が均一に冷えるように
詰め込み過ぎないことが、消費電力量のムダを防ぐ省エネのコツです。

冷蔵室の場合は隙間を空けて
奥が見える程度に食品を入れよう!

1

引き出し式冷凍室の場合は、
隙間なく食品を入れよう。
食品同士が保冷し合うので、ドアを開け閉めしたときの
温度上昇を抑えることができます。

2

ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、
機能を選ぶことが省エネにつながります!

省エネ～！な選び方
冷蔵庫

電源が入りっぱなしの冷蔵庫は
電気代が気になる。しかし使い方次第で、
省エネにつながります！

省エネ～！な使い方
冷蔵庫
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照明

LED照明に換えれば気分も
明るく省エネ

一般電球を交換しながら使う場合と
電球形LEDランプに交換した場合のコスト比較照明

消費電力比較例

※ほぼ同じ明るさの一般電球と電球形LEDランプとの比較

●一般の電球と比べると

約85%の省エネ※

●蛍光灯器具と比べると

※ほぼ同じ明るさの蛍光灯シーリングライトと
　LEDシーリングライトとの比較

約50%の省エネ※

12 13

※国内の代表的なランプ・照明器具の消費電力(w数)を用いて比較しています（2018年7月1日現在）
※蛍光灯シーリングライト用ランプは環形30w形+40w形の場合

LED照明の消費電力は、ほぼ同じ明るさになる従来の
照明と比べて大幅ダウン。
LED照明の光源寿命は約4万時間※と長寿命、ランプ
交換の手間が省けます。

お得になります

ランプ1個で1年間
2,484円

（時間）
0 5,000 10,000 15,000 20,000

約9か月（1,500時間）程度でコスト逆転

電球形LEDランプ

（円）
10,000

一般電球

電球形LED
ランプ代は

高いけど約9か月で
元がとれるのよ。

＊1)年間点灯時間:2000時間(1日5～6時間点灯した場合)
＊2)電気代：電力量1kWhあたり27円（税込）
　　公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
     電力料金目安単価(2014年4月28日改定)
＊3)消費電力：一般電球54W、電球形LEDランプ8W
【備考】購入価格例：一般電球100円、電球形LEDランプ2,000円
※左記のグラフは、【LED照明産業を取り巻く現状】2012年11月29日
　経済産業省商務情報政策局 情報通信機器課の資料を基に電力料金
　目安単価27円に変更し、「あかりの日」委員会にて再試算しています。

年間
電気代 2,916円

一般電球
432円

電球形LEDランプ

①年間電気代
　8畳用LEDシーリング=2000時間×27円/kWh×34W/1000=1,836円
　8畳用蛍光灯シーリング=2000時間×27円/kWh×68W/1000=3,672円
　※年2000時間(1日5～6時間点灯した場合)
　※電気代:電力量1kWhあたり27円(税込)
　公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
　電力料金目安単価(2014年4月28日改定)
②照明器具・ランプ購入価格例
　8畳用LEDシーリング＝8,723円 ※1
　8畳用蛍光灯用ランプ(環形30W+40W主要メーカー店頭平均価格)
　　　　　　　　　　 (3年で交換要)＝2,135円 ※2
　　※1　全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan
    　　    調べデータ(LEDシーリングライト(～8畳用)
       　　 集計期間:2017年7月～2018年6月)
　　※2　大手家電流通協会調査データ(2018年8月店頭表示価格平均)
　①、②を元に環境省が算出 2018年8月

お得になります

1年間
1,836円年間

電気代 3,672円
蛍光灯シーリングライト

1,836円
LEDシーリングライト

現在の蛍光灯シーリングライトをランプ交換しながら使い続ける場合と
LEDシーリングライトに交換した場合のコスト比較

シーリング
ライト 計

既設
蛍光灯

シーリング
ライト 計

LED

45,260円

18,177円
お得

18,177円
お得

27,083円

3年で
逆転

（円） 蛍光灯シーリングライトの
ランプ寿命は3年6,000時間
のため、3年ごとに買換えが必要

10年 (年)3年0

3年で元がとれて、10年後には18,177円お得!
LEDシーリングライトに買換えると

約68W

約34W

一般電球60形 54W

約8W約8W電球形LEDランプ
一般電球形･全方向が
明るいタイプ･電球色

蛍光灯シーリングライト 8畳用

LEDシーリングライト 8畳用

約85％
省エネ！

約50％
省エネ！

出典：「あかりの日」委員会

8,723円
※1

LEDシーリングライト
購入費用

交換用蛍光灯ランプ
購入費用
2,135円

※2

2,000円

電球形
LEDランプ 8W
購入価格

一般電球 54W
購入価格
100円

（円）
10,000

5,000

※ランプの寿命は、使用環境や使用条件によってばらつきが
　発生します。

P44-45(HEMS)　(W256×H182)

44 45

HEMS（ヘムス）

水素と酸素の電気化学的な反応によって発生した
電気を利用する装置です。また発電時に発生する
熱エネルギーを給湯や暖房に利用します。

エネファーム

エコキュート
大気中の熱エネルギー
を取り込み、「自然冷媒
（CO2)」を圧縮することで
高温化し、その熱を水に
伝えてお湯をつくります。

冷蔵庫

電気自動車には大容量のバッテリーが
搭載されているので、蓄電池としても
使えます。電気使用量が多い時や
停電時に、家庭に電気を供給します。

電気自動車

エアコン

HE MS
コントローラー

家電製品について
家電製品の電力消費が「見える化」され、さらに
インターネットに接続すると消費電力の状況を
スマートフォンなどでチェックし、エアコンや照明
などを遠隔操作することもでき、節電が進みます。

ECHONET Lite(エコーネット ライト)
HEMSからエアコンや照明などの家電製品制御
の相互連携を実現する技術です。
･詳しくは、エコーネットコンソーシアムウェブサイトを
ご確認ください。https://echonet.jp/

太陽光発電でつくった
電気を蓄えておき、
夜間や停電時に使用。
電気を多く使う時間帯に、
蓄えた電気を使うと
ピークカットに貢献
できます。

蓄電池
LiB

スマートフォン

・「エコキュート」は関西電力（株）の登録商標です。　・「エネファーム」は東京ガス（株）、大阪ガス（株）、JXTGエネルギー（株）の登録商標です。 出典：神奈川工科大学HEMS認証支援センター http://sh-center.org/ 

太陽光をエネルギー源にして
発電。つくった電気は家庭で
使い、余った電気は電力会社
に売ることができます。

太陽光発電

照明器具

テレビ

エアコンや照明などの電気を使う家電製品と太陽　光発電システムなどの創エネ機器、発電した電気を
蓄えるリチウムイオン蓄電池などの蓄エネ機器を　ネットワーク化し、家全体のエネルギーを管理する
システムです。暮らしの電気を｢見える化｣｢制御｣　して、もっと上手にエネルギーを使うことができます。

H E M S (ヘムス)とは？

ボクは、ヘームス・ウィルソン。
今大学で勉強している｢HEMS｣に
ついて省江ちゃんにおしえてあげるよ。

創エネ

蓄エネ

省エネ
インターネット

サーバー

ルーター

送電網
（スマートグリッド）

通信機能をもつ新型電力
メーター。HEMSとつなぐ
ことで、家庭と電力会社
の双方で電気使用状況が
把握できます。

スマートメーター

HE MSの構成例

Home Energy Management System
（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）

すご～い!!
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HEMS（ヘムス）

水素と酸素の電気化学的な反応によって発生した
電気を利用する装置です。また発電時に発生する
熱エネルギーを給湯や暖房に利用します。

エネファーム

エコキュート
大気中の熱エネルギー
を取り込み、「自然冷媒
（CO2)」を圧縮することで
高温化し、その熱を水に
伝えてお湯をつくります。

冷蔵庫

電気自動車には大容量のバッテリーが
搭載されているので、蓄電池としても
使えます。電気使用量が多い時や
停電時に、家庭に電気を供給します。

電気自動車

エアコン

HE MS
コントローラー

家電製品について
家電製品の電力消費が「見える化」され、さらに
インターネットに接続すると消費電力の状況を
スマートフォンなどでチェックし、エアコンや照明
などを遠隔操作することもでき、節電が進みます。

