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震災に伴う東日本エネノレギー危機に関する緊急提言
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1. はじめに

公議社団法人化学工学会

現在、未曾有の災筈により東京屯力I'~;内の発óli:?&:i止不足が顕在化している。各方面からのできる限り

の協力を得て 4 月 中に 4000 万 k\Vを健保予定であり、引き続く努力により夏には 4600~4700 万 k\V の発

電容量を確保の見込みと報道されている。 しかし、友のピーク時には例年 6000万 k¥Vを超える需要が、

今年の夏には相当の節氾協力を含めても 5500万 k¥Vもの需要が見込まれている。 このように 1000万 k¥V

に迫る夏のピーク時の氾力不足をt.illめる目途が立たず、継続的な計画停電が避けられないと予想されて

いる。このことは、東氾管内 2000万|止梢に対して 300万jj1;;出以七の'rll力が不足することを意味する。こ

の状況下において我々は、平成 23 年夏のピー ク't'U:力に対 し、過度のガマンや経済のt;~m}を伴わずに乗り

越える方策について検討を重ねた 1。また、化学工学会エネノレギ一部会員、書籍「実装'i~ 太j 著者にエネ

'1主討にあたり、化年 E学会エネルギ一部会、 Wi1fr:M装可能なエネノレギー技術で築く未来 'i'I')，のエネノレ'1'ーロードマップ 2-J ("J!装
付よ)の杵打、|到述。コ研究".. 技術者から多くの俗宗をいただし、た. ニの危機を.if~り切るために少しでも日分に刈献できることはたいか
との思し、からの多くの無償の氏献に感謝する.今阿は詑述しき札なかったが、隙"な俗耳目をいただいた。それらのー加をここに列挙する。

屯}J料金ヘ占拠約HiJJl!kの比lUL-石油石炭税の見山し

機訴の 20QV化 窓への赤外線力ットフィルム!&:(~I~

スーパー悼の冷凍 冷雌陳列捌lにカパー設lyt 不'l!..(不忽のj(~~~O) !';' 11 
サーパ一部向効率機加の叫人やクラワド化 出主l エコ冷房など〆灯エネ行動

ドイツのフィフティ ーフィフティ制度の111大将人 契約 ・'11訪F続き却を簡点化する

・ ~気払い特別休暇など 'F ;j íjのみ勤務の奨励 『止さJを楽しむ

省T註力のじ I程を京n4~で、屯}J多消費の FC位を西日本でたど製造プロセス分1i化



ノレギ一対策に関するアンケート(平成 23 年 3 月 1 7 日 ~25 日)を行った。 検討においてはエネノレギー技

術に関する専門的長11見を必要とし、現在も研究者間で試算と議論をlliねているが、平成 23年夏へ向けた

対策を少しでも早く回全体で考えるために現段階の瞥定的な検討結果にもとづいた提言を発信すること

とした。今後も機々な観点、角度からの建設的議論を継続する予定である。より 精度の高い解析や、今

夏だけでなく、 2~3 年後、さらに先までを見据えた氾力需給の議論の結果については、順次公開してい

くこととしfこし、。

今18]の議論において、夏の主たる淑題はピーク屯力;高要 (kW)の削減であり、平均的な電力使用品 (kWh)

の削減では事態の大きな改善が必ずしも期待できないことに注意する必要がある。

方策は大きく 3つに分かれる。第 1に、電力供給力の更なる増加、第 2に、待機電力のように常時発

生している電力需要の抑制である。 しかし、我々の試算では電力供給の泊加ポテンシヤノレは 365-390万

kW程度、省エ不による総需要削減ポテンシヤノレは 257-330万 kW程度であり 、東京1もブ〕の供給力と合わせ

ても 6000万 kWに届かない。そこで、重要となる第3の方策が、電力需要の時間的シフト、空間的シフ

トである。 電力需要は、天候や季節、 H寺|笥により ~f~なり、典型的には右下図のような構造になっている。

震災直後の 3月現在はどちらかというと冬季の需要構造に近く、 |暖房需要が中心であるため、午前中や

夕方に需要のピークが生じる。それに対し、夏の電力評Q=!Aのピークは冷房需要が大きい午後に生じるが、

夏季といえども産業活動の少なくなる夜間や休日は平日

昼間と比べ電力需要が小さいため、相対的には"!s刀供給

の余力がある。また、震災被害を受けなかった地域では、

電力供給力に相対的な余力がある。従って、電力供給に

余力のある11寺聞や地域へ、電力需要をシフトさせること

で、予iWIできない大規模な停電や厳しい電力使用盆規i¥JIJ

を避け、電力の需要に見合った電力を安定的に供給する

可能性が妬ける。 次fI1以降では、各方策の効果の打fJ'): H~

拠を示す。

2，電力供給力の増強

伝大電力需要臼
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電力供給は、東京電力が関係各所と述携を取り、鋭意検討を行っている発電所等からの電力供給と、

太陽電池やエネファーム等、家庭や工場などで発電する小規模分散';b:ilJl(による{共給、災害H寺等非常)刊の

電源がある。前者については、既に多くの報道もされていることから、補逃 3に状況をまとめ、コメン

卜を加えた。太陽電池 ・エネファーム等分散福源は 般には電力需要削減の技術と位也付けられ、電気

使用品 ・ 電気代の ì~jlJ減の観点です前首されるが、このエネノレギー危機において、右.IJ ~極的に電力供給のオプ

ションとして活用するという意図をもって木節に記す。以下の方策を全て実施し、今夏までに完了した

場合、電力供給力を 365-390万 kW増加させることが可能と概針ーする。

2-1 太陽光発'む

太陽光発'厄は太陽光さえあれば発電可能であり、災害H奇のライフラインとしても重要な役割を来たし

得る とともに、電力iWI~の多い昼間に発泡するためピーク需要の削減の側面からも加傾推進が望まれる。
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平成 22年度夏以降 20-25万 kWの設置実績があり、これまでの実績から夏までに新たに 30-50万 kWの需

要削減できる設備設置が可能と見込まれ、被災地に向けた一部海外メーカーからの無償提供の動きも存

在する。また、太陽光発電導入時にはむカモニタも導入することになり、家庭内の電力消賢岳が見える

化されるため、この節電効果も大きい。太陽屯池の放出が11¥1に合わなくとも、 '?ttカモニタのみを設置し

家庭の屯力消貨を把握することで省エネ行動を支j:l'iすることも、将来のスマー トメーターの先駆け的位

世付けとして有効である。大規模導入に際しては、原料シリコンの投機的利li絡変動も存在し、 iiiなる設

lu~助成金だけでない施策が望ましい。 また、既設太陽光発泡のメンテサンス (j掃除等)による lil力増強

も有効である。

2-2 苔屯技術

電力供給に余総のある夜11¥'Jの氾力を用いたピーク氾カカットのための蓄電技術としてはナトリウム ・

硫黄屯池に期待 したい。現在の生産供給能力から考えて、受注済みのものを優先的に融通してもらうな

どの努力により平成 23年夏までに 5万 kW程度は可能と考えられる。それ以上の大規模な導入について

平成 24年度以降に向けての検討政組である。プラグインハイブリッドなど氾池を大雨に搭il古し、かつガ

ソリン ・経机lでも稼働できる自動車が普及すれば民生分野における非常用電力確保に向けての有効な苔

治手段となり得るが、平成 23年夏の段階では現尖的ではない。 しかし、中 ・長期的にはそのような次世

代自動車の普及は重要であり、促進のための施策を期待したい。

2-3 風力 ・エネファーム ・その他分散'tll狐

太陽屯池 ・ 喜子'~U:池以外の分散，?[i:跡、として、各家庭やオフィスで発電するエネファーム等コジェネレー

ション技術が考えられる。コジェネレーション技術をf!'l綴活用することで屯力需要を i~jI J滅することは、

大規模発電設備の停止による電力不足のリスク分散にも資する方策である。コジェネレーション技術は、

氾気とお湯を供給する技術であり、現在は経済性の観点から給湯需要に合わせて稼働させており、夏季

の運用は難しく綜働率は低し、。しかし、ピークカット技術と位置付けると、沼カピークが生まれる平 ~I . 

lIi'i天の午後に限定して、給湯需要ではなく危力符要に合わせて稼働させることは有効てaあり得る。この

ことにより既設の設備からも、屯力説・~ピーク 11寺における更なる電力供給が期待できる。 余)jliJのお湯が

ローカノレに冷房部要を生み出さないか検討や工夫が必要であるが、有効な方策となるで、あろう。また、

風力発泡については、平成 24年度からの全iil:nv 、取り fljlJNに向けて本年度の建設控えの雰囲気があると

言われているが、平成 21・22年度実績はそれぞれ 30.3万 kW、26.4万 kWで、あり、 H宇年度秋以降、本年

度友までの導入で東京電力管内において 10万 kW程度の賀市tが可能と期待される。補助金の継続に加え、

電気の全長mい取り制度の拡大 ・前倒しなどによる政策的誘導が望まれる。また、阪神淡路大波災の際

にも放置された廃木材焼却発電などバイオ7 スの有効利用策も検討に値する。

2 -4. 防災用自家発電装置

新たな発'.:I1:IDt耐ii を導入することは、時間もコストも必~となる ことから、未利用の発'.:0:設備のなi係活

用は重要である。未利用の発電設備として大きなポテンシヤノレがあるのは、 112111周氾源である。病院や

大きなヒソレ焔設には非常用電源の設出が義務付けられており 、災害時等に外部'，'li:l.原が遮断されても短時

n円であれば稼働できるよう備えられている。この設備をむカピーク時の必定外の停'(11とい う非常事態を

避けるために活刑することが可能であれば、 l詰大 300万 kW程度の電力供給が可能であると概抗される。

哀のす|匝ij';ηEが毎日献しけば同様のことをしなくてはならないことを前提にすれば、現実的な解のーっと
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なり得るが、この実現のためには、法制度の見直しゃ備蓄燃料の供給体制の整備が必要である。しかし、

