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され︑運転時にエネルギー消

以上に大型な熱源機器が設置

を持たせて設計するため必要

器の待機電力は小さいため機

付かない場合がある︒個別機

ギー管理者でも待機電力に気

﹁ビルや工場にいるエネル

に投資回収できる﹂

果を約束し︑長期間でも確実

ＣＯ事業は︑長期の省エネ効

がらチューニングを行うＥＳ

に運用後もデータ分析をしな

ん︒業務部門にも待機電力の

費の無駄が生じていると指摘

の出番でしょうか︒

ような削減余地はあります

されています︒

や休日でも自販機は電源が入

つけっぱなしで帰宅し︑夜間

ない実態もある︒パソコンは

設備ほど省エネの当事者がい

だ︒しかし注目されていない

に待機電力が大きくなるから

化が追求されており︑相対的

備ほど技術革新によって効率

つようになる︒目に見える設

建築すると︑待機電力が目立
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を
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常にフル能力で運転すること

ースペックに設計しがちだ︒

やれる能力があるのにオーバ

切な容量にする

型化する︒エンジニアは

適

のでさらに安全率をかけて大

を設計し︑クレームを恐れる

やすい人に合わせて空調設備
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ービスを提供できるＥＳＣＯ

︱省エネに関わる全てのサ
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出し︑チューニング

診断し︑最適な仕様を詳細に

Ｏなら専門家が現場に行って
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発見できる︒オーバースペッ

ぶり出せ︑新たな削減余地を

ネスモデルだと待機電力をあ

捉えにくい︒ＥＳＣＯのビジ

器メーカーも大きな問題とは

状況を分析し︑待機電力やオ

用しながらエネルギーの使用

のようなＢＥＭＳデータを活

てくれない︒ＥＳＣＯは︑こ

るが︑省エネ対策までは教え

されてきた︒省エネへの第一
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︱また最近ではエネルギー
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約化して大きな省エネ量にし

﹁エネルギーの使われ方と
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ていく手法が︑これからの日
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機器をベストマッチさせるに
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省エネ

ギーが待機電力に相当するだ

合が悪いとクレームになる

ています︒

だ︒原発の扱いが定まらない

電抜きに議論できないから

﹁いずれの問題も原子力発

れていない︒問題が顕在化し

トの問題は正面切って議論さ

だ︒にもかかわらず電力コス

と大きな社会問題になるはず

事業者が耐えられないようだ

ている︒つまりエネルギーが

の名称が極めて正しいと思っ

する法律 が正式名称だ︒こ

ルギーの使用の合理化等に関

れている︒省エネ法は

エネ
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全社会に関わるが︑ 矮 小 化
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になった︒負荷に応じてモー

ネルギーが常に発生するよう

している設備が増え︑固定エ

になると︑作業に備えて運転
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の状況を比べて傾向を見てい

査し︑稼働とエネルギー消費
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ネタは身近にある︒

敵は本

かが課題だ︒意外と省エネの
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られる省エネがある︒省エネ

たことを見直すと︑拾い上げ
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ーバースペックになっていた

い︒知らず知らずのうちにオ

てもクレームを言う人がいな

もクレームにはならない﹂

ターゲットだ﹂
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囲が広い︒節水によるエネル

てを対象にしており︑守備範

や啓発も必要だろう︒最新鋭

を考えると︑ユーザーの教育

題︑さらに地球温暖化の問題

﹁エネルギーをめぐる問

ネルギー消費を見える化でき
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い目に付く大きなプロセスの
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くと︑必要な容量がわかる︒
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が︑エネルギー効率が悪くて

﹁個人的な見解で言うと今
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ネルギーを発見できる︒大き

限界設計を
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す︒
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することも省エネのターゲッ
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者に支払い︑契約終了後

た光熱費をＥＳＣＯ事業
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めＥＳＣＯ事業者は確実

は削減分全てが顧客の利

程を同じ事業者が担当す

て機器の運転を調整する

に成果が出る省エネ対策

益になる︒仮に省エネ効

るので全体で最適な省エ

チューニングによっても

を提案するので︑ダウン
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サイジングやチューニン

者が存在し︑それぞれの
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る︒エネルギー診断から

書を公開した︒それによ

工︑設備運用が分担され

スを提案できる︒
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いま、企業に求められる省エネ対策
さらなる効果を生むＥＳＣＯ事業の可能性