ECHONET Lite(エコーネット ライト)
HEMSからエアコンや照明などの家電製品制御
の相互連携を実現する技術です。
･詳しくは、エコーネットコンソーシアムウェブサイトを
ご確認ください。https://echonet.jp/

太陽光発電でつくった
電気を蓄えておき、
夜間や停電時に使用。
電気を多く使う時間帯に、
蓄えた電気を使うと
ピークカットに貢献
できます。

蓄電池
LiB

スマートフォン

・「エコキュート」は関西電力（株）の登録商標です。　・「エネファーム」は東京ガス（株）、大阪ガス（株）、JXTGエネルギー（株）の登録商標です。 出典：神奈川工科大学HEMS認証支援センター http://sh-center.org/ 

太陽光をエネルギー源にして
発電。つくった電気は家庭で
使い、余った電気は電力会社
に売ることができます。

太陽光発電

照明器具

テレビ

エアコンや照明などの電気を使う家電製品と太陽　光発電システムなどの創エネ機器、発電した電気を
蓄えるリチウムイオン蓄電池などの蓄エネ機器を　ネットワーク化し、家全体のエネルギーを管理する
システムです。暮らしの電気を｢見える化｣｢制御｣　して、もっと上手にエネルギーを使うことができます。

H E M S (ヘムス)とは？

ボクは、ヘームス・ウィルソン。
今大学で勉強している｢HEMS｣に
ついて省江ちゃんにおしえてあげるよ。

創エネ

蓄エネ

省エネ
インターネット

サーバー

ルーター

送電網
（スマートグリッド）

通信機能をもつ新型電力
メーター。HEMSとつなぐ
ことで、家庭と電力会社
の双方で電気使用状況が
把握できます。

スマートメーター

HE MSの構成例

Home Energy Management System
（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）

すご～い!!
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照明

LED照明に換えれば気分も
明るく省エネ

一般電球を交換しながら使う場合と
電球形LEDランプに交換した場合のコスト比較照明

消費電力比較例

※ほぼ同じ明るさの一般電球と電球形LEDランプとの比較

●一般の電球と比べると

約85%の省エネ※

●蛍光灯器具と比べると

※ほぼ同じ明るさの蛍光灯シーリングライトと
　LEDシーリングライトとの比較

約50%の省エネ※

12 13

※国内の代表的なランプ・照明器具の消費電力(w数)を用いて比較しています（2018年7月1日現在）
※蛍光灯シーリングライト用ランプは環形30w形+40w形の場合

LED照明の消費電力は、ほぼ同じ明るさになる従来の
照明と比べて大幅ダウン。
LED照明の光源寿命は約4万時間※と長寿命、ランプ
交換の手間が省けます。

お得になります

ランプ1個で1年間
2,484円

（時間）
0 5,000 10,000 15,000 20,000

約9か月（1,500時間）程度でコスト逆転

電球形LEDランプ

（円）
10,000

一般電球

電球形LED
ランプ代は

高いけど約9か月で
元がとれるのよ。

＊1)年間点灯時間:2000時間(1日5～6時間点灯した場合)
＊2)電気代：電力量1kWhあたり27円（税込）
　　公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
     電力料金目安単価(2014年4月28日改定)
＊3)消費電力：一般電球54W、電球形LEDランプ8W
【備考】購入価格例：一般電球100円、電球形LEDランプ2,000円
※左記のグラフは、【LED照明産業を取り巻く現状】2012年11月29日
　経済産業省商務情報政策局 情報通信機器課の資料を基に電力料金
　目安単価27円に変更し、「あかりの日」委員会にて再試算しています。

年間
電気代 2,916円

一般電球
432円

電球形LEDランプ

①年間電気代
　8畳用LEDシーリング=2000時間×27円/kWh×34W/1000=1,836円
　8畳用蛍光灯シーリング=2000時間×27円/kWh×68W/1000=3,672円
　※年2000時間(1日5～6時間点灯した場合)
　※電気代:電力量1kWhあたり27円(税込)
　公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
　電力料金目安単価(2014年4月28日改定)
②照明器具・ランプ購入価格例
　8畳用LEDシーリング＝8,723円 ※1
　8畳用蛍光灯用ランプ(環形30W+40W主要メーカー店頭平均価格)
　　　　　　　　　　 (3年で交換要)＝2,135円 ※2
　　※1　全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan
    　　    調べデータ(LEDシーリングライト(～8畳用)
       　　 集計期間:2017年7月～2018年6月)
　　※2　大手家電流通協会調査データ(2018年8月店頭表示価格平均)
　①、②を元に環境省が算出 2018年8月

お得になります

1年間
1,836円年間

電気代 3,672円
蛍光灯シーリングライト

1,836円
LEDシーリングライト

現在の蛍光灯シーリングライトをランプ交換しながら使い続ける場合と
LEDシーリングライトに交換した場合のコスト比較

シーリング
ライト 計

既設
蛍光灯

シーリング
ライト 計

LED

45,260円

18,177円
お得

18,177円
お得

27,083円

3年で
逆転

（円） 蛍光灯シーリングライトの
ランプ寿命は3年6,000時間
のため、3年ごとに買換えが必要

10年 (年)3年0

3年で元がとれて、10年後には18,177円お得!
LEDシーリングライトに買換えると

約68W

約34W

一般電球60形 54W

約8W約8W電球形LEDランプ
一般電球形･全方向が
明るいタイプ･電球色

蛍光灯シーリングライト 8畳用

LEDシーリングライト 8畳用

約85％
省エネ！

約50％
省エネ！

出典：「あかりの日」委員会

8,723円
※1

LEDシーリングライト
購入費用

交換用蛍光灯ランプ
購入費用
2,135円

※2

2,000円

電球形
LEDランプ 8W
購入価格

一般電球 54W
購入価格
100円

（円）
10,000

5,000

※ランプの寿命は、使用環境や使用条件によってばらつきが
　発生します。



照明
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点滅に強いため
頻繁にON/OFF
を繰り返しても
寿命に影響しな
い照明です。

徐々に明るくなる
電球形蛍光ランプと
異なり一般電球と
同じくスイッチON
ですぐに明るくなる
照明です。

ひかりに熱や紫外線
をほとんど含まない
ためオブジェ・絵画・
写真などを照らしても
色あせしにくい照明
です。

蛍光ランプのひかり
と比べて紫外線を
ほとんど含まない
ため虫が集まりにくい
照明です。

●LEDシーリングライトの調色の秘密
現在、３色のひかりの色（電球色・昼白色・昼光色）の
調色機能を搭載したLEDシーリングライトが人気に
なっています。1つのシーリングライトの中に3色の
LEDを配置していると思っている方が多いのでは
ないでしょうか。しかし実際には2色（電球色・昼光色）
のLEDを配置しています。電球色と昼光色は、
それぞれを別々に点灯させるだけです。しかし昼白色は、
電球色と昼光色の両方を点灯させて2色のひかりを
混ぜて昼白色にしています。
・RGB（赤色・緑色・青色）と電球色・昼光色を組み合わせる方式のシーリングライトもあります。

ランプだけでなく照明器具の
部品も使用年数に伴い劣化
します。一般に使用が10年を
過ぎると故障率が急に増える
ことが知られています。（右図
参照）お使いの照明器具の
適正交換時期（ 1 0年）を
ご考慮の上、ランプの交換
だけではなく、照明器具の
買換えをご検討くださるよう
お願いします。
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ON/OFFの
繰り返しに強い