発電装也の生産 ・供給に縛られることなく 制度 ・体制の見直しで済むことから、有効な施策として検討

する価値がある。

3.電力需要の削減

社会的 ・経済的活動を損なうことなく、利用している屯力の需要を削減できる方策として、 省エネ機

器の購入やライフスタイルの変化による以下の方策がある。以下の方策を全て採用した場合、 機器によ

る電力需要の削減によって 170-220万 kW程度、ライフスタイルの変化によって 87-110万附程度、合わ

せて 257-330万 kW程度のピーク電力需要を削減可能と期待できる。

3-1 機器による電力需要の削減

(A) 冷蔵庫(民い替え促進、節電協力)

冷蔵庫は旧式の機器では定常的に 100¥Vの¥む力を消費しているがその 3分の l程度の省エネの最

新機も販売されている。また、液晶テレビなどと異なり、冷蔵庫は容量の大きなものの方が消

費電力は小さいため、 貨い替えに伴う大容iiJ:化は氾力需要~í lj減にとって好ましく、エコポイン

トなどの施策は有効である。また、ピーク時間格は冷放を弱にする、 J令餓庫が複数台ある家庭

はクーラーボックス等の活用も考慮し lつをピーク1時間帯に停止する、長期帰省の世干ii-は庫内

を空にし、電源を切るなどの努力と合わせ、各家庭で平均 30Wの節電が笑現されれば東京電力

管内で 60万 kW程度の需要削減が可能と期待される。また、小売応の冷蔵 ・冷凍コーナーの更

新やカバー設位、オフィスや公的機関における冷蔵庫の更新や節電も有効である。

(日) 照明(買い潜え促進、消灯)

白書!¥'o'[j;球 ・クリプトン球なと'低効率の!照明の販売を停止し LED電球や危球式蛍光灯など正r，3(}J率

の照明で代替する。オフィス ・側目IJ家庭も当然対象とするが、アパー ト・マンションの共用部、

工場の水銀灯の高効率電灯化や、 'i!i:球式信号機を LEO式にi泣き換えるなどの効果も大きい。ま

た、昼の時間帯であることから、消灯も有効であるが、太陽光が直接窓から入ってくる場合は

空調負荷を泊やすため、注;音、が必要である。精査が必要であるが 20万 kW程度の需要削減は可

能と期待される。

(C) エアコン(~"l，、替え促進、フィルタ掃除、 iai'!II)

エコポイントを継続 ・延長し、新型のエアコンへの代替を促進するとともに、エアコンフィノレ

タ掃除を推奨すること、クールピズで設定瓶度を ~'h くすること、個室空調をやめリビングなど

皆で同じ空間で過ごすことなどが有効である。 東'~lJ:管内での空調需要は 500- 1 000 万 kW と言わ

れており、 10唱の改善で 50ー100万 klV程度の需要削減が可能と期待される。ここで、他項で挙げ

られる室内で使用する家電製品や電気機黙の効率化や省エネ行動に伴って、室内の熱発生:fitが

減少し冷房負荷自体も減少するため、複数対策による相乗効果が期待できる点を付記する。熱

中痕対策には気をつけないといけないが、うちわ、扇風機、風鈴などをうまく活用することも

選択肢の一つである。

(0) 電気ヒー トポンプのガス化(オフィス ・家庭)
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現在、'ilJ:気により行っている空調をガスヒートポンプによる空調に置き換えることで、電力i需

要を削減することが可能であり、新設 ・代替H寺に政策的インセンティプを与えることが有効て‘

あると期待される。 これまでの導入実績や政策的誘導により 40 万 klV以上の話・~・削減が可能と

期待される。

3-2 行!fUJ・ライフスタイノレの変化

(A) 自動販売機の夏季WJ問またはピーク H寺11円相停止

オフィスや各庖舗で必要な業務に不伎をきたしながら暮らすのではなく、本当に必要なものを

除し、て自動販売機の少なくともrffiU3l'制節の停止を呼びかけ、その分の飲料を小売!苫に供給する

ことは有効て'ある。 日本自動販売機工業会によると、夏場のピーク時間帯(13-16時)は省エ

ネ運転をしており、 l台当たり 171Vの電力消費である。全国で約 400万台であることから京電

管内で約 130万台の自販機があると想定される。3月より行っている自販機照明iJ(j灯や不要不

急の自販機停止と合わせて 2万 klV程度の需要削減が可能であると概算される。ただし、今夏に

限つては、 10-2011寺ぐらいまでの電力のひっ迫の可能性もあり、現在の対応では困難である。

その場合、稼働停止は有効であり、年間の電力使用泣から概算すると 25万 klV程度の需要JljlJ減

も期待できる。

(B) オフィス ・家庭のパソコン利用の工夫

デスク トップパソコンはディスプレイと合わせ 1501V程度の電力消費があり、電力指裂の削減の

ポテンシヤノレが大きし、。例えばノートパソコンを併用している従事者は電力ピーク時間帯には

デスクトップパソコンをシャットダウンし、ノートパソコンを泡源に弊げずノくッテリー駆動さ

せることで業務を継続したり、会議など日IJの業務に従事したりすることで、 m力需要の削減に

貢献できる。また、ディスプレイを 2台使用している場合は 1台を使用しない、などの省エネ

行!fïIJが有効である。 新規導入の際には省'~11力のノートパソコンを導入することも有効である。

東電管内 4000-4400万人中のうち、これらの行動に 100万人が協力することで 15万 klV程度の

需要削減が期待される。

(C) 屯カピーク時の電車の間引き運行

夏季のæ:カピーク時間帯干の本数を間引くことで 20 万 klVの'屯力需要~jlJ減が可能と期待される。

必要に応じてハス等の増使の必要性も考えられるが、夏季の電力ピークは通勤 ・通学のピーク

と重複しないため、社会的に7 イナスとなるような直接的影響は少ないと期待される。

(D) 待機電力の削減

待機電力の大きな家電や'屯子機探の屯跡、コンセントを抜くことや便利な機能をオフにすること

は有効である。最近では、例えば DVDやブルーレイレコーダーの起動時間を速くするモードで

の待機電力は JO~20W であり、それらモードの解除やコンセントを抜くことで 10 万 klV程度の

需要削減が可能と概算される。また夏季の電力ピーク の時間帯に炊飯をする ことはあまり怨定

されないが、保混するのではなく食べる分だけ炊飯したり、冷まして保存し再加熱したりする

ことで夏季の屯カピーク時間帯における需要を削減できると期待される。

(E) テレビ視憾の停止

現在、 j血デジ対応のため、省屯力型のテレビが十分に普及したものと考えられるが、それでも

テレビは 1001V程度の亀力を消費する。氾カピーク時にテレビ各局で、「テレビを消すことで節
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tEに協力できますJ等のテロップ表示、 ACの CMや電気メーカーの CM節電などにより l呼び掛け

