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エネルギー・カフェ
「電気と暮らし、省エネのこと」

特定非営利活動法人自然エネルギー千葉の会
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エネルギーとは何か

エネルギー（独 : Energie 、英 : Energy ）とは、

(1) 物事をなしとげる気力・活力のこと。活動の源として
体内に保持する力。

(2) 仕事 ( 物理学 ) をすることのできる能力のこと

(3) ある系が潜在的に持っている、外部に対して行うこと
ができる仕事量のこと（物理学などでの用法）

(4) エネルギー資源のこと
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エネルギーの種類 

・力学的エネルギー（機械的エネルギー）

・運動エネルギー

・位置エネルギー（ポテンシャルエネルギー）

・化学エネルギー

・原子核エネルギー

・熱エネルギー

・光エネルギー

・電気エネルギー

・音エネルギー



 4http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1033.html

エネルギーの供給と利用の概要
参考：資源エネルギー庁＞パンフレット＞日本のエネルギー ２００９
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エネルギー資源

産業・運輸・消費生活などに必要な動力の源

・枯渇性エネルギー

石油、石炭、天然ガス、ウラン
・再生可能エネルギー

      太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、

バイオマス、潮力、波力
・その他

省エネ、節電
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発電所、送電線、変電所、電柱

ファイル :JR 東日本川崎火力発電所 .jpg

業務内容／送電線工事について ｜
 株式会社システック・エンジニアリング
www.systec-eng.jp

変電所の写真素材 [1592920] - PIXTApixta.jp

電気なるほどノート｜東北電力
www.tohoku-epco.co.jp
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東日本大震災＠ふたば dec.2chan.net 変圧器の作り方 www.protom.org

徒然 ngch1939.web.fc2.com

柱上トランス

電源物語 |Vol.4 ： 電気を作る、送る、受ける |
 2nd Staffwww.2ndstaff.com
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直流と交流

www.tdk.co.jp/news_center/publications/.../aaa70603.pdf
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直流と交流

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1208/14/news022.html

トーマス・アルバ・エジソン ニコラ・テスラ ジョージ・
ウェスティングハウス
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直流と交流の違い

直流 交流

直流発電機、電池、静電気により発生する 平等磁界中においてコイルを一定速度で回転させると
発生する

容易に電圧を変えられない
変えるには、 DCDCコンバータなどの回路が必要

トランスで容易に電圧を変えられる

高い電圧で送電することにより、送電線での電圧降下
( 電力損失 ) を減らせる

海底ケーブルでの静電容量による損失がない 海底ケーブルでは静電容量による損失が大きい

計算は単純 複雑な数学理論が必要
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日本の商用電源周波数

ファイル :Power Grid of Japan J.PNG

    標準周波数 50Hz - 北海道電力、東北電力、東京電力
    標準周波数60Hz – 中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、
                                四国電力、九州電力、沖縄電力
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世界各国の商用電源周波数

世界の商用電源周波数 「 100V 、 50Hz 」は、
電圧が 100ボルトで周波数が 50ヘルツである地域の色を示す
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エネルギーの単位 ( ジュール (J))
・ 1N( ニュートン ) の力が力の方向に物体を 1m(メート
ル ) 動かすときの仕事

・ 1V(ボルト ) の電位差の中で 1C( クーロン ) の電荷
を運ぶのに必要なエネルギー

・ 1W(ワット ) の仕事率を 1秒間行ったときの仕事

ジェームズ・プレスコット・ジュール ( 英・イングランド )
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熱量の単位（カロリー (cal))

計量法によるカロリーの定義は　 1 cal = （正確に） 4.184 J 　である。

カロリーの元々の定義は、
「 1 グラムの水の温度を標準大気圧下で 1℃上げるのに必要な熱量」
である。
ただし水の比熱はその温度によって異なり、 0℃で 4.218 J/g 、 34.5℃で 
4.178 J/g の最小値、 100℃で 4.216 J/g となる。そのため、何度の水
で定義するかにより各種の「カロリー」が生まれることになる。

食品のカロリー：
　炭水化物、タンパク質　　 4kcal/g
　脂肪　　　　　　　　　　　　 9kcal/g
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仕事率 ( 電力 ) の単位 (ワット (W))
電力 (W)=電圧 (V)×電流 (A)

1ボルトの電圧がかかり、 1 アンペアの電流が流れてい
る回路は、 1ワットの電力を消費する。 

ジェームズ・ワット ( 英・スコットランド )
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力の単位 ( ニュートン (N))
1 ニュートンは、 1キログラムの質量をもつ物体に 1メー
トル毎秒毎秒 (m/s2) の加速度を生じさせる力と定
義されている。