スイッチONで
すぐに明るい

ひかりで物を
傷めにくい

ひかりに虫が
寄り付きにくい

LED照明器具の種類

LED一体形器具
LEDと点灯回路などが一体となり
薄型・コンパクトでデザイン性もより
多様化が進んでいる器具です。

【主な器具の例】
シーリングライト・ダウンライト・
ブラケット・足元灯など

電球形LEDランプ搭載器具

【主な器具の例】
ペンダント・シャンデリア・ダウンライト・
ブラケット・スポットライトなど

電球形LEDランプ搭載を目的に設計
され、ランプ交換により、明るさや
ひかりの色、ひかりの広がり方を手軽に
変えられる器具です。

「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」と
考えるのは間違いです。

調光・調色機能をお好みに合わせて
活用すれば快適でムダなく省エネ。

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

時間とシーンで調光・調色使い分けて省エネ

いろいろなメリットがあるLED照明

「LED照明」には電球形LEDランプとLED照明器具があります。
ライフスタイルに合わせて選択しましょう！

1

2

3

住宅用リチウムイオン蓄電システムとは、小型軽量が特長の
リチウムイオン蓄電池と電力変換装置を組み合わせ、容量や形状を
住宅向けに最適化した、住宅に設置する定置用
蓄電システムです。蓄電池に蓄えた電気を上手に
使い、節電や省エネを無理なく実現できます。

理由②
資源の再利用 筐体、蓄電池、電源回路等には貴重な金属が使われています。

使用済み蓄電システムはそのまま放置せず、必ず取扱説明書等に記載された
連絡先に回収を依頼してください。

サイズが
小さく設置が
簡単だね。

蓄電システム
住宅用

リチウムイオン蓄電池は体積・質量エネルギー密度がともに高く、
サイズ・質量の削減が可能になります。

使用済みとなった蓄電システムは、
適正に回収・リサイクルされなければなりません。

内部に電気エネルギー(危険電圧)、可燃物(電解液)がある
ため、取扱いを誤ると感電、発熱・発火の恐れがあります。

理由①
安全面

適正な回収・
リサイクルに
協力を!

蓄エネ

42 43

P42-43( 蓄電システム )　(W256×H182)

HEMS（ヘムス）などのエネルギー・マネジメント・システムを組み合わせると、
リチウムイオン蓄電池に蓄えた電気と太陽光でつくった電気の
「見える化」「わかる化」「できる化」が実現します。

の
ワンポイントアドバイス
蓄江姉  リチウムイオン

蓄電システムを
スマートに使うには

のコラ
ム蓄

江姉

1000w

200w 800w
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テレビ

部屋の広さや視聴のしかたに
合わせて選ぶのが省エネのポイント

発光効率の高いバックライトや、
各種省電力機能で省エネできます。

※2010年の32V型液晶テレビと2018年の32V型液晶テレビの比較

出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」の機種一覧における単純平均値

テレビ

32V型液晶テレビの省エネ性能の比較

（年間消費電力量）

2010年

●今どきのテレビは8年前と比べると

2018年

81kWh/年

55kWh/年

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

最近の液晶テレビは、LEDバックライトを採用した
機種の割合が増えているため、同じ画面サイズで比較
して、省エネ性能が大幅に向上しています。

一定時間信号がないときは、自動的に電源をオフにします。
●無信号自動オフ機能

一定時間操作を行わない場合は、自動的に電源をオフにします。
●無操作自動オフ機能

テレビを見る部屋の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整し、
ムダに消費する電力を低減します。

●明るさセンサー

約32%の省エネ※

少ない
電力で駆動

映像に
応じた
発光制御

寿命が
長い
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液晶テレビの
｢LEDバックライト｣とは
液晶パネルの背面にはバックライトという
光源があります。 以前の蛍光管タイプと比べて、
LEDバックライトは省エネ性能が高いのです。

液晶テレビでは、LEDバックライトを採用するなどして、消費電力を削減
しています。バックライトとは、液晶パネルの
背面に光源として配置される照明装置の
ことで、テレビの消費電力の大きな部分を
占めています。LEDバックライトは蛍光管の
バックライトと比べて少ない電力で駆動する
うえ、点灯のオン/オフを高速に行えるため、
映像シーンに応じた発光制御が行いやすい
という特長があります。

のコラ
ム省

江姉

LEDバックライトの採用

各種省電力機能搭載

LEDバックライトの特長

蓄エネ電気を
ためる

ためておけば、夜間や停電時など、
必要に応じて効率よく利用できるんだね。

蓄エネ
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P40-41( 蓄エネ /トビラ )　(W256×H182)

蓄電システムのさまざまな使い方

蓄電システムは、太陽光でつくった電気をためて夜に使ったり、
夜にためた電気を昼に使ってピーク電力を減らしたりすることが
できます。最近は異常気象や災害によって停電が発生しています。
昼夜を問わず必要に応じて電力を取り出せるとともに、予期しない
停電のときなどにも使うことができます。

・［特定負荷］に接続した
　機器は、万一停電の
　場合でもご使用
　いただけます。

昼間や夜間の電力
ピーク時に、前日の夜間
電力で蓄えた蓄電池
からの電気を使用する
ことで、電力会社から
購入する日中の電力量
を抑制すること（ピーク
カット）が可能です。
電気代の節約、ピーク
電力の削減、消費電
力の平準化ができます。

突然の停電でも蓄電システムがあれば、
バックアップ電源として使用できます。

昼間は太陽光でつくった
電気を使いながら、
余った電気を蓄電池に
充電。夜は蓄電池の
電気を使い、足りない
分だけ電力会社から
購入します。
電気代の節約と電力
の自給自足が可能に
なります。

蓄電池に電気をためて必要な時に

使うことが蓄エネなの！

太陽光発電システムと連携できる！1

夜間の電力を日中に使える！2

停電時にも電気が使える!3

●太陽光発電システムの発電量が多い場合には、
　特定負荷へ給電するとともに蓄電池にも充電します。
●太陽光発電システムの発電量が少ない場合には、
　不足分の電力を蓄電池から給電します。



蓄エネ電気を
ためる

ためておけば、夜間や停電時など、
必要に応じて効率よく利用できるんだね。

蓄エネ

40 41

P40-41( 蓄エネ /トビラ )　(W256×H182)

蓄電システムのさまざまな使い方

蓄電システムは、太陽光でつくった電気をためて夜に使ったり、
夜にためた電気を昼に使ってピーク電力を減らしたりすることが
できます。最近は異常気象や災害によって停電が発生しています。
昼夜を問わず必要に応じて電力を取り出せるとともに、予期しない
停電のときなどにも使うことができます。

・［特定負荷］に接続した
　機器は、万一停電の
　場合でもご使用
　いただけます。

昼間や夜間の電力
ピーク時に、前日の夜間
電力で蓄えた蓄電池
からの電気を使用する
ことで、電力会社から
購入する日中の電力量
を抑制すること（ピーク
カット）が可能です。
電気代の節約、ピーク
電力の削減、消費電
力の平準化ができます。

突然の停電でも蓄電システムがあれば、
バックアップ電源として使用できます。

昼間は太陽光でつくった
電気を使いながら、
余った電気を蓄電池に
充電。夜は蓄電池の
電気を使い、足りない
分だけ電力会社から
購入します。
電気代の節約と電力
の自給自足が可能に
なります。

蓄電池に電気をためて必要な時に

使うことが蓄エネなの！

太陽光発電システムと連携できる！1

夜間の電力を日中に使える！2

停電時にも電気が使える!3

●太陽光発電システムの発電量が多い場合には、
　特定負荷へ給電するとともに蓄電池にも充電します。
●太陽光発電システムの発電量が少ない場合には、
　不足分の電力を蓄電池から給電します。

テレビ

部屋の広さや視聴のしかたに
合わせて選ぶのが省エネのポイント

発光効率の高いバックライトや、
各種省電力機能で省エネできます。

※2010年の32V型液晶テレビと2018年の32V型液晶テレビの比較

出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」の機種一覧における単純平均値

テレビ

32V型液晶テレビの省エネ性能の比較

（年間消費電力量）

2010年

●今どきのテレビは8年前と比べると

2018年

81kWh/年

55kWh/年

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

最近の液晶テレビは、LEDバックライトを採用した
機種の割合が増えているため、同じ画面サイズで比較
して、省エネ性能が大幅に向上しています。

一定時間信号がないときは、自動的に電源をオフにします。
●無信号自動オフ機能

一定時間操作を行わない場合は、自動的に電源をオフにします。
●無操作自動オフ機能

テレビを見る部屋の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整し、
ムダに消費する電力を低減します。