る。総視l偲率から昼間の時間帯でも 5世帯に 2世帯はテレビを視聴していると概算され、その

うちの l世帯が協力することで 40万 kWの需要削減が可能と概算ーされる。また、消函モードで

音声のみ|羽くことも消費氾力を半減する効果があり有効な対策である。

4.電力需要の時間的・ 空間的シフ ト

次に、.~u:力備要の 11寺間的シフトについて検討する。 現在、いくつかのj苫舗等で営業時間の短縮等の対

策がなされている。これらは停電対策として機能する場合もあるが全く効果がない場合がある。例えば、

24 I時間営業の応が営業H奇問を 10 時 ~19 11寺に短縮したと しても、総mカ使用:li¥;の抑制には得与するが、

屯力指要ピーク 11寺の使用量の削減には寄与しない。またレス トラン等で営業時間を変更することで仮に

ピーク11寺に需要が集中することがあれば、停'芯対策としては負の寄与がある。以下にあげる対策はいず

れも、夜間や休日といった平日昼間と比べ電力需要が相対的に小さい時間、もしくは、電力供給に相対

的余力がある地域へと電力需要をシフトさせるものである。 したがって、万が一その方策が総使用量を

If/やすものだとしても、電力供給余力のある1I1i'Ii¥Jや地域へ、電力需裂をシフトさせることを真剣に考品E

すべきである。ただし、空間的シフ トに|刻しては、設備や生産の移転といった梢造制強には時間1を要す

るため、今夏対策という点では、取り符るオプションは|彼られるかもしれなし、。以下の対策を実施する

ことで、 時間的シフトにより 520-570万刷、空間的シフトにより 75-145万 kW、合わせて時空間シフト

により 595-715万 kWのピーク電力需要を削減可能と期待できる。

4- 1 電力需要のl時間的シフト

(A)休日のシフト

前述のように、平日と比較して週末は屯力供給能力に相対的余力がある。そこで、各業界の全

面的な協力 .iili鋭のもと通常土問の休日を夏季期JI¥Jのみ月火、水木などとシフ トすることで 270

~320 万 kW 程度の fil J減効巣が期待できる。

(日)勤務 1I~i'問のシフ ト

現在交宅約IiIJではなく昼間のみ稼働させている工場 ・研究所等を夜間運転・夜勤に切り替える。

*泡管内 ~ 000-4400 万人中のうら、例えば、大学での深夜研究 ・ 夜間授業などの検討も含め、

200万人相当の勤務H寺|問、ンフトにより 150万 kWの削減効果が期待できる。三交替 ・二交替の勤

務の場合でもピーク1時間帯に数時間の協力が可能な業態も呼びかけたい。深夜勤務手当に相当

する補助や減税などの施策、，1i:III等公共交通機関の深夜 (24I時間)運行の検討が求められる。

(C)昼休み長時間化 ・在宅勤務 ・フレックスタイム制の推奨

勤務時間を昼夜逆転することが困難な業種にあっては、昼休み時間帯を 2~3 11寺問と長H寺間化し

たりピーク時陪]1=A:に昼休み11寺間千11を取ったりするような、勤務シフトを組むことで 100万 kW

程度の需要削減が期待できる。在宅勤務による勤務l時間の裁量を).¥'/すことや、 lIi!l天のLl二後は半

休を取り雨天 ・iEF天lI!iにその分の仕~J;をするなどのフレッタスタイム制を推奨することも有効

である。
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4-2 電力需裂の空間的シフ ト

(A) サーバー類を西日本や北海道へ移設

通信やデータサーバー等はユーザーにとって見えないインフラであり、どこに設iEされていて

もほぼ影響はなし、。そのようなサーバーを;主力供給に余裕のある地域に移設することで 10-30

万 kW程度の需要削減が期待される。

(B) 居住地変更

産業界では経済活動を麻姉させないために、'，~8:力供給に不安のない地域に生産を移すことが検

討されている。 その際、 エネノレギ一日'1~~ìlírJ減の観点からは、単身赴任ではな く 、 家族全員が引

っ越すことも箆要である。現在の束泣管内からの単身赴任家庭および今後の勤務地変更がある

労働者に家族ごと居住地を変更するインセンティブをつけることで、仮に 50万人が居住地を変

更したとすれば最大 50万 kW、100万人であれば品大 100万 kWの需要rilJ減が見込まれる。

(C) 高等教育における園内 ・海外留学 ・インターンの促進

大学 ・大学院などの学生を中心に、夏季JVJllII、首力供給に余裕がある圏内の他大学での研究交

流や、海外留学、園内 ・海外企業でのインターンなどを積僚的に奨励することで、東電管内の

電力需要の削減が可能である。学部教育における他大学での単位記、定の促進や休111世中の州省の

奨励なども含め、通常よりも 10万人余分に管外に移動したとすると最大 10万 kWの将嬰削減が

見込まれる。現在、原発事故lこイ料、渡航を見合わせている留学生に対する他地域への来日の瞥

定仮り替えや大学附l単位認定なども含め、機々な施策が有効であろう。

(D) 他地域への観光誘導

夏季における長期休暇の取得を奨励するとともに、他地峻への観光を誘導することは需要削減

につながり、地域振興などとiili脱した胞策となりうる。このことによる定常的に 5万人分の旅

行者摘があったとすると最大 5万 kWの部要削減が見込まれる。暑い日は涼しい地域への観光や

少'I~O:力消費型の娯楽施設を安くするなと・のj応策も有効である。

5. 提言

以上の分析に基づき、我々は以 Fの提言を行う。

1 )大規模奇|闘停'20:回避のための方策の協調的実施

今IITI、我々は大規模計画停電回避のための方策として、 電力供給力の増加、 電力需要の削減、 電力需

要の時間的・空間的シフトを提案し、それぞれのピーク電力需要に対する効果を 365万刷、 280万刷、

615万 kWと概算した。それぞれ、 120万w布、 90万世帯;、 200万iJ.t借分以上に相当する。数値の脱皮、

各方策1111の相乗 ・相殺効果、実現可能担|に議論の余地は大いにあるが、生活 ・経済に支障をきたす大規

模な計画僻むを極力回避するためには、 iìiに供給プJの年)~~Iや需要削減だけでなく、電力fi!;~:!lliを時間的 ・

空間的にシフトさせることが不可避であることを示した。提案した方策は、明日から容易にできる こと

と少しH寺聞がかかるもの、大きな努力や仕組みづくりが必要なものを含んでいるが、過度のガマンや経

済の干:;~rm を伴わずに哀のピーク t底力に対応するための指針となるものと信じる。 ~守に電力 i古安のH寺r::J

的 ・ ~rU J的シフ トを無理なく実胞するには幅広い IY.J係者ーの協制的な行革IJが不可欠であり、i'1i.官民を挙げ
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ての協力 ・仕組みづくりに早急に取り組むことを提案する。

2 )電力需要データの開示

'~Il力需要の見える化が重要である。 3 月 22 日より、東京氾力において'~Úカの使用状況が日時間当たり

の平均需要グラフとして兇える化されたことは評制1Iに値する。今回は、危力的・袈をシフトさせる効果に

ついておおまかな試算を行ったが、屯力需要の見える化により、 具体的にだれがいつどのようにシフト

させるか、その効果はどのぐらし、かということについて検討が可能となるだけでなく、なぜする必~が

あるかを各人が判断し、納得した上で、行動することができるようになる。また、さらなる見える化努

力として、よりリアノレタイムに近い形で情報提供することにより、消j'J:者が組、定外の大規模停mを避け

るために効果的に行動することが期待できるであろう。節也の方策を継続的に級輸する上でも、'i'tj;灼 -

i電力の別、および地j或別に電力Wr~要をリアノレタイムで見える化し、 t定供されるようにすることが重要で

ある。さらには、 一ヶ月後、 二ヶ月後の平日 ・休日 ・天候ごとの電力需要予測結果を見える化すること

も工場や応舗の営業剤師等の策定に重要であり、直近数年程度の電力需要の詳細を開示することを提案

する。

3) 電力供給中期見通しの提示

現在、今夏の発電容量見込みに関しては報道されている。今夏を乗り切るために、電力需要の時空間

シフトが必要であるが、では例えば、会社員が西日本に移転するとしていつまで移転を続ければ良いの

であろうか。現在、経済面で懸念材料となってきているのは、見通しが立たない中での、企業の海外流

出である。見通しが不明であるために、必要以上の流失を招く可能性が出てきている。限度は向くなく

とも今夏以降~数年後までの見通しを示すことで、国民や企業に対する指針を提供することは重要であ

る。新たな電力供給源の製造や建設について、 一電力事業体のみならず官民一体となって議論し、成案

を得てそれを示すことを提案する。

(本提言は、 201 1年3月28日理事会幹事会で承認し、公益社団法人化学工学会の提言とした。)
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有li泣 l 提言執筆者リスト

古山通久 九州大学稲挑フロンティア研究センター/カーボンニュートラノレ ・エネノレギ一国際研究所

梶川裕矢東京大学大学院工学系研究科

加藤之員一 東京工業大学原子炉工学研究所

菊池康紀東京大学大学院工学系研究科

窪回光宏 名古屋大学大学院工学研究科

中垣隆雄早稲田大学創造理工学部

福島康裕 台湾国立成功大学環境工程学系

松方正彦 早稲田大学先進迎!工学部
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有liild2 : il足業 ・家庭の'i1J:力使用者似11の方策効果概算値のまとめ

2.電力供給力の増強

2-1 太陽光発電

呈ニL童童基盤

万kW

50-75 

5 
2-3 風力・ヱネファ ム・その他分散電源

2 4 防災用自家発電装置
10 

300 
3 電力需要の削減

3-1.省電力機器の導入 (A)冷蔵庫(買い替え促進、節電協力) 60 

20 (B)照明(買い替え促進、消灯)

(C)エアコン(買い替え促進、 フィルヲ掃除、節電 50-1∞
(D)電気ヒートポンプのガス化(オフィス・家庭 40

3-2行動・ライフスヲイルの変化 (A)自動販売機の夏季期閉またはピーク時間帯停止 2-25 
(B)オフィス・家庭のパソコン利用の工夫 15 

(C) 1電力ピ ヲ時の電車の間引き運行 20 
(D)待機電力の削減 10 

(E)テレビ視臆の停止 40 

4 電力需要の時間的・空間的シフト

4-1 電力需要の時間的シフト (A)休日のシフト 270-320 
(B)勤務時間のシフト 150 
(C)昼休み長時間化・在宅勤務・フレックス';lイム伽|の推奨 100 

4-2 電力需要の空間的シフト (A)サ-/¥一類手西日本や北海道へ移設 10-30 

(日)居住地変更 50-100 

(C)高等教育における圏内・海外留学・インヲーンの促進 10 

(D) 1也地域への観光誘導 5 

計 1217-1435
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相iiJd3 系統泡源の供給力増加のための方策

A3-1 周波数変換による 60Hz地域からの送電

供給力が不足する東京氾力管内の周波数は 50Hzであり、 '.1コ制l'lli:カ ・北陸氾力以西の 60Hzの泊気をそ

のまま送電できない。佐久間 (30万 kll')、新信濃 (60万 kll')、東清水(10万kll') に50/60Hz周波数変換

設備があり， J.先にこれらを経由して中部活力は 100万 kWを融通している。周波数変換所をこの夏に向け

て新設することは工JUI上不可能で、 1If1:-あり得る増設は、 JI~tl!Í"水変 'ilî:所である 。 .!Ulì'í:水変電所では周波

数変換の容量自体は 30万 k¥¥'あるが、送氾線の増設が計画段階にあり、この敷設の前倒しは急務と考え

られる。また、 5月までに、東li';水を 13万 kll'へ前倒しi割強することが既に報道されている。

A 3 -2. 60Hz 水力発泡所の 50Hz化

周波数変換による送電だけでなく、 601lzと50Hzの坑Jf!.付近の発泡所において 50Hzで発電して直接送

tEする努力もなされており、実際に，日1;1四電力では長野県の倒l岳 ・:Pl党の水力発泊所を 50Hz化し 7万 kll'