ニュートンは組立単位であり、基本単位で書き表すと 
N = kg·m/s2 （キログラムメートル毎秒毎秒）となる。

サー・アイザック・ニュートン ( 英・イングランド )
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質量の単位
キログラム (kg)

当初の定義は「水 1 リットルの質量」である。

1キログラムの現在の定義は、「国際キログラム原器の
質量」である。 SI において、今なお普遍的な物理量で
はなく人工物に基づいて値が定義されているのはキログ
ラムだけである。また、基本単位に接頭辞がついている
のもキログラムだけである。

国際キログラム原器のイメージ (CG画 )
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長さの単位
メートル (m)

元々は、地球の赤道と北極点の間の海抜ゼロにおける
子午線弧長を 1/10000000倍した長さを意図したもの
だった。

今は、 1秒の 299792458分の 1 の時間（約 3億分の 1
秒）に光が真空中を伝わる距離として定義されている。
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時間の単位
秒 (s)

初期の「秒」は、太陽が見かけ地球を廻る運動を基に定
義され [5] 、太陽が 1周する時間を 24分割した太陽時
を 60分割して「分」、さらにこれを 60 で割り「秒」が決め
られ、結果として 1 日の 86 400分の 1 が「秒」となった。

ただし、地球の自転は徐々に遅くなっていっている

今は、セシウム 133 原子の基底状態の 2 つの超微細準
位間の遷移に対応する電磁波 (radiation) の
9192631770周期に相当する時間である。
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電圧の単位 (ボルト )
・ 1 アンペアの電流が流れる導体の 2点間において消費される
電力が 1ワットであるときの、その 2点間の電圧 (V=W/A) （日
本の計量単位令ではこの定義を採用している）

・導体の二点間を 1 クーロンの電荷を運ぶのに 1 ジュールの仕
事が必要となるときの、その 2点間の電圧 (V=J/C)

・ 1 オームの電気抵抗のある導体の 2点間に 1 アンペアの電流
が流れているときの、その 2点間の電圧 (V=AΩ、 E=IR)

アレッサンドロ・ボルタ (伊 )
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電流の単位 ( アンペア )
「アンペアは，真空中に 1 メートルの間隔で平行に配
置された無限に小さい円形断面積を有する無限に長
い二本の直線状導体のそれぞれを流れ，これらの導体
の長さ 1 メートルにつき 2 × 10−7ニュートンの力を及
ぼし合う一定の電流である」とされる。

アンドレ＝マリ・アンペール (仏 )
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電気抵抗の単位 ( オーム (Ω))
ある装置に 1ボルトの電圧を印加したときに 1 アンペア
の電流が流れた場合、その装置は 1 オームの電気抵
抗を有している (R = V ・ I -1) という。また、ある装置
に 1 アンペアの電流を流したとき、 1ワットの電力を消
費した場合、その装置もまた 1 オームの電気抵抗を有
している (R = P ・ I -2) という。

ゲオルク・ジモン・オーム ( 独 )
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光束の単位 ( ルーメン )
光束は人間の感じる量を表す心理物理量のひとつであり、下の式で示される。

    

または、以下のようになる。

    

Km 最大視感度 [lm/W]
V
λ
 標準視感度

Φe 分光放射束 [W/nm]
λ 波長 [nm]
I 光度 [cd]
Ω 立体角 [sr]

右図において、光度 1cd の光源から 1sr の立体角に照射される光束が 1lm となる。
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人間の目の比視感度
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最も発光効率のいい色 (555nm=緑色 )
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いろいろな光源の効率
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家庭の省エネ大事典より
http://www.eccj.or.jp/dict/

日本のエネルギー消費量

エネルギー消費の実態
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家庭の用途別エネルギー消費 ( と変遷 )

世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移

エネルギー白書 2011 より
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-2.html
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家庭のエネルギー源別消費
家庭部門におけるエネルギー源の推移

エネルギー白書 2011より
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/2-1-2.html
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家庭の機器別エネルギー消費

省エネ性能カタログ 2012 年夏版 - 資源エネルギー庁
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家庭からの CO2排出量

省エネ性能カタログ 2012 年夏版 - 資源エネルギー庁
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発電所と節電所（ =ネガワット）

エコチャレンジ〜市民節電所とは・・・ (山口県周南市の HP 、他より )