●明るさセンサー

約32%の省エネ※

少ない
電力で駆動

映像に
応じた
発光制御

寿命が
長い
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P16-17　(W256×H182)

液晶テレビの
｢LEDバックライト｣とは
液晶パネルの背面にはバックライトという
光源があります。 以前の蛍光管タイプと比べて、
LEDバックライトは省エネ性能が高いのです。

液晶テレビでは、LEDバックライトを採用するなどして、消費電力を削減
しています。バックライトとは、液晶パネルの
背面に光源として配置される照明装置の
ことで、テレビの消費電力の大きな部分を
占めています。LEDバックライトは蛍光管の
バックライトと比べて少ない電力で駆動する
うえ、点灯のオン/オフを高速に行えるため、
映像シーンに応じた発光制御が行いやすい
という特長があります。

のコラ
ム省

江姉

LEDバックライトの採用

各種省電力機能搭載

LEDバックライトの特長



年間消費電力量や省エネ基準達成率から
省エネ性能を確認して、テレビを選ぼう!

テレビをかしこく使おう！省エネ～！な選び方
テレビ

テレビ
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P18-19　(W256×H182)

省エネ基準達成率2

画面の大きさや、機能（画素数、動画表示速度、録画機能等）が同じで
あれば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れています。

待機時消費電力3
最近のテレビは待機時（リモコンでオフにした状態）の消費電力も
大きく削減されています。

年間消費電力量1
省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（4.5時間）を
基準に算出した、1年間に使用する電力量です。一般的には、画面サイズが
大きくなるほど、また複数の機能を備えるほど年間消費電力量は
大きくなります。

省電力機能4
明るさセンサー、オフタイマー、無操作自動オフ、
無信号自動オフなどの省電力機能を搭載した
機種も多くあります。

画面サイズが大きいと見やすく迫力がありますが、部屋の広さや視聴のしかたに合わせて選びましょう。
最適視聴距離には個人差があり、映像の内容、周囲の環境などによっても異なります。

最新のテレビは、高画質で省スペース！

従来

フレーム(枠)

フレーム(枠)

画面
サイズ

最新 粗さが気に
ならない!

フレーム（枠）が細いので、ひと回り大きい画面のテレビを同じスペースに
置けます。画素数が多い4Kや8Kなら、これまでの視聴位置でも映像の粗さ
が気になりません。

最近のトレンド

見ていないテレビは、こまめに消そう。1

画面の明るさを抑えると、消費電力が下がります。
必要以上に明るくせず、適切に調整しましょう。
明るさセンサーをオンにすると、部屋の明るさに
合わせて、画面の明るさが自動調整されます。

画面の明るさを調整しよう。2

省エネ～！な使い方
テレビ

なるほど！

創エネ
●太陽光発電の調達価格と期間
固定価格買取制度の適用を受けた場合の売電価格を下記の表に示します。

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

電源

太陽光

区分
2018年度 2019年度 2020年度

26円

28円

25円

27円 26円

24円

26円

24円

1kWhあたりの調達価格

10kW未満

10kW未満
(ダブル発電 )

調達期間

10年間

ー
10年間

10年間

10年間

電源

太陽光

区分
2018年度 2019年度

18円＋税 14円＋税

1kWhあたりの調達価格

10kW以上
500kW未満(※)

調達期間

20年間

(※)500kW以上は入札により調達価格を決定し、調達期間は20年間とする。

設置・運転開始～廃棄までには、販売業者による現地調査から始まり、
経済産業局・電力会社への手続きなど、やるべきことがいくつか
あります。これら全体の流れを知っておきましょう。

計画から運転開始～発電終了まで
全体の流れを理解しましょう。

1

「あらゆる家に対し最良」のメーカーやシステムはありません。設置
目的や設置場所の条件などにあう「我が家に最適」なメーカーや
システムを選びましょう。

設置目的をはっきりさせ、それにあった
メーカーやシステムを選びましょう。

2

信頼できる販売業者や施工業者に相談しましょう。3
太陽光発電システムの設置は一軒ごとに異なるオーダーメイドで
あり、施工における品質確保は重要です。アフターサービスなど、
設置後も長いお付き合いになりますので、信頼できる販売業者や
施工業者を選びましょう。

後悔しないために、
トラブル回避を心掛けましょう。
4

「あの時、ちゃんと確認しておけば良かった」とならないように、甘い
言葉や強引な勧誘に注意しましょう。

●買取期間が終了する住宅用太陽光発電について
2009年にはじまった｢余剰電力買取制度｣の適用を受けた住宅用の太陽光
発電の10年間の買取期間が満了する発電設備が2019年11月から出始め
ます。固定価格買取制度の買取期間の満了後は、法律に基づく買取義務が
なくなりますから、以下のように発電した電気を上手に活用することが
望まれています。

買取期間が終わっても自家消費することで経済メリットもあります。クリーン
エネルギー消費で環境への貢献もできます。買取期間が終わってもスマート
に活用しましょう。

38 39

設置前に知っておきたい

のポイント4つ

資源エネルギー庁「買取期間終了後についての大事なお知らせ」はこちら。
一般社団法人 太陽光発電協会「失敗しない太陽光発電システム選び」はこちら。

制度の詳細は、資源エネルギー庁のウェブサイトを参照ください。

※10kW未満の太陽光発電設備に自家発電
　設備等（エネファーム、蓄電池、家庭に電気を
　供給することができる電気自動車等）を併設
　すること。

①蓄電池や電気自動車に充電したり、蓄熱装置(エコキュートなど)
　で熱としてためたりして、スマートに自家消費する。
②小売電気事業者や再エネ電気のアグリゲーター に自由契約で売電する。※

※需要家側エネルギーリソースや分散型エネルギーリソースを統合制御し、VPPやDRからエネルギーサービスを提供する事業者のこと。

※

P38-39　(W256×H182)



創エネ
●太陽光発電の調達価格と期間
固定価格買取制度の適用を受けた場合の売電価格を下記の表に示します。

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

電源

太陽光

区分
2018年度 2019年度 2020年度

26円

28円

25円

27円 26円

24円

26円

24円

1kWhあたりの調達価格

10kW未満

10kW未満
(ダブル発電 )

調達期間

10年間

ー
10年間

10年間

10年間

電源

太陽光

区分
2018年度 2019年度

18円＋税 14円＋税

1kWhあたりの調達価格

10kW以上
500kW未満(※)

調達期間

20年間

(※)500kW以上は入札により調達価格を決定し、調達期間は20年間とする。

設置・運転開始～廃棄までには、販売業者による現地調査から始まり、
経済産業局・電力会社への手続きなど、やるべきことがいくつか
あります。これら全体の流れを知っておきましょう。

計画から運転開始～発電終了まで
全体の流れを理解しましょう。

1

「あらゆる家に対し最良」のメーカーやシステムはありません。設置
目的や設置場所の条件などにあう「我が家に最適」なメーカーや
システムを選びましょう。

設置目的をはっきりさせ、それにあった
メーカーやシステムを選びましょう。

2

信頼できる販売業者や施工業者に相談しましょう。3
太陽光発電システムの設置は一軒ごとに異なるオーダーメイドで
あり、施工における品質確保は重要です。アフターサービスなど、
設置後も長いお付き合いになりますので、信頼できる販売業者や
施工業者を選びましょう。