をJRJ;(電力に送電する準備を進めている。 また、中部電力からも泰阜水力発屯所から 2 万~4 万1<11'、佐

久ru].秋葉系水力発電所から最大で 23.1万 1<11'WEに融通されている。

A3-3 北海道 ・本州連系設備による送電

現在、海底ケーブル 3本が敷設されている北梅道 ・本州辿系設備を通して、北陶道o:u:.1Jから東北'i'l1.1J

を経由して送電することができる。北海道地力も 50Hzではあるが、木州の 50十1zとは問JUIしておらず、

北海道 ・ 本州連系は直流送電で容赴は 60 万 kll'となっている 。 北海道は夏の冷房lJ要は小さく発'，~IJ:容公

に余裕があるため、これまでも東京電力符内への送屯実績がある。現在、 さらに 4本目の海底ケーブノレ

の上旬設計画中とされるが、工期短縮のために青函トンネノレを活用し、変換所を増容量することで約 30万

klV程度のt邸主が早期に可能ではなし、かと考えられる。 30 万 kll'の i泊設で 600~900 j 年 1"1 との試算もあるが、

将来的な電力供給余力の磁保に r~1 けて縦iiliすべき である。

A3-4 常用自家発電機からの余剰'''[]:)J送電

大きな工場や特定規模'~U:気事業者は 1;\' )H 自家発電機を持ってお り、工場内の氾力需要が低い時や屯力

需要のひっ迫11寺には逆潮liffLにより東京';.[力に完屯している。大口の事業所は夏季において余力がない場

合が多いと考えられるので、 小口の事業所の'1"で余力のある併l所や逆潮流なしの契約事業所の洗い出し

により供給誌を地やせる可能性はあるが、供給可能訟は精査する必要がある。

A3-5 火力発電の増設

東京電力では 30万klV程度のガスタービン発'，11設備の明設による火力発泡容誌のl曽強を発表している。

これは現実的には数百~数千 kll'のものを数十台導入する音H!!Ii と 推定される。 運転開始まで数年かかる J，~

新鋭の火力発泡所の発'，'[1効率の 6j伊l程度の効率しか見込めず、将来的な発泡コスト ・省エネ .sfl坑負荷

の観点からは望ましくなし、。 また、.~u:力系統の周波数統一の可能性も再度模索する必要があると考えら

れることから、 60Hzに対応可能な設備として導入することの重要性も指摘したい。

A3-6 火力発屯のレンタノレ

タイの電力公社からの申し出で 12，2万 klVの発電設備一式を 2セッ ト、日本への貸し出し移設が計画

されている 。 発電設~1îiは日本製で、何年から稼働しているが、ピーク |時を除いて使われていないため設

備を無償貸し出しとの紛道されている。

11 



補遺4 改訂履歴

3月 28日初版

4月 5日 改訂版

1 有識者からの指摘を受け、電力需要のi時間シフト(勤務時間のシフト)の影響を精査、修正

2. A3-6 火力発電のレンタノレを迫力H

4月 13日改訂 2Jl1Q 

1 有識者からの指摘 ・協力を受け、分散電源(エネファーム ・その他)節電(冷蔵庫、照明、エア

コン)、自動販売機の夏季期間またはピーク時間干Wf字止、オフィス ・家庭のパソコン利用の工夫、

テレビ視聴の停止、シエスタ ・在宅勤務の打L奨、サーバー類を西日本や北海道へ移設、単身赴任

でない居住地変更の項を改訂(項目名は改訂前)

2 京電管内の概算人数 ・世帯数を記載

3 補遺 2に幅を持たせて記載

一12ー



化学工学会緊急シンポジウム

東日本大震災に伴う震力不足対策に関する緊急提言
一計画停電を最小限に食い止めるために

2011年4月18日@早稲田大学国際会議場

シンポジウムの企画趣旨・概要

松方正彦(早稲田大学)

夏場の大規模な計画(輪番)停電はなぜ問題

-経済活動の制約+景気の後退+復興への悪影響
.1まめ殺しの窓のオフィスピル、ホテルの冷房・換気停止
・生産活動の制約(半導体、 セラミックス)
・高層ビル(オフィス、ホテル)のエレベ-~ー停止
・大電力消費施設の休業

・地織社会・一般家庭への影響(含経済的悪影響)

・冷蔵庫・冷凍庫が使えない(商庖街、家庭の生鮮食料品、冷凍食品
など)
-外食産業
・社会的・身体的弱者へのしわ寄せ(ひとり暮らしの老人、病院など)

・初等・中等・高等教育への「長期的J影響

・夏場であるからこそ、冬場よりもさらに問題
・ましてや、不調IJの広域停電を起こすと.

13 



この夏に計画停電は避けられるか
-政府案

-夏までに4，500万kW(東電発表5，000万kW)確保

-節電対策の実施

-大口需要家 25%、小口業務用 15%、一般家 庭 15-
20% 

-大口需要家にはペナルティも(電力の使用制限令)

疑問点 品
.:¥1までに本当に4，500-5，000万kW準備できるのか

-どの数字(政府、経済産業省、東電発表)を信じたらよいか
-いつまでに、どこまで電力供給力の増強が可能か

-節電対策について
-この割合で計画停電を避けるのに充分か
-そもそも電力需要の基準は何か(いつの需要を100%とするか)
-大口需要家に対する電力統制令は有効か
-電力統制令はフェアな対策か(電力消費を抑制できる産業と困灘な産業
はあるか、これまでの省エネ跨力に差はないか)
-小口需要家や一般家庭では、どのように節電策を実施するのか(法的強
制力が働かない)

-いつまで(何年後まで)我慢しないといけないのか

今何が起きているか、何を検討する必要があるか

寄曹のピーク lii逗l材開

書聖曲線

火力鍵電

o 6 

tbll ; JU・"ト鳥~lt r.司'"""町
漁協JdtJぷ強TfST・2闇

-14一



6，000 
-・・圃.-

機器電力需要の削減:170-220万kW
(例冷蔵庫・照明エアコン等)

行動・ライフスタイル変化・ 87-110万kW
(例ピーヲ時の自販機・電平機器利用の停止等)

電力需要の時間的シフト:520-570万kW
(例休日・勤務時間昼休みのシフト)

電力需要の空間的シフト:75-145万kW
例サーバーや居住地の変更、観光誘導等)

7，000 

5，000 

5 
~ 4，000 

剛
雌
-R ':>，uuu 

脚

3，800 

2，000 

(例非常用電源、太陽光・蓄電・
エネファーム等)

東京'電力等準備予定 850万kW
(例他会社'IPPからの融遇、火力増強等)

推定夏季

最大電力需要

(5，500・6，000万kW)

3月下旬

電力供給量

(3，800万kW)。
2011年 2011年

ピーク需要予測 供給力予;RIJ

解決すべき問題点

非常用発電機の活用を例として
・逆潮流には系統連系の制御、落雷などの事故を検出して発電装置自
身を停止させる、単独運転防止の制御必要

+発電装誼の‘ノフトウェアの改修

-燃料が数時間~数日しかもたない
→サプライチェーン(燃料輸送・保管)の問題

.所内に電力供給を行うと系統側の需要減

→系統連機用のソフトウエアの改修

法的規制

騒音規制法
燃料貯蔵発電機燃料の指定数量

連続運転
72時間連続運転が標準的メーカー保証時間

超長時間運転対応には改造が必要となることも

ro
 



東京電力管内の電力不足対策
首都圏のアクティビティを極力落とさない対策を!

-東京電力は2011年車には6.000:万kW害泡備する止しているが.“

・宜主亙皐l孟今年の変だけではない可能性
・大規模な発電所はすぐには建設できない
・応急対策のGT発電、効率の低い旧い火力の寄与が大きくなりすぎると、将来に禍根を残す可

能性

-今年の夏だけではなく、これからもずっと(5-10隼}鐙i三主圭血盤に対策が必要

寛容 痛みを伴う対策の享受

協力 産業界・民間の合意形成
(勝手に節電しても効果薄いー平準化が重要)

決断 合理的対策を迅速に実行する強いリーダーシップ

-j十四停電 vs需要家、 一般家庭に痛みを伴う対策

バランスの決定 リ ゲーシップ
納得性 情報開示、信頼感醸成

・節置できないことに対するペナルティより、節電へのインセンティブを

東北電力管内も同様の電力不足の可能性

計画停電や不測の広域停電を避けるためには

4月下旬をめざした対策の取りまとめ(政府)

・効果を定量化した対策の総合的なとりまとめ

・真華な協力関係の構築と強いリーダーシップの発

揮

-政府
・経団連等業界団体
.労働組合

・関連分野の専門家
.一般社会

を今すぐに!