　・「発電所」は電気をつくるところですが、「節電所」は電気使用量を減らすところです。

　・「節電所」の発電量は昨年と比べて減った省エネルギー量となります。

　・電力会社から送られてくる「電気使用量のお知らせ」には、昨年同月の電気使用量が記載されていま

す。これから、あなたの「節電所」の発電量が計算できます。

　「あなたの節電所発電量 (kWh) 」＝「昨年同月の電気使用量（ kWh ）」−「今月の電気使用量 (kWh) 」

 ・ポイントとなるのは、“各家庭が節電に取り組むことによって生じる余剰電力は、発電所を新しく建設する

のと同等の価値がある”という考え方。

http://www.city.shunan.lg.jp/section/kankyo/environment/ECstation/ECstation01.html

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1309420343832.html?_p=1
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冷蔵庫の節電

(1)冷蔵庫内に食品を詰め込み過ぎない  庫内は「 7割目安」を目標に

(2)庫内温度の設定を適切に
手動設定の場合「強」から「中」に変更することで平均 11％の節電になるといわれています。

(3)扉パッキンのお手入れをする     扉の合わせ目から冷気が流出しがちです。

(4)冷蔵庫周辺の環境を整える
   ・壁から 5cm ぐらい離す
   ・直射日光が当たらないようにする

(5)新しい機種に買い換える
    購入の際は、省エネ性能を見極めるために重要な数値の「年間消費電力量」をしっかり確認

http://allabout.co.jp/gm/gc/380771/2/
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http://allabout.co.jp/gm/gc/380771/photo/889442/
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照明器具の節電

照明器具の割合は 13.4％

・「使わない時は消す」のが大原則

・白熱電球を LED電球に替えると消費電力は 1/10 に

・蛍光灯を LED照明に替えると…

消費電力（削減率） 定格寿命

白熱電球（ 60W ） 54W 1000時間

電球形蛍光灯 12W （ 78% ） 6000時間

LED電球 5.8W（ 89% ） 40000時間

http://axio.sakura.ne.jp/setsuden/shoumei.html

白熱電球のW数 ルーメン（ lm ）値

40W 485 ルーメン以上

60W 810 ルーメン以上

100W 1520 ルーメン以上
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www.jlassn.or.jp/05pamph/pdf/darenidemoLED.pdf



 37
www.jlassn.or.jp/05pamph/pdf/darenidemoLED.pdf
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暖房の節電

【 CO2排出量が少ない暖房器具ベスト３】
　　
　　 1 位：　こたつ
     2 位：　ホットカーペット
     3 位：　ガスファンヒーター

　　【光熱費が少ない暖房器具ベスト３】
　　
　　 1 位：　こたつ
　　 2 位：　ホットカーペット
　　 3 位：　石油ファンヒーター

http://www.and-eco.com/sp/001.html
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冷房の節電

(1)設定温度を１℃変える
    温度だけでなく湿度とのバランスを整えることが大切

(2) 運転時間を 1時間減らす
     たとえば、外出前 30分に電源を切り、帰宅後 30分に電源を入れる習慣をつければ、合計 1時
間の削減になる。

(3) 運転モードの消費電力を知る

(4) フィルターの手入れは 2週間に 1度が理想

(5)室外機は風通しのよい日陰に

http://allabout.co.jp/gm/gc/378124/
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待機時消費電力

省エネ性能カタログ 2012 年夏版 - 資源エネルギー庁
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http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_bs1sp_20121102_2243

http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?movie=j_bs1sp_20121102_2243
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暮らしの中のエネルギー環境問題 ～家庭用エネルギー消費の動向～より
www.jie.or.jp/life/seminar/seminar1/nakagomi.PDF
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http://www.yonden.co.jp/life/energy_saving/kurashi_energy/page_03.html
出典：平成 20年度待機時消費電力調査報告書（省エネルギーセンター、平成 21年 3月）

家庭の消費電力量に占める待機時消費電力量の割合

http://www.yonden.co.jp/life/energy_saving/kurashi_energy/page_03.html
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省エネルギーの定量的把握のためのツール

ワットモニターの例
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（国際エネルギー機関： IEA の統計より、電力中央研究所にて作成）
http://allabout.co.jp/gm/gc/413557/

家庭用の電気料金の推移



 46暮らしの中のエネルギー環境問題 ～家庭用エネルギー消費の動向～より
www.jie.or.jp/life/seminar/seminar1/nakagomi.PDF



 47

再生可能エネルギー

・太陽光

・太陽熱

・風力

・ (小 ) 水力

・バイオマス

・地熱



 48
http://www.jpea.gr.jp/11basic01.html
太陽光発電協会

http://www.jpea.gr.jp/11basic01.html
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太陽光発電