後悔しないために、
トラブル回避を心掛けましょう。
4

「あの時、ちゃんと確認しておけば良かった」とならないように、甘い
言葉や強引な勧誘に注意しましょう。

●買取期間が終了する住宅用太陽光発電について
2009年にはじまった｢余剰電力買取制度｣の適用を受けた住宅用の太陽光
発電の10年間の買取期間が満了する発電設備が2019年11月から出始め
ます。固定価格買取制度の買取期間の満了後は、法律に基づく買取義務が
なくなりますから、以下のように発電した電気を上手に活用することが
望まれています。

買取期間が終わっても自家消費することで経済メリットもあります。クリーン
エネルギー消費で環境への貢献もできます。買取期間が終わってもスマート
に活用しましょう。

38 39

設置前に知っておきたい

のポイント4つ

資源エネルギー庁「買取期間終了後についての大事なお知らせ」はこちら。
一般社団法人 太陽光発電協会「失敗しない太陽光発電システム選び」はこちら。

制度の詳細は、資源エネルギー庁のウェブサイトを参照ください。

※10kW未満の太陽光発電設備に自家発電
　設備等（エネファーム、蓄電池、家庭に電気を
　供給することができる電気自動車等）を併設
　すること。

①蓄電池や電気自動車に充電したり、蓄熱装置(エコキュートなど)
　で熱としてためたりして、スマートに自家消費する。
②小売電気事業者や再エネ電気のアグリゲーター に自由契約で売電する。※

※需要家側エネルギーリソースや分散型エネルギーリソースを統合制御し、VPPやDRからエネルギーサービスを提供する事業者のこと。

※

P38-39　(W256×H182)

年間消費電力量や省エネ基準達成率から
省エネ性能を確認して、テレビを選ぼう!

テレビをかしこく使おう！省エネ～！な選び方
テレビ

テレビ
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P18-19　(W256×H182)

省エネ基準達成率2

画面の大きさや、機能（画素数、動画表示速度、録画機能等）が同じで
あれば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れています。

待機時消費電力3
最近のテレビは待機時（リモコンでオフにした状態）の消費電力も
大きく削減されています。

年間消費電力量1
省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（4.5時間）を
基準に算出した、1年間に使用する電力量です。一般的には、画面サイズが
大きくなるほど、また複数の機能を備えるほど年間消費電力量は
大きくなります。

省電力機能4
明るさセンサー、オフタイマー、無操作自動オフ、
無信号自動オフなどの省電力機能を搭載した
機種も多くあります。

画面サイズが大きいと見やすく迫力がありますが、部屋の広さや視聴のしかたに合わせて選びましょう。
最適視聴距離には個人差があり、映像の内容、周囲の環境などによっても異なります。

最新のテレビは、高画質で省スペース！

従来

フレーム(枠)

フレーム(枠)

画面
サイズ

最新 粗さが気に
ならない!

フレーム（枠）が細いので、ひと回り大きい画面のテレビを同じスペースに
置けます。画素数が多い4Kや8Kなら、これまでの視聴位置でも映像の粗さ
が気になりません。

最近のトレンド

見ていないテレビは、こまめに消そう。1

画面の明るさを抑えると、消費電力が下がります。
必要以上に明るくせず、適切に調整しましょう。
明るさセンサーをオンにすると、部屋の明るさに
合わせて、画面の明るさが自動調整されます。

画面の明るさを調整しよう。2

省エネ～！な使い方
テレビ

なるほど！



エアコン

エアコン
●エアコンのヒートポンプとは…

ヒートポンプのしくみ（エアコン暖房の例）

熱を循環させるヒートポンプやきめ細かな
インバーター制御で効率よく省エネします。

液体は気体に状態変化（蒸発）するときに周囲の熱を奪い、
気体は液体に状態変化（凝縮）するときに周囲に熱を放出
します。
この性質を利用して室内外機間の冷媒により熱を循環させて
冷暖房するしくみがヒートポンプです。またコンプレッサー
などにより、冷媒の圧力を調整することで効率的な冷暖
房運転を行います。

進化した最新型を
かしこく使うのが省エネの基本

※期間消費電力量は日本工業規格JIS C 9612:2005に基づくAPFから算出された試算値です。
  なお、地域、気象条件などにより、値は変わります。

・冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.8kWクラス省エネルギー型の代表機種の単純平均値。
 設置環境や使用条件により値は変わります。
 

10年前のエアコンとの期間消費電力量の比較

（期間消費電力量）

2008年

●エアコンは10年前と比べると

2018年

家庭において消費電力量が多いエアコンですが、
最新型は省エネ性能が高くなっています。2018年型の
エアコンは、2008年型と比較して約4％の省エネ。
エアコンの買換えは、家庭の省エネのキーポイントです。
　

約4%の省エネ※

858kWh/年

820kWh/年 コンプレッサーで
熱を効率的に
増やします

コンプレッサー

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ

外気から熱を汲み上げます1

「ヒートポンプ」といいます。
を繰り返す一連のサイクルを1 3
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P20-21　(W256×H182)

そうだったのか！

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

放熱します3

ヒートポンプで省エネ

出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会

停電時にはパワーコンディショナの運転は自動的に停止しますが、自立
運転機能付きパワーコンディショナを使用している場合は、昼間で天気が
良ければ、非常用の専用コンセントからある程度の電気を使用することができます。

非常用の電源にもなる！

家庭内で消費されずに余った電気は、電力会社等に買い取って
もらうことができます。再生可能エネルギーの固定価格買取制度の
買取価格は次のページに記載しています。

（固定価格買取制度）発電した電気は買い取ってもらえる！

P36-37( 太陽光発電①)　(W256×H182)

36 37

分電盤

電力量計

接
続
箱

接
続
箱

パワーコンディショナパワーコンディショナ

太陽電池パネル太陽電池パネル

太陽光発電とは、太陽電池と呼ばれる装置を使って、
太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式の
こと。家庭内のさまざまな家電製品に電気を供給します。
また、余った電気は売ることができます。

●お住いの地域によっては補助金制度が利用できる場合があります。
   各自治体にお問い合わせください。

私の会社でも
導入している人が

増えてるよ。

電力をたくさんまかなえる！

80約 %
※1 省エネルギーセンター「エネルギー・経済統計要覧2018年版」より算出（1世帯あたりの場合）
※2 地域や太陽電池の方位、傾斜角度により発電量が変わります。
　　監修：一般社団法人 太陽光発電協会

一般的な住宅の場合、一世帯当たりの年間総消費電力量は
4,825kWh/年です。※14kWシステムを設置すれば、約80％※2

程度を太陽光発電でまかなえる計算になります。

創エネの中で一般家庭でも取り入れ
やすいのが太陽光発電です。

これなら
家計も

助かるわね。

住宅用 太陽光
発電システム

創エネ

太陽光発電の最大のメリットは、エネルギー源が無尽蔵で、クリーンなこと。
発電時にCO2などの温室効果ガスが発生しません。

発電時に二酸化炭素(CO2)などを
排出しないクリーンエネルギー！

の
ワンポイントアドバイス
創江姉

住宅用太陽光発電って何がいいの？

太陽の恵みを電気に変える太陽光発電

うちも
ついているね。

1

2

3

4

年間総消費電力量

太陽光の年間発電量
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エアコン

エアコン
●エアコンのヒートポンプとは…

ヒートポンプのしくみ（エアコン暖房の例）

熱を循環させるヒートポンプやきめ細かな
インバーター制御で効率よく省エネします。

液体は気体に状態変化（蒸発）するときに周囲の熱を奪い、
気体は液体に状態変化（凝縮）するときに周囲に熱を放出
します。
この性質を利用して室内外機間の冷媒により熱を循環させて
冷暖房するしくみがヒートポンプです。またコンプレッサー
などにより、冷媒の圧力を調整することで効率的な冷暖
房運転を行います。

進化した最新型を
かしこく使うのが省エネの基本

※期間消費電力量は日本工業規格JIS C 9612:2005に基づくAPFから算出された試算値です。
  なお、地域、気象条件などにより、値は変わります。

・冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.8kWクラス省エネルギー型の代表機種の単純平均値。
 設置環境や使用条件により値は変わります。
 