16 



これからのことも考える必要
-これまでは、電気がふんだんに使える生活

-これからは、 電気の使用に気を配る生活

-原子力発電の将来見込み
-従来は電力の不足分は原子力で補う

-当面は原子力に期待できない

-応急対策は

-停止中の火力発電所の再起動

'GT発電を世界中から導入
-いずれにしても、効率の決して良くない火力発電

-盤霊

-エネルギー供給利用技術の将来像の検討を同時並行で
-応急対策が今後10-20年の我が園のエネルギー供給体制の将来に大き
く影響する可能性

-二酸化炭素問題はいつまで棚上げできるか
-都市と地域社会とのバランスの良い共生と、分散型エネルギーシステム

について議論を開始する必要

17 



2011年4月18日早稲田大学国際会議場

シンポジウム回東日本大震災に伴う電力不足対策に関する緊急提言

一計画停電を最小限に食い止めるために

今夏および数年間の電力供給見込み

中垣隆雄

。⑤
阜稲回大学創造理工学部

School 01 Creative Science and Englneering， Waseda University 

震災後の最大電力供給力に関する動き
tfiJ穿産業王室「震度111;ウ管内の今後のSFJウ宗品~Jfl.iA U::.対応/ごつi1で 3ft125 B 
【供給面】

① 今夏に向けた短期的な対応

・火力発電所(被災施設、定期検査中、長期停止中)の復旧・立ち上げ
.緊急設置電源(ガス告ーピン等)の新設

-自家用発電設備(自家発)からの電力購入の拡大

・電源車の増強など
② 中期的な対応

・火力発電所等の新設・増設

・地域関連系線の増強

・太陽光発電・分散型電源の導入促進など
正喜主宰s.M省'iIJ'カ穿紛対策の膏手昌吉 4ft17B

[需要面]

大口需要家電事法27条発動に言及I 同業・異業の複数事業者が共同で使用抑制を図るスキームの導入
を検討具体策の公表

500kW未満の小口需要家 20%のピーク電力削減目標空調照明機器の節電。営業時間の匁縮・シフト
などを盛り込んだ個別行動計画を策定するよう求める

家庭 15%程度の削減を目標，自治体や教育機関などと連燐した節電対策の実施を促す節電インセン
ティブ検討

【供給面】
(1)共同火力、 IPPを含む火力の復|日・立ち上げ
(2)ガス合一ビンの新設

(3)自家発からの電力購入拡大l 東電エリアで500万kW以上，東北電力エリアで50万kW以上の務増
鹿島共同1号機!常磐共同9号機と自家発余剰についても全1087社を対象とした調達で可能性を追求

。。



4月8日東電発表の需給見込み

h口川'/www.tepco∞jp/ cc/ p ress/betu 11 ~/i m ages/ 11附 b.pdf 也1竺
各週の需給見通し(来週以降、 8週間分)

(万kW)
6.000 

11~1脚力 JI 治大nu
5，000 

4，200 4.210 
'1，000 

主笠.... 旦--
ト-3，750

3.000 

2.000 

1，000 

4，170 4，030 4.080 4，140 
3，910 

主主且 主位E 367旦 込鐙E 主笠旦

4，180 

込担金

4/9 4/16 4/23 '1/30 5/7 5/14 5/21 5128 
-4/15 -4/22 -4/29 -5/6 -5/13 -5/20 -5/27 -6/3 

※最大f'ß力は、 各週の最大押:~~:\!!.定1也供給力l立各週の平均値を記載
※ 耳障水害~1llについては 、 200Jï kWを供給力として織り込み済み

. . . '.  '-~" llIgiÐ;~' ，"ーい.一…-..'rl臥 ι … -- h tE ド 時国間同E判 ・剖叩ωc 白山間企~ゐ Ir.品。叫W山由U前日 r叫つ λ ‘ I 

本講演で扱う電気事業者

ここでは，電力供給として数十万kW以上の供給力を持つ

電気事業法第二条の事業者のうち，

一般電気事業者:東京電力の自社発電所(原子力，火力)

・卸電気事業者目

• 200万kW超:原電，電源開発(東電管外は除く)

・みなし:常磐・鹿島・君津の共同火力，都・県営水力

卸供給事業:10年 x0.1万kW超 or5年 x10万kW超のIPP

代表例 JFE千葉，住金鹿島，東京ガス横須賀，扇島パワー，

ジェネックス， JXグループ，目立グループ，昭和電工など

-電力融通(北海道， 60Hz地域から)

| 主 時間m'I'I!'l…
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東京電力の原子力発電所サイト

福島第一+第二

10基(+2基)909.6万kW

柏崎刈羽

7基 821.1万kW

~..，局.r /lR:‘削・'.網

一/…刊Jr!IP(.1II

¥!Y 
htto:l /WWW.teOCD.CD.i口/csr/nuclear/images/olantOloh02.im 閉鎖中

子、ヤ-吋 山由土宇山ェボ却、。-……山吋…""'"哨 山二?り- I 

3.11震災前の稼働状況

|震災前後で原子力の電力供給減は 642.8万~
晃電所名 所在地 l<l出力

社員滋
ユニットNo.

出力
炉型 E転廃焔{予定}年月

(2009""2Il'日現 (メー均ー名}

1号!l <6.万kW(怪} B¥o¥R 197 1'~ 3月

2::;e提 78.<万，W(GE.決定} 8帆dミ 197M&!. 7月

在} 3弓後 7a4]jk.w(東芝} B快R 1976年 3月
福島県/x;o田 l1!京電力社員恕 4号梶 78.4nkW(目立} B同R 1978年 10月

福島罰百 大関0]&ぴ 469.6万，W 1.056各
5号健 78.4万kW(照芝} B¥o¥R 1978年 4月現貫主町 I!l力企Z民社員銭 :

4.230名 6号!l 110万kW(G:..東芝』 B¥o¥R 1979年 10F!

ア号健 '38n1<W(ー} AB¥o¥R 2016年同阿《予定}

S号偲 '38万kW(→ AB¥o¥R 2017年同月《予定}

l1!京電JJ社員館
l t-~ !I 110万kW(W，!!l 8以佼 1932'''-4月

誼島県盟;0/，'8
7176 2Ç~ 110}5kW(自由 B¥o¥R 198Mf. 2月

福島原二 fQ';:釘及び 440JjkW 
協力企某11民m 3号慢 110，月kW(東芝} B，̂R 1985'J: 6日ヨ隈町
2.92>名 4号慢 110万kW(目立} 8、'.R 1987年 8月

1号慢 110JJkW{毘芝} B机R 1985年 9月

2号健 110万kW(毘芝J "1Mミ 1開 0'1'9月

軒潟県相崎市
1寝京電力社長銀 : 3号慢 110万，W(東芝j B¥o¥R 1田 3年 8円

結前三閣 及ぴ~J湧/，'8 821.2万，W
1，147名

4号慢 110:万kW(目立] 8帆R 1回 MJ' 8月
I!lJJ企主11民放

~J~号付
8.421名 SG慢 110:万kW(目立} B¥o¥R 1骨 orF.4月

6 r.;~ 13S.6]jkW(只 芝 目 立 直} ABIIIR 1曲 師 11月

7q~慢 13S.6nkW(目立・民2 怪 } AsV官 t曽川ア月

束通 時ロ県JI!湯村 l1!京電力11民" 1号線 138.5万kW{-) AB、̂R 2017年 3月仔，田

{怠工準震<T' 大字小田野沢 曲名 2号縄 1却 5万kW(-} ABIMミ 2020年即掛{予定}

h枕p://www.tepco.CD・jp/nu/index寸html

--~. ・‘‘

軍帽国文学創LN工字L~同副"".，伺tIrn:!!rn問。~抑制PWU，t.51ImWf t!!')
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柏崎刈羽の定期検査
電気事業法第54条

原子炉など 1年1ヶ月を超えない

タービン 2年1ヶ月を超えない

原子力の場合の停止期間(実績)

長い場合1年以上

短い場合1ヶ月 -1ヶ月半程度

柏崎刈羽

1号機 H22.8.4終了，次回H23.9.4までに冷温停止

2号機 H19.2.19-未定配管サポート，天井クレーンなどの耐震補強工事
3号機 H19.9.19-未定 90%以上完了

4号機 H20.2目11-未定配管サポートの耐震補強工事

5号機 H23.2.18終了

6号機 H23ふ9

7号機 H22.7.23終了次回H23.8.23までに冷温停止

h社p://www.tepco.co・jp/ n u/k k -n p / ch u etsu/ d ata/ta ish i n. pdf 

た 吟符 r吋:吋交!十手一学的布市μ雨前長時;号号11記J郡山管内部ペコぞれさか叶

:¥世久間F.C

50Hz基幹電力網

北本連系50一(DC)-50Hz変換東北電へ60万kW
FCでは印ー(DC)-50Hz変換 3力所 103万kW
巨大な光サイリスタ整流器(新信濃)↓

腿iIl敏史儀所
東日本の50Hz系統と西日
本の60Hz系統l立、静岡県

佐;<:/11130元kW及び長野県
新信通60万kWの商周波

敏変換段備で連系されて
いる.

~21 ー

掴園 切万V，)!電持
・園 27.S-'&7万VJ!'.電線

直理連系惜

・ 主ll'~電所 「品閉1fi
栂埠附置揖yfi(F.C.) 

h 叉E霊f員同

東芝霊電の歩みより

(出所)電気事業連合会



東京電力の火力発電所はどうか?