京セラ国内全工場に太陽光発電システムを導入 | ニュースリリース | 京セラ www.kyocera.co.jp
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日本における太陽光発電の導入推移（累積・単年）

http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/Rene_TH%283%29.html



 51http://www.fepc.or.jp/environment/new_energy/jisseki/sw_index_01/
電気事業連合会

http://www.fepc.or.jp/environment/new_energy/jisseki/sw_index_01/


 52http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/Rene_TH%283%29.html



 53www.env.go.jp/council/06earth/y0613-16/ref06-20.pdf
環境省

http://www.env.go.jp/council/06earth/y0613-16/ref06-20.pdf
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日本の太陽光発電で半年で 4.7GWが認定。過去 20年以上の導入量に並ぶ
2013/03/13 16:03
野澤 哲生＝日経エレクトロニクス

　経済産業省 資源エネルギー庁は 2013年 3月 13 日、 2012年 4月～ 12月末の間に稼働、または、 2012年7月に始まっ
た全量買い取り制度に基づいて認定した再生可能エネルギーの状況を発表した。同期間に稼働した再生可能エネルギーの設
備容量は 117.8万 kW （ 1.178GW ）と前年並みだが、認定したものは同 523.6万 kW （ 5.236GW ）で、稼働した量を大幅に上
回った。認定から稼働までにはやや時間がかかり、「数万 kW （数十MW ）規模の大規模システムは稼働が 2～ 3年後という例
もある」（同庁）という（関連記事）。それでも、再生可能エネルギーの促進という点で、全量買い取り制度が大きく奏功した格好
である。

太陽光発電が 95％

　 2012年 4月～ 12月末に稼働した再生可能エネルギーの大半は、太陽光発電システムである。資源エネルギー庁によれ
ば、 2012年 4月～ 12月末に国内に導入された太陽光発電システムは、 111.9万 kW （ 1.119GW ）。太陽光発電システム以
外の再生可能エネルギーは 5.9万 kWで、太陽光発電システムの約 1/20 に過ぎない。

　同期間に稼働した太陽光発電システムの内訳は、住宅向けが 91.1万 kW 、非住宅向けが 20.8万 kW と、依然として住宅
向けが大半だった。しかし、認定された設備容量を見ると、状況が様変わりしていることが分かる。

半年間の認定量が過去の累計導入量を超える

　 2012年 12月末までに認定を受けた再生可能エネルギーは計 523.6万 kW 。うち太陽光発電システムは、 470.4万
kW （ 4.704GW ）で、 2012年 3月末までに国内に導入された太陽光発電システムの累計量約 480万 kW （ 4.8GW ）にほぼ並
んだ。過去 20年以上かかって導入された設備容量がわずか半年で認定されたことになる。

　さらには、認定された太陽光発電システムの内訳は、住宅向けが 84.7万 kWだったのに対して、非住宅向けが 385.7万
kW 。これまで日本では非住宅向けの太陽光発電システムが非常に少なかったが、 2012年だけで住宅向けの累計導入量に
迫る設備容量が認定された。

　一方、 2013年 4月には、 10kW以上のシステムで 42円/kWh という買い取り価格が同 37.8円 /kWh に引き下げられること
になる（関連記事）。こうしたことから、 2013年 1～ 3月はさらに膨大な量の駆け込み認定が増えていると推測する太陽光発
電システムの関係者もいる。 2012年度は日本の太陽光発電にとって、歴史的な認定量になる可能性が出てきた。
■修正履歴
当初の記事では、 2012年 3月末までに国内に導入された太陽光発電システムの累計量を「約 400万 kW （ 4GW ）」としてい
ましたが、正しくは約 480万 kW （ 4.8GW ）でした。また、今回の認定量 4.7GWが累計量を超えたとしていましたが、正しくは「ほ
ぼ並んだ」でした。 [2013/03/14 11:30]
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太陽熱利用 (温水 )

1980年をピークに落ち込んでいる太陽熱温水器の販売台数推移（資料：ソーラーシステム振興協会）

allabout.co.jp › ... › 太陽光発電・太陽エネルギー
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風力発電

ファイル : 東京風ぐるま .jpg

ジャイロミル型

ダリウス型

プロペラ風車
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風力発電機のブレードを設置場所まで運んでいる様子（イギリス）
http://ja.wikipedia.org/wiki/
%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Turbine_Blade_Convoy_Passing_through_Edenfield.jpg
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(小 ) 水力発電

山梨県家中川（かちゅうがわ）小水力市民発電所（最大出力 20kW ）

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/water/index.html
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バイオマス

What's 新エネ バイオマス発電・熱利用 www.nef.or.jp



 60

地熱発電

大分県八丁原地熱発電所（出力 110,000kW ）
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ベランダ発電 ( オフグリッド ) の例
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