10年前のエアコンとの期間消費電力量の比較

（期間消費電力量）
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エアコンは、2008年型と比較して約4％の省エネ。
エアコンの買換えは、家庭の省エネのキーポイントです。
　

約4%の省エネ※

858kWh/年

820kWh/年 コンプレッサーで
熱を効率的に
増やします

コンプレッサー

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ

外気から熱を汲み上げます1

「ヒートポンプ」といいます。
を繰り返す一連のサイクルを1 3

2

20 21

P20-21　(W256×H182)

そうだったのか！

省エネ技術は大幅な進化をとげています。

放熱します3

ヒートポンプで省エネ

出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会



ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、
機能を選ぶことが省エネにつながります。

省エネ～！な選び方
エアコン

エアコン

最近のトレンド
最近のエアコンは自動フィルター清掃機能搭載モデルに加え、人感センサー
や画像カメラなどの搭載により、人の居場所を見分け気流を制御する機能
などでさらに快適省エネをはかっています。また、外出先からスマートフォン
によりエアコンの運転状態の見える化、遠隔操作を行う機能が搭載された
機器なども発売され、便利で快適なスマートライフを提供しています。

22 23

P22-23　(W256×H182)

扇風機を上手に使って空気を循環させよう。1

2週間に1度は、フィルターの掃除をしよう。2

室外機の吹出口に物を置くと、冷暖房の効果が下がります。3

カーテンで窓からの熱の出入りを防ごう。4

夏場は家に帰ったらまず窓を開けて熱気を逃がして（換気）から冷房をしよう！5

タイマーを上手に使ってムダを防ごう。6

風向きを上手に調整しよう。
（風向き板は、暖房では下向き、冷房では水平に）

7

室内機の形態、冷房能力、室内機の寸法が同じならば、省エネ基準
達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。

省エネ基準達成率2

長く使う部屋には、特に省エネ機種がおすすめ3
リビング、寝室、子ども部屋…etc.
エアコンの使用頻度が高い部屋は、省エネ効果が大きいです。

出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会    ・機種により値は異なります。

カタログ
記載例

（暖房・冷房の目安）

暖房

冷房 8畳 ～ 12畳

8畳 ～ 10畳

鉄筋アパート南向き
洋室の場合

木造南向き
和室の場合

おもに10畳用

部屋に見合った能力のエアコンを選ぼう!1

●カタログには、能力に応じて部屋の広さの目安が表示されています。

●「冷えない、暖まらない」ことがないように、より効率よく使うために、
　部屋の広さや冷・暖房負荷に見合った能力のエアコンを設置することが大切です。

●家の構造や間取りなど、部屋の条件を考慮して選ぶことが大切なので、
　販売店によく相談しましょう。

フィルターにほこりがたまると、風量が低下して省エネ性が
悪くなります。それを防ぐためにお掃除が必要です。
自動フィルター清掃機能搭載モデルがおすすめです。

エアコンのフィルターの
お掃除が省エネになるわけ

のコラ
ム省

江姉

エアコンをかしこく使おう！ 省エネ～！な使い方
エアコン

性質の違う2つの半導体を重ね合わせ、そこに光をあてると、  と　 の電荷
が発生して、それぞれの半導体に分かれ、電極をつなぐことで電気が流れます。

P34-35( 創エネ /トビラ )　(W256×H182)

34 35

創エネ 注目されている再生可能エネルギー
再生可能エネルギーは、地球温暖化を引きおこすCO2をほとんど
排出しないエネルギーとして、導入・普及が進んでいます。

電気を
つくる

創エネ

地球上に到達する太陽光のエネルギー量は1㎡あたり約1kW。もしも地球全体に
降り注ぐ太陽エネルギーを100％変換できるとしたら、世界の年間消費エネルギー
を、わずか1時間でまかなうことができるほど巨大なエネルギーです。しかも枯渇
する心配も、二酸化炭素（CO2）を排出することもありません。エネルギー源の確保が
簡単で、地球にもやさしい太陽光発電は、一般家庭にも導入しやすい「創エネ」
なのです。

出典：一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）ウェブサイト 太陽光発電基礎知識より　http://www.jpea.gr.jp/

地球全体が太陽から受けるエネルギーは、地表や海面で熱に変わり、
ごく一部が風や波、海流などを起こすエネルギー源となります。

地 球 上 の ク リ ー ン エ ネ ルギ ー 源 の 比較

※バイオマス : 動植物などから生まれた生物資源を「直接燃焼」、「ガス化」するなどして発電します。
参考：資源エネルギー庁「なっとく！再生可能エネルギー」ウェブサイト

太陽光発電 風力発電 地熱発電

バイオマス※ 水力発電 太陽熱利用

太陽の光が熱に変わる

熱
光

通常の物質
光をあてると発電する

太陽電池（半導体を利用）

電力

太陽光発電の
しくみ

のコラ
ム創

江姉
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温水洗浄便座

P24-25　(W256×H182)

温水洗浄便座の世帯普及率は約80％となり、多くの家庭
で使用されています。省エネ性能に優れた温水洗浄便座
は、電気料金がお得になるだけでなく、二酸化炭素（CO2）
削減にもつながります。

料金も
グンッと節約！

24 25

出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」の機種一覧における単純平均値

温水洗浄便座

●2008年の製品と最新の製品の年間消費電力を比較すると

※瞬間式で節電機能を使用した場合

約33%の省エネ※

10年前の温水洗浄便座との年間消費電力量の比較

202kWh/年

170kWh/年

128kWh/年

2008年

2018年

2008年

2018年 86kWh/年 約33％
省エネ！

約16％
省エネ！

季節に合わせて、便座の温度を調整しましょう。1

長時間使わないときは電源をオフにしましょう。2

洗浄水の温度調節をしましょう。3

・年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社に
 より異なります。

タイマーなどの節電モードを
上手に使えば、省エネ効果が
得られます。

4

使用後に便座のふたを閉めることにより、
省エネ効果を得られます。

5

夏場は便座の暖房を切りましょう。6

長期間（10年以上）ご使用の
温水洗浄便座は買換えの検討を！
●故障したまま使うと、火災や感電、室内漏水の
　原因となります。おかしいと思ったら、電源プラグを
　抜いて止水栓を閉めて使うのをやめてください。
　安心して使うために、定期的に点検しましょう。
・販売店、工事店またはメーカーにご連絡ください。

●10年以上使ったら買換えを検討しましょう。使い勝手・機能性・
　省エネ性能も向上しています。

のコラ
ム省

江姉

省エネ～！な使い方
温水洗浄便座長時間使わない時は電源をオフにしたり、

お出かけ前や就寝前にタイマーなどの節電
モードを使うことで、省エネ効果が得られます。

P32-33　(W256×H182)

「しんきゅうさん」

32 33

「しんきゅうさん」
省エネ製品買換ナビゲーション

｢冷蔵庫｣｢エアコン｣｢テレビ｣｢温水洗浄便座｣のそれぞれに
ついて、家電の機能やタイプを選ぶと、指定した条件に当てはまる
製品が省エネ性能の順に示されます。

詳しくは｢しんきゅうさん｣ウェブサイトまで!

「しんきゅうさん」とは
エアコン、テレビ、冷蔵庫、照明器具、
温水洗浄便座を省エネ製品に買換えた
場合に電気代や消費電力量、CO2排出量を
どれだけ削減できるかを詳しく知ることが
できます。

｢しんきゅうさん｣では、新旧の家電の消費電力量やランニング
コストを4つの方法で比較できます。

2種類の家電をシンプルに
比べる｢かんたん比較｣、
使用時間 ・条件なども
考慮して比べる｢くわしく比較｣、
複数の家電をまとめて買う
ときに役立つ｢まとめて比較｣、
新しい家電どうしを比較できる
｢省エネランキング｣です。

いちばんシンプルな使い方です。今使っている家電の情報を入力した
あと、購入を考えている家電の情報を入力します。メーカーや型番
などの情報を、挙げられている中から選ぶだけで、かんたんに比べる
ことができます。

PC版画面イメージ
スマートフォン版画面イメージ

簡単!「しんきゅうさん｣4つの使い方

かんたん比較

省エネランキング

PC版画面イメージ
スマートフォン版画面イメージ
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「しんきゅうさん」

32 33

「しんきゅうさん」
省エネ製品買換ナビゲーション

｢冷蔵庫｣｢エアコン｣｢テレビ｣｢温水洗浄便座｣のそれぞれに
ついて、家電の機能やタイプを選ぶと、指定した条件に当てはまる
製品が省エネ性能の順に示されます。

詳しくは｢しんきゅうさん｣ウェブサイトまで!