川崎火力発電所 150
東扇島火力発電所 200

横浜火力発電所 332.5
百火力明書置所

南償浜火力発電所 115

償須賀火力発電所 227.4

l最大1025万kwl

|最大1139万kwl
単純合計(発電)

最大3864.5万kW

|最大1700万kwl

中央火力事議所

品川火力発電所114
大井火力発電所105

東此力事liI所

千京力発電所 288
五件火力発電所 188.6

師崎虫力発電所 360
袖ケ浦武力発電所 360

.海火力発電所504

単位 万kW

東京電力火力ホームページを元に作成，現在閉鎖中

供給力マップ

単位万kW+は純渇水分)

東電水力 457(+442)

電発・県営水力 52.5(+252.5)|新潟

栃木群馬

多摩山梨
相崎刈羽

新信濃FC 60 

水力50Hz化 34.1

佐久間FC 30 

東清水町 13

北本連系60は東北応援
グレーは期待なし

相篤共同 200

原町(東北電) 200 

福島第一 469.6

福島第二 440

広野 380

首都圏
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供給力の単純合算
一般と卸電力事業者の合計値 今夏 2012 備考

万kW 万kW

常磐共同 30 145 

鹿島共同 18 140 (住友金属)

東電火力 3165 3865 (鹿島全，広野復旧)

電発磯子 113 113 

君津共同 45 45 (新日銭共同約1/2)

柏崎刈羽 491 491 (そのままと仮定)

電発水力(自然+混合) 9 9 (渇水がリスク)

東電水力(自然+混合) 457 457 (渇水がリスク)

県営水力 (自然) 44 44 

関電・中電水力50Hz化 34 34 

60Hz-50Hz変換融通 103 103 

レンタルGT(タイなど) 54 54 

合計(所内率3.8%) 4396 5298 

純揚水(東電・電発・神奈川)合計 695 695 (夜間余絡による)

」れLさら1=IPpから320程度上積み可能

J 戸 T lGl・~調E ・咽 E吻納働rw:iayC.ø:HtI'@!g唱。w...，;. 

大規模集中発電用ガスタービン

ガスタービン単体(シンプルサイクル)では:効率が40%以下であるため，蒸気ター

ビ、ンと組み合わせた複合サイクル発電システム(GTCC)で使うことを想定しており，

熱効率は55%を超える 最新鋭は60%(LHV)に到達している

ガスタービン出力と 単純 複合

熱効率の一例 出力MW 熱効率 出力M W 熱効率

M701F 312 39.3% 465 57.5% 

ニ菱重工 M701G 334 39.5% 498 59.3% 

M701J 460 670 <60% 

5109FB 279 38.0% 413 58.0% 

GE 5209FB 825 58.0% 

S109H 520 60.0% 

SGT5-4000F 292 39.8% 423 58.4% 
5iemens 

SGT5-8000H 340 40.0% 530 60.0% 

東電火力はLNGIこかなりシフトしており，発電効率30%台の老朽石油・石炭焚き

の汽力発電(蒸気タービン)の稼働率はこれまでは低かった

| 咽間創造目白山川町抽咽岡町内 W叫… |目
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大型ガスタービンの製造ペースはどうか?

直接震災被害のない三菱重工の場合10年で150台ほど出荷

複合発電の場合， 蒸
気タービンと巨大な廃
熱回収ボイラも必要
費用は度外視

http://www.mhi.co.jp/story/gasturbine/story.htm I 

|ヲT 二τqア九万一一一一戸山l………7一一，..…- I 

発電プラントの工事は，概ね2年

吉田宮崎井よ 「海外EPCプラント建設鋸付け技術J。東芝レビューVo1.59.NO.12(2004) P45より

24 



東京電力の電力量の推移

3500 

3000 
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4二

よs必 2000 

判~
酬 1500 

干ミ
脚 1000

500 

O 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
-500 

東京電力サステナピリティレポート2010より作成

刊一四耳目白咽~白山川町。町山町叫 」

原子力→火力代替で℃02排出2害IJ増
東京電 万t-C口、 10750 2009韮クレジット除〈

E電 ミ~l力量{全体) 償 kWh 2802 フnnq主事EtCオfート二上
|目 E電 3た日 の{ 0.384 

1国" lco‘緯出量 万t

(万)t 354 25958 2.352 833 
(万)kl 305 41031 2.939 896 

kl 132 38209 2.614 345 
NGl kl 4 34608 2.320 9 
lNG/lPG t 1875 51447 2.633 4937 
都苛lガス Nm' 12 41868 2.141 26 

l合昔 7046 
発電端 方 t

原子力 20 D 809 162 
水力 11 D 101 11 
lNG C/C 474 376 
NG ST 599 476 
百i 738 695 
5i 943 864 
l' 430 341 
東電火力 454 1612 1551 

力 毘失 万kW 642.8 . l用a 83% 

旦:力笠で盟代盆替室し主1 盆万出tonι 446.7 
. 2009年のデ ヲは東思電力サスァ

，排出地 2030 ナピリナイレポ ト2010より作成

18.9% 
. 発電方式燃料のcをo用z排L出量係数は

bたり H丑 0.456 電中研報告Y09027 、た

何回~rtiit<X4riil rl'il.'f翻園 田t+!.J!!.'hE国盟国.:;./沈端麗圃
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4月中旬の電力使用状況
{万附

6，0::0 
4月12日(火)の状況

5α:0 

現在の首都圏の節電状況で，前年実績との差は
約500万kW

ピーク供給力4100万kW
4α:0 

3.0::0 

前年相当日

2，α:0 

1，αE 
o 2 3 5 6 e 10"  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

(時台〉

4月12日宮崎30分 E斬 4J'112日 1時05分 更新

本日のビー勿寺供給力 4，100万kwll本日の予想最大由主 3，500万kW(18時- 19時)

最高気温と最大電力との関係(2008年)
T∞。

e ωo 

東京電力プレスリリースを元に作成

" 最高気温は東京管区気象台発表

最

高S剛

力

万

品4刷

nmZ
鼠
温

。
平
等
気
温お

3ω。

最高温度と最大電力

i 110
Cで111万kW

(2008年の場合)20 

2∞。 " 
"崎 " 仁霊璽E

ミ，a

圃圃・圃 主休園 6100

主6050

R 印∞

-R 5950 

寝59∞
~I'l 5850 

6150 1 3 5 1 g 11131511 1921231日6212Q 31 2 ， ¥1 8 10 12 14 1 ・ 1 821) 222~2・ 2830

最高温度上位5日のデーヲ

y = 111.12x + 2178.5 
R2 = 0.9821 

日付 曜日 最大万kW時刻 最高気温。c
2008/8/8 金 6089 15・00 35.3 

2008/8/4 月 6025 15:00 34.5 

2008/7/25 金 6008 15・00 34.5 

2008/8/7 木 5991 15:00 34.2 

2008/7/24 木 5847 15:00 33.1 

5800 

32 33 34 35 36 
最高気温℃

. ふえいこ川弘山lIl ~nJ想íItIで吹雪思想向日liIIliiI刊明白川叫ぬ叫" 31川:公園
カ、ぃ5 W 調II1II
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近年の最高気温と最大電力との関係

近年の歴代最高温度と愚大電力デ ヲ

記録日 曜日
最大協力 景品気温 最高温度l

O
C上昇で最大電力は

万kW 。C
110万kW程度(原発1基分)増加

1999/9/1 水 5925 34.2 

2000/8/3 木 5924 33.9 
最高温度と最大電力1

0
Cで103万kW2001/7/24 火 6430 38.1 

2002/8/1 木 6320 35.6 (多少荒いが，ほぼ感度は閉じ)
2003/9/11 木 5736 33.2 

6600 
2004/7/20 火 6150 39.5 y = 102.98x + 2338.9 

2005/8/5 金 6012 35.8 IJER K 6400 R' = 0.5611 • 

2006/7/14 金 5806 35.0 6200 • 2007/8/22 71く 6147 37.0 -R 60∞ 
2008/8/8 金 6089 35.3 官4a5800 •• • 2009/7/30 木 5450 33.2 

2010/7/23 金 5999 35.7 
5600 

5400 • 東京電力プレスリリースを元に作成 32 33 34 35 36 37 38 39 
最高気温は東京管区気象台発表 最高気温。c

※H211ま冷夏で少ないが，気温感度 2001年を更新しない理由
は同じく100万kW/10C 離脱需要!冷房COP向上，高断熱住宅l 景気低迷
H22 (昨年)は詳細デ )zやでんき予報なし

>.曹、..
-、 ...YoI..~K.ltJ. ，IS.f.t:;;fflIRW.… 

まとめ
全夏
・東電と卸電力 +IPPで4700万kW，揚水を使えばピークのみ5000万

kWの供給力は確保できる可能性ありなお，夏後半に柏崎刈羽で
245.6万kW確実に失う

基生且隆
・ 原発現状維持，火力全復旧，水力・揚水フル稼働+IPPの応援を総

動員すれば，数字上は6000万kW可能だが，非効率な老朽火力の
依存度が高くなり，燃料費が電力料金を押し上げる要因となる

・発電効率の高いGTCCで置き換える場合，費用を度外視すれば2年

程度で可能だが，天然ガス依存度が過剰に高まり，エネルギーセ
キュリティも問題となる 電力料金も上がる理由しか見あたらない。

・ いずれにしても， CO2排出量は今後2割ほど増え，長期間固定される.

系統電力の需要

・ 4月初旬の状況で昨年より-500万kW

-最高気温l
O
Cで原発1基(110万kW)の需要増，酷暑が心配

40 

l- 均三円 恥句ft!Il"'"''ロ布団長。長訪ね苦-日古事忌....
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東日本大震災に伴う電力不足対策!こ関する緊急提言

一計画停電を最小限に食い止めるためにー

4月18日@早稲田大学

今夏の電力不足に向けての対策提言

古山通久

九州大学稲盛フロンティア研究センター
九州大学カーボンニュー卜ラル・エネルギー国際研究所

提言策定に向けた経緯

3/18"-'3/25 アンケー卜・ヒアリング調査・ブレインストーミンゲ
3/22定量概算による見込み素案
3/23有志による検討会@田町(エアコン・照明なし会議)
3/24提言草稿着手

有識者へのヒアリング継続、定量根拠の確度向上の努力
3/25エネルギー部会内の調整
3/26公表方針決定、 Web概要版作成着手

3/27提言骨子確定

3/28公益社団法人化学工学会として提言を公表

(ホームページ掲載、マスコミ広報)
4/ 5改訂版公表

4/13改訂2版公表

-・・・・・・・・・・・・・・・圃圃園田園匪塁塁比三ι一一一;ょ;一一-J

28-
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発表内容

|o理念・背景

O電力不足に対する各提案の概要と定量概算根拠

電力供給力の増強 (365-390万kW)
太陽光発電、蓄電技術、その他分散電源

防災用自家発電装置

電力需要の削減 (257-330万kW)
機器による電力需要の削減(冷蔵庫、照明、エアコン)

行動・ライフスタイルの変化

(自販機、パソコン、電車、 待機電力、テレビ視聴の停止)

電力需要の時空間的シフト (595-715万kW)

Oまとめ

休日のシフト、勤務時間のシフト、シ工スタ・在宅勤務の推奨

サーバー類移設、居住地変更、圏内・海外留学等促進、

他地域への観光誘導

理念

緊急性と中長期ヒ、ジョン (3月23日)

年間電力需要のピークは7月下旬""'8月司3ヶ月以内の対応

この対応が今後2-3年どころか10-20年の初期条件となる

※ (できないが)ガスターヒ、ン発電を1000万kW作ったら20年棟働

理念 (3月23日)

過度の経済負担・経済停滞のない国民利益の本貫確保

中長期ヒ‘ジョンに禍根の(少)ない短期ヒ、ジョン

倫理・悲壮感・過度のガマンのない現実的対応

研究・実証段階技術でなく実装可能な技術
市民に許容される合理性

※参考:堀尾正靭、 「骨太なエネルギー技術体系の実現をめざして」、

実装可能なエネルギー技術で築く未来、 加藤・安永・柏木監修、
化学工業社、pp目 49-55、2010

-29ー
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提言に当たっての前提条件
(3月23日)

0現状(原発の対応、電力供給の状況)は踏まえるが、現状に対する

提言は行わない

O定期点検中等の原子力発電所の再穣働に期待しない

0東北電力については目途が立たないことから東北圏内に集中してもらう

O大規模停電だけでなく計画停電は可能な限り避ける(輪番休業も)

O過剰な設備投資をしない

03月のような過剰なガマン(空調・照明なし会議など)は避ける

or最大限」の見込み・努力ではなく「現実的/確実に/最低限Jできる
ことを中1L、{こ積み上げる
※制度などやればいいだけのものを除いては、実績をペースとする

O見込みは概算、土50%の誤差を恐れない

※削減効果の多くは(全員が実施した際の削減量) x (協力率)

O執筆者の専門知の限界は外部専門家に(付け焼刃はご容赦を)

0多くの困難な理由を並べるより1つの協力してもらえる可能性を提示

5 

背景:冬季平日の問題
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急増する需要への

」し 白火力発電所の

間 1出力追従も諜題

tl〉〉くf

暖房需要

(主にオフィス等)

ユ
‘ • 

‘砂 ‘-----? 

通勤・通学 通勤・通学

※グラフは o 1 234  567  891011121314151617181920212223 

イメージです 時間
6 
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背景:休日には計画停電が不要
2旦l

冬季平日

剛
雌

R
M肺

. --
‘ • ， ¥
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目
減
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冬季週末

※グラフは o 1 234  567  891011121314151617181920212223 

イメージです 時間
7 

背景:春は冬よりも電力需要が低下
~ 

春平日

剛
@!E 
R 
E目

冬季平日¥ 需要が減少
，..〉f 一之二い二主〉与与三三:二二二工一に勺二.¥.¥ 

‘ ，〆ノ 司....-..、
〆.，. / 才~ 町 - 働一 七..，.，"1.......、

-ι一.‘ ， .- 一-一一一-
二「と常勤減少

、、

春週末
冬季週末

※グラフは o 1 234  567  891011121314151617181920212223 

イメージです 時間
d!1i世主，;'r'-:!l，勺 p 、れ， 8 
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背景:夏はどうなるか?
Z山且

剛
雌

R
回

時
¥
¥

冷房需要

(オフィス・家庭等)

G 

， 

夏季週末
冬季週末

※グラフは o 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223 

イメージです 時間
9 

背景:夏の需要ヒーク日はどうなるか?

剛
陣
門
h
M凹

ピーク需要日
(平日・晴天)¥¥¥

急増する需要への
火力発電所の

力追従も課題

モー 砂

通勤・通学の

←→ ピーク時には

通勤・通学 需要低下通勤・通学

※グラフは o 1 234  567  891011121314151617181920212223 

イメージです 時間
10 
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背景:電力需要のまとめ

0電力供給のポイ〉卜は以下の3点
・一日の最大需要の供給力 (kW) ※|くWh(キロワット・時)ではない

.需要の増加に対する発電所の追従性

※夜間停止していた火力発電を午前中に立ち上げるが

即座には100%で出力できない

-当面は夏の需要の対策が重要だがその半年後に冬の需要対策が必要

0季節ごとの電力需要は以下

・冬型需要は暖房需要が夕方~夜に出る(通勤は困る)

.春は冬と比べて需要が低い

-夏は13"'16時が出力ピーク(通勤・通学はさほど困らない)

.季節によらず休日は電力需要が少ない

-重のピーク需要日は平日・晴天で夏の「平均」より極端に需要が大きい

.このような議論ができるデータ公聞が進んでいない

発表内容

0理念・背景
O電力不足に対する各提案の概要と定量概算根拠

電力供給力の増強 (365-390万kW)
太陽光発電、蓄電技術、その他分散電源

防災用自家発電装置

電力需要の削減 (257-330万kW)
機器による電力需要の削減(冷蔵庫、照明、エアコン)

行動・ライフスタイルの変化

(自販機、パソコン、電車、待機電力、テレビ視聴の停止)

電力需要の時空間的シフト (595-715万kW)

Oまとめ

休日のシフト、勤務時間のシフト、シ工スタ・在宅勤務の推奨

サーバー類移設、居住地変更、国内・海外留学等促進、

他地域への観光誘導

-33ー
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電力供給の増強:太陽光発電

[直接効果]

O災害時のライフラインとしても重要な役割

07晴天・昼間に発電するためピク需要の削減

[増強ポテンシャル]

昨夏以降の東電管内既設量20-25万kW、従来

実績から夏までに30-50万kWの新設は可能

副室盈墨:
太陽光発電と合わせて電力モニタも導入するごとに

なり、 家庭内の電力消費量が見える化されるとと

による節電効果も大きい

太陽電池の設置が間に合わなくとも、電力モニタのみを設置するととも有効

既設太陽光発電のメンテナンスによる出力増強 (お掃除、 PVRessQ!など)も有効

翠墨:
周辺機器(パワコン等)の確保、設置人員の確保、丁寧な施工の保証、原料シリコ

ンの投機的価格上昇、発電のピークと電力需要ピークのずれ管外の代理屈の営業

堕蓋:
関東・東北ハの優先設置、従来の支援制度の継続と手続きの簡素化、海外メーカー

からの無償・格安提供(被災地域向け)の呼びかけ 刊 p:llwww.j間引pl凶何回刈耐

13 

電力供給の増強:蓄電技術

[直接効果]

O災害時においても重要な役割

0供給余力のある時間帯の電力を用いたピーク
放電

需要の削減

[1曽強ポテンシャル]

蓄電池としてはナトリウム・硫黄電池のみが大規模

生産中。生産容量 (15万kW/年様、増強中)と

現在の余剰在庫から夏までに新たに5万kW設置が最大と概算

副返塾墨:
太陽電池・風力発電など負荷変動の大きな再生可能

エネルギー導入の促進
火力発電等の起動停止にともなう効率低下の緩和

翠墨:
国内1企業の受注生産に近い状態 *h町 //www.ngk.co.jp/news/抑制728.html

直筆 h即 Ild.hatena町 p/amt/201∞519/N叫町hi

関東・東北への優先設置、導入支援制度と手続きの簡素化、

受注済み企業の理解(保障等?)