「しんきゅうさん」とは
エアコン、テレビ、冷蔵庫、照明器具、
温水洗浄便座を省エネ製品に買換えた
場合に電気代や消費電力量、CO2排出量を
どれだけ削減できるかを詳しく知ることが
できます。

｢しんきゅうさん｣では、新旧の家電の消費電力量やランニング
コストを4つの方法で比較できます。

2種類の家電をシンプルに
比べる｢かんたん比較｣、
使用時間 ・条件なども
考慮して比べる｢くわしく比較｣、
複数の家電をまとめて買う
ときに役立つ｢まとめて比較｣、
新しい家電どうしを比較できる
｢省エネランキング｣です。

いちばんシンプルな使い方です。今使っている家電の情報を入力した
あと、購入を考えている家電の情報を入力します。メーカーや型番
などの情報を、挙げられている中から選ぶだけで、かんたんに比べる
ことができます。

PC版画面イメージ
スマートフォン版画面イメージ

簡単!「しんきゅうさん｣4つの使い方

かんたん比較

省エネランキング

PC版画面イメージ
スマートフォン版画面イメージ

温水洗浄便座
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温水洗浄便座の世帯普及率は約80％となり、多くの家庭
で使用されています。省エネ性能に優れた温水洗浄便座
は、電気料金がお得になるだけでなく、二酸化炭素（CO2）
削減にもつながります。

料金も
グンッと節約！

24 25

出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」の機種一覧における単純平均値

温水洗浄便座

●2008年の製品と最新の製品の年間消費電力を比較すると

※瞬間式で節電機能を使用した場合

約33%の省エネ※

10年前の温水洗浄便座との年間消費電力量の比較

202kWh/年

170kWh/年

128kWh/年

2008年

2018年

2008年

2018年 86kWh/年 約33％
省エネ！

約16％
省エネ！

季節に合わせて、便座の温度を調整しましょう。1

長時間使わないときは電源をオフにしましょう。2

洗浄水の温度調節をしましょう。3

・年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社に
 より異なります。

タイマーなどの節電モードを
上手に使えば、省エネ効果が
得られます。

4

使用後に便座のふたを閉めることにより、
省エネ効果を得られます。

5

夏場は便座の暖房を切りましょう。6

長期間（10年以上）ご使用の
温水洗浄便座は買換えの検討を！
●故障したまま使うと、火災や感電、室内漏水の
　原因となります。おかしいと思ったら、電源プラグを
　抜いて止水栓を閉めて使うのをやめてください。
　安心して使うために、定期的に点検しましょう。
・販売店、工事店またはメーカーにご連絡ください。

●10年以上使ったら買換えを検討しましょう。使い勝手・機能性・
　省エネ性能も向上しています。

のコラ
ム省

江姉

省エネ～！な使い方
温水洗浄便座長時間使わない時は電源をオフにしたり、

お出かけ前や就寝前にタイマーなどの節電
モードを使うことで、省エネ効果が得られます。



温水洗浄便座
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・年間消費電力量とは、温水洗浄便座を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。

省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間の目安電気料金も安くなります。
同じ種類のものならば、星(★)の数の多いもの＝省エネ基準達成率の高いものを選びましょう！

※資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」掲載の最小値と最大値
・年間の目安電気料金は実際の使用条件や電力会社により異なります。
出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」

年間消費電力量が少ないほど、
年間の目安電気料金が安くなります！

1

節電機能も製品を選定するためのポイントです！2
節電制御 就寝時や外出時など一定時間通電を停止するものや、トイレをあまり使用して

いない時間帯を見つけて、自動で便座・温水の温度を下げるものがあります。

便ふた自動開閉 センサー検知により、自動で便ふたが開閉することで、
閉め忘れによる便座の放熱を防止します。

瞬間式（温水） 使用時のみ水を温めるため、温水保温のための電力が不要です。

瞬間暖房便座 トイレを使用していないときの便座保温の電力を節電します。

便座に沿った便ふた形状 便座側面からの放熱を防止します。

本体部を覆う便ふた 便座と本体の隙間からの放熱を防止します。

省エネ～！な選び方
温水洗浄便座

電気料金や購入予算、家族の人数、トイレの
電源などよく考えて選びましょう。

最新の便器の洗浄水は6L
(リットル)以下です。13L
便器と比べると約60%も
節水になります。環境に
やさしく、しかも経済的に
便器は進歩しています。
年間便器洗浄水量が少ない
ほど、目安となる年間水道
料金が安くなります。

どんどん進む便器の節水化

家庭での使用水量の割合が高いトイレの節水はCO2削減効果が
高いことから、洗浄水量6L以下の「節水形便器」が主流になっています。

「節水形便器」が主流

トイレの節水化も進んでいます。消費電力量だけでなく、
節水も大事な省エネポイントです。

製品A を選ぶと 1年間の目安電気料金にすると、電気代が半額に！

製品A
★★★★★

年間消費電力量
58kWh/年

年間の目安電気料金
1,570円

省エネ基準
達成率
232%

製品B
★★

年間消費電力量
123kWh/年

年間の目安電気料金
3,320円

省エネ基準
達成率
109%

★★★★★と★★の温水洗浄便座の年間消費電力量と年間の目安電気料金の比較 （瞬間式の場合）● ※
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省エネ性能の表示

30 31

小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年
10月から開始されました。制度内容は、製品個々の省エネ性能を表す
省エネルギーラベル、市販されている製品の中で相対的に位置づけた
多段階評価、年間の目安電気料金（または目安燃料使用量）などを製品
本体またはその近傍に表示するものです。

・「統一省エネルギーラベル」が表示される製品はエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、
　テレビ、電気便座、蛍光灯器具（家庭用）です。

●統一省エネルギーラベルのみかた

 80%以上
 90%未満
 69%以上
 80%未満
 69%未満

121%以上
114%以上
121%未満
107%以上
114%未満
100%以上
107%未満
100%未満

100%以上
 86%以上
100%未満
 72%以上
 86%未満
 57%以上
 72%未満
 57%未満

140%以上
127%以上
140%未満
113%以上
127%未満
100%以上
113%未満
100%未満

246%以上
198%以上
246%未満
149%以上
198%未満
100%以上
149%未満
100%未満

188%以上
159%以上
188%未満
129%以上
159%未満
100%以上
129%未満
100%未満

100%以上
 90%以上
100%未満

多段階
評価

省エネ基準達成率
エアコン 電気冷蔵庫 蛍光灯器具 液晶テレビ 電気便座
目標年度
2010年度

目標年度
2021年度

目標年度
2012年度

目標年度
2012年度

目標年度
2012年度

電気冷凍庫
目標年度
2021年度

2019年３月末時点

トップランナー制度対象機器と表示内容(家庭用機器のみ)
省エネルギーラベリング制度 年間の目安電気料金等 多段階評価制度トップランナー制度対象機器

エアコン ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

●（燃料使用量）
●（燃料使用量）
●（燃料使用量）

テレビ
電気冷蔵庫
電気便座

蛍光灯器具
電球形蛍光ランプ

照明器具

電気冷凍庫
ジャー炊飯器
電子レンジ
DVDレコーダー
VTR
ストーブ
ガス調理機器
ガス温水機器
石油温水機器
電子計算機

電球形LEDランプ
電気温水機器（ヒートポンプ式給湯器）

蛍光ランプのみを主光源
とするもの

統一省エネルギーラベル

(           )

※説明は2019年度版の例です。

本ラベル内容が何年度の
ものであるかを表示。

ノンフロン電気冷蔵庫はノンフロンマークを表示。

多段階評価
●多段階評価基準は市販されている製品の省エネ
基準達成率の分布状況に応じて定められており、
省エネ性能を5段階の星で表示する制度です。
省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で表示。

●トップランナー基準を達成している製品がいくつ星
以上であるかを明確にするため、星の下のマーク（◀▶）で
トップランナー基準達成・未達成の位置を明示。

省エネルギーラベル
メーカーなどがそれぞれの
製品の省エネ性能をお知らせ
しているものです。

統一省エネルギーラベルの
貼り間違いのないように
メーカー名、機種名を表示。

年間の目安電気料金
エネルギー消費効率
（年間消費電力量等）を
分かりやすく表示する
ために年間の目安電気
料金で表示。
電気料金は、公益社団
法人 全国家庭電気製品
公正取引協議会「電力料金
目安単価」から算出。
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省エネ性能の表示
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小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年
10月から開始されました。制度内容は、製品個々の省エネ性能を表す
省エネルギーラベル、市販されている製品の中で相対的に位置づけた
多段階評価、年間の目安電気料金（または目安燃料使用量）などを製品
本体またはその近傍に表示するものです。

・「統一省エネルギーラベル」が表示される製品はエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、
　テレビ、電気便座、蛍光灯器具（家庭用）です。

●統一省エネルギーラベルのみかた

 80%以上
 90%未満
 69%以上
 80%未満
 69%未満

121%以上
114%以上
121%未満
107%以上
114%未満
100%以上
107%未満
100%未満

100%以上
 86%以上
100%未満
 72%以上
 86%未満
 57%以上
 72%未満
 57%未満

140%以上
127%以上
140%未満
113%以上
127%未満
100%以上
113%未満
100%未満

246%以上
198%以上
246%未満
149%以上
198%未満
100%以上
149%未満
100%未満

188%以上
159%以上
188%未満
129%以上
159%未満
100%以上
129%未満
100%未満

100%以上
 90%以上
100%未満

多段階
評価

省エネ基準達成率
エアコン 電気冷蔵庫 蛍光灯器具 液晶テレビ 電気便座
目標年度
2010年度

目標年度
2021年度

目標年度
2012年度

目標年度
2012年度

目標年度
2012年度

電気冷凍庫
目標年度
2021年度

2019年３月末時点

トップランナー制度対象機器と表示内容(家庭用機器のみ)
省エネルギーラベリング制度 年間の目安電気料金等 多段階評価制度トップランナー制度対象機器

エアコン ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

●（燃料使用量）
●（燃料使用量）
●（燃料使用量）

テレビ
電気冷蔵庫
電気便座

蛍光灯器具
電球形蛍光ランプ

照明器具

電気冷凍庫
ジャー炊飯器
電子レンジ
DVDレコーダー
VTR
ストーブ
ガス調理機器
ガス温水機器
石油温水機器
電子計算機

電球形LEDランプ
電気温水機器（ヒートポンプ式給湯器）

蛍光ランプのみを主光源
とするもの

統一省エネルギーラベル

(           )

※説明は2019年度版の例です。

本ラベル内容が何年度の
ものであるかを表示。

ノンフロン電気冷蔵庫はノンフロンマークを表示。

多段階評価
●多段階評価基準は市販されている製品の省エネ
基準達成率の分布状況に応じて定められており、
省エネ性能を5段階の星で表示する制度です。
省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で表示。

●トップランナー基準を達成している製品がいくつ星
以上であるかを明確にするため、星の下のマーク（◀▶）で
トップランナー基準達成・未達成の位置を明示。

省エネルギーラベル
メーカーなどがそれぞれの
製品の省エネ性能をお知らせ
しているものです。

統一省エネルギーラベルの
貼り間違いのないように
メーカー名、機種名を表示。

年間の目安電気料金
エネルギー消費効率
（年間消費電力量等）を
分かりやすく表示する
ために年間の目安電気
料金で表示。
電気料金は、公益社団
法人 全国家庭電気製品
公正取引協議会「電力料金
目安単価」から算出。
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温水洗浄便座
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・年間消費電力量とは、温水洗浄便座を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。

省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間の目安電気料金も安くなります。
同じ種類のものならば、星(★)の数の多いもの＝省エネ基準達成率の高いものを選びましょう！

※資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」掲載の最小値と最大値
・年間の目安電気料金は実際の使用条件や電力会社により異なります。
出典：資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ冬版」

年間消費電力量が少ないほど、
年間の目安電気料金が安くなります！

1

節電機能も製品を選定するためのポイントです！2
節電制御 就寝時や外出時など一定時間通電を停止するものや、トイレをあまり使用して

いない時間帯を見つけて、自動で便座・温水の温度を下げるものがあります。

便ふた自動開閉 センサー検知により、自動で便ふたが開閉することで、
閉め忘れによる便座の放熱を防止します。

瞬間式（温水） 使用時のみ水を温めるため、温水保温のための電力が不要です。

瞬間暖房便座 トイレを使用していないときの便座保温の電力を節電します。

便座に沿った便ふた形状 便座側面からの放熱を防止します。

本体部を覆う便ふた 便座と本体の隙間からの放熱を防止します。

省エネ～！な選び方
温水洗浄便座

電気料金や購入予算、家族の人数、トイレの
電源などよく考えて選びましょう。

最新の便器の洗浄水は6L
(リットル)以下です。13L
便器と比べると約60%も
節水になります。環境に
やさしく、しかも経済的に
便器は進歩しています。
年間便器洗浄水量が少ない
ほど、目安となる年間水道
料金が安くなります。

どんどん進む便器の節水化

家庭での使用水量の割合が高いトイレの節水はCO2削減効果が
高いことから、洗浄水量6L以下の「節水形便器」が主流になっています。

「節水形便器」が主流

トイレの節水化も進んでいます。消費電力量だけでなく、
節水も大事な省エネポイントです。

製品A を選ぶと 1年間の目安電気料金にすると、電気代が半額に！

製品A
★★★★★

年間消費電力量
58kWh/年

年間の目安電気料金
1,570円

省エネ基準
達成率
232%

製品B
★★

年間消費電力量
123kWh/年

年間の目安電気料金
3,320円

省エネ基準
達成率
109%

★★★★★と★★の温水洗浄便座の年間消費電力量と年間の目安電気料金の比較 （瞬間式の場合）● ※
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例2

目標年度 ○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98% ○○○kWh/年

トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率
100%以上）製品にはグリーンのマークを表示し、
未達成（100%未満）の製品にはオレンジ色の
マークを表示します。

省エネ性
マーク

1

その製品がトップランナー基準の目標基準値を、
どの程度達成しているかを%で示します。

省エネ基準
達成率

2

エネルギー消費効率は、機器ごとに定められた
測定方法によって得られた数値です。APF（通年
エネルギー消費効率）のように効率で表すものや
年間消費電力量のようにエネルギーの消費量で
表すものがあります。

エネルギー
消費効率

3

目標年度はトップランナー基準を達成すべき年度
で、機器ごとに設定されています。

目標年度4

例1
目標年度 ○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115% ○○○kWh/年

省エネ性マーク1

目標年度4

省エネ基準達成率2 エネルギー消費効率3

28 29

家電の買換えの際、省エネ
性能を比べる目安として
活用すると便利なのよ！

省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準
（トップランナー基準）の達成度合いをラベルに表示するものです。

省エネルギーラベルは、カタログや製品本体、包装など、
見やすいところに表示されます。

「エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定するものの
省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に
商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も
優れているものの性能、技術開発の将来の見通しなどを
勘案して設定する」というものです。

省エネルギーラベリング制度

省エネルギーラベルの表示

トップランナー制度

参考:資源エネルギー庁トップランナー制度パンフレット(2015年3月版)

省エネ性能の表示
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