将来のプラグインハイブ、リッド大規模普及も視野にいれた制度作り
14 
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電力供給の増強:工ネファーム・その他分散電源

[直接効果]

O災害時のエネルギ供給の複数化(現状未対応)

ム夏季のコジェネレーシヨンは給湯需要が低く、稼働率が低い

[増強ポテンシャル]
既設・新設分散電源を平日・晴天の午後に限定して電力が最大

出力となるよう運用(通常l乱給湯需要に合わせて稼働)

工ネファームは最大数千kW。新設設備としては、工ネファーム、

ガスエンジシ・ターヒ、ンに加えて、リン酸形燃料電池(数十kW~)
ち有効。火力ペースのコジ工ネレーシヨンの容量が大きい*が、 IPP等
との切り分けが不明のため試算には含めず。

亘 主主盈墨*電力調査統計(資源エネルギー庁)
電力使用量の見える化による節電効果。

翠墨 :
余ったお湯の利用方法

電力ピーク削減のための運用モードの実施と実施の際の非経済性

堕蓋:
電力ピーク時間帯に電力供給力可能となるような運用モードの権築

全量買い取り制度特例の制定 非経済性の補償

電力供給の増強:風力発電

[直接効果]

O災害時のライフライシとしても重要な役割

ム風が弱く暑い時の電力供給への貢献

[増強ポテンシャル]

15 

風力発電所は、比較的短期間に建設可能であるが、電力会社への逆潮流ができない

ことから供給量に上限が存在する。 2012年度から全量買い取り制度が開始されること

が閣議決定済みであるが、それに向けて積極建設を控えているのが現状。その分を加

速することで10万kWl宮支の供給力増強力t司能と予測される。

副返盈墨・

翠題:
騒音、生態、影響、設置場所

堕蓋目
全量買い取り制度の前倒し

逆潮流の設備導入の支援

話再

d 

16 
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電力供給の増強:防災用自家発電装置

[直接効果]

O設備新設経費・時聞が不要

ム本当の「災害」が夏に来た時の余力の低下

※ただし夏の計画停電が続けば開院する病院

等は同様の措置が必要

[増強ポテンシャル]
非常用電源の囲内新設数~90万kW/年、寿命10
年と仮定すると900万kW。関東地区がおよそ1/3と
仮定すると300万kW力Y利用可能と概算 112部品llzzz出話:11itlr州 f

(精査の余地あり) ※逆潮流さぜない限りは、建物内の節電方策との重複が存在

副返塾墨 ・ 役所、図書館、美術館、ポンプ場、消防署、病院、 醤察、
多くのプレイヤーの「協力Jの意識 大使館、浄水場、大学、防災無線、ホテル、トンネル、

動物園、百貨庖、新聞社、通信、健康センヲ一、倉庫、
琵分の備蓄の安定供給の確保 銀行事務所気象台老人ホームマンション 此

※連続する平日の13時~16時のみ様働させるとすると、 15時間/週、
0.6日分/週の備蓄燃料を供給

直筆:
法制度の改正、「安全・安心なJ運用指針の策定

発表内容

0理念・背景
O電力不足に対する各提案の概要と定量概算根拠

電力供給力の増強 (365-390万kW)
太陽光発電、蓄電技術、その他分散電源

防災用自家発電装置

電力需要の削減 (257回 330万kW)
機器による電力需要の削減(冷蔵庫、照明、エアコン)

行動・ライフスタイルの変化

(自販機、パソコン、電車、待機電力、テレビ視聴の停止)

電力需要の時空間的シフト (595-715万kW)

Oまとめ

休日のシフト、勤務時間のシフト、シ工スタ・在宅勤務の推奨

サーバー類移設、居住地変更、圏内・海外留学等促進、

他地域への観光誘導

36 
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電力需要の削減:機器による電力需要の削減

(A)冷蔵庫(買い替え促進、節電協力打t屈では・・・・

[直接効果] 〆1r年閣の電力消費J /1 

O電力需要の削減 ¥-450kWh→51 
0電気代の低減 A 250kWh→28W 

[削減ポテンシャル] の
旧式 (100W)を最新式 (30Wr1:置き換えると10Wi削減司

能。 ピーク時間帯は冷蔵を弱にする、冷蔵庫が複数台ある家庭

Iま1つをピーク時間帯に停止、長期帰省の世帯は庫内を空にし、

電源を切るなどの努力と合わせ、平均で各世帯30Wの削減とする

と東電管内で60万kWの削減と概算 小売底の冷蔵・冷凍コーナ

ーの更新やカパー設置もさらなる削減効果

副主盈星
買い替えに伴う大容量化でさらに省電力化

空調負荷の低減

翠墨 ・
買い替えに伴う支出 (5~15万円)

麗筆・
家庭だけでないオフィス・公的機関も含めた買い替え促進

19 

電力需要の削減:機器による電力需要の削減

(B)照明(買い替え促進、消灯)

[直接効果]

0電力需要の削減

。電気代の低減

[削減ポテンシャル]

年間の照明需要935億kWh/年を東電管内で平均すると年¥"1360万
kW、うち5%改善とすると18万kW削減可能

対象は家庭・オフィスのみでなくアパート・マンシヨンの共用部や工場・信号

白熱電球・クリプトン球=キLED電球・電球型蛍光灯ヘ 水銀灯を高効率電灯へ

晴天の午後がピーク時間帯であることから消灯協力も加え、

25%の改善協力で90万kW

副主塾墨:
空調負荷の低減

謹墨: 幅 四
買い替えに伴う支出(数百円~数千円)

直筆 :
家庭だけを対象としないオフィス・公的機関も

含めた買い替え促進の仕組み

37 

白熱電球 240W
購入~400円

電気代~ 1 2 ， 600円/年
電球型蛍光灯 52W
購入~2800円
電気代~2，800円/年

LED電ま求 28W 
購入~8000円
電気代~ 1 ， 500円/年
(1日6時間使用と仮定)

20 



電力需要の削減:機器による電力需要の削減

(C)エアコン(買い替え促進、フィルタ掃除、節電)

[直接効果] バ7E〈二二二4τ工三
~260C/2rc設定の方ま

O電力需要の削減f ーコロムぶヱケJ ノ J ' ~
Lト 280

( 設{γ¥!
0電気代の低減 ぐ r岨 ーζ二コtこ"一目d¥ 崎 1<:電気のエアコンの場回)

[削減ポテンシャル] 、山と早典之こニコf

夏のピーク時間帯の空調鉛可は東電管内で500~
1000万kW買い替兎フィルタ清婦、クールビズで

設定温度を1"(高〈、等の努力により10%改善したと

すると50-100万kWの削減。大規模な買い替えや、少人数の個室の空調をやめて皆

で共通の居間で過ごすなどの留意、他の節電策による空調負荷削減により、大きな

削減効果 空調以外の24時間換気用のフィルタ清掃も需要削減に有効

副主塾墨:
フィルタ清掃で空気がきれいに

翠墨:
買い替えに伴う支出が大きい (7~15万円)

直筆:
家庭だけを対象としないオフィス・公的機関も

含めた買い替え促進の仕組み

園
21 

電力需要の削減 :機器による電力需要の削減

(D)電気ヒートポンプのガス化(オフィス・家庭)

[直接効果]

0電力需要の削減

[削減ポテンシャル]

ガスヒートポンプ (GHP)の導入実績(平均26万
kWj年、 02-05年)から、 3か月で6.6万kW導入可

能。ガスヒートポンプHPが90%電力削減ということから

EHP6.6万kWjO.1=66万kW相当分を代替に相当

仕様に対する負荷率を75%とすると、約40万kWの需要削減に相当

副盗塾星:
ガス使用量が増加

翠盟:
未普及のオフィスへの導入促進

設置費用

車重:
大型オフィスではない小規模商庖等も含めた買い替え促進の仕組み

-38 
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電力需要の削減:行動・ライフスタイルの変化

(A)自動販売機の夏季期閉またはピー竺喧厚生

[直接効果]

Oピーク電力需要の削減

ム飲料メーカーへの影響

[削i戚ポテンシャル]

現在、夏の13時~ 16時は工コ様倒昂 (17W) 。 東電管内
約130万台から2万kW程度の削減。また、今夏の削減ニーズ (10-21時)の時間

帯で考えると、全国の年間電力消費量66億4千万kWhから平均75.8万kWの電力

消費、関東地区がおよそ1/3と仮定すると25万kWと概算

副盗塾塁:
購入場所まで遠くなる、 工レペータ等使用の頻度上昇可能性あり

会議室は冷房なしで死にそうな思いをし、建物内では自販機が通常糠働している、小

売庖にものはないが、自販機は売り切れていないというおか ・ー一一

しな優先順位に疑問を感心ないで済む

翠盟:
他に飲料の入手が困難な地域が存在すれば、配慮が必要

瞳箪:
飲料メーカー等への協力要請

電力需要の削減:行動・ライフスタイルの変化

(6)オフィス・家庭のJi.、刀ン利用の工夫

[直接効果]

0ピーク電力需要の削減

×業務効率の低下

[削減ポテンシャJレ]
様働停止できるパソコンの停止(ノートPCを椿っている方はバッテリ

稼働)。デスクトップパソコン・液品ディスプレイを150Wと仮定し、
100万人が協力した場合15万kWと概算(東電管内4000万人、

パソコン使用は何人?) 200万人の協力なら30万kW

劃返盈墨:
空調負荷の低減

ディスプレイ従事者の目や肩の緊張緩和の時間帯

直接顔を突き合わせてのコミュニケーションの増加

翠墨:
ノートPC力ない方の場合3時間の間何をやるか?

(GHP空調の会議室での会議等は有効、長時間昼休みとの組み合わせも効果的)

堕盤:
行動呼びかけ 新規導入時における省電力パソコン・ノートパソコン導入の推奨

-39ー
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電力需要の削減:行動・ライフスタイルの変化

(C)電力ピーク時の電車の間引き運行

[直接効果]

Oピーク電力需要の削減

ム乗車率の向上

[削減ポテンシャJレ]
3月の計画停電時、 JR東日本単独で約20
万kWの電力融通を行った実績がある

電車本数の間引き、弱冷房、 トンネル等を除

く個所での車内照明滅灯、駅ピJItの省エネ、
エスカレーターの穣働停止などにより同様に20万kW程度の電力需要削減が

見込まれる

副立盈星

翠璽:
通勤への影響は少ないが、夏休み期間外は学生の帰宅時間時との重複がある

撞筆・
混乱のない計画的運行の立案

電力需要の削減:行動・ライフスタイルの変化

(0)待機電力の削減

[直接効果]

0電力需要の削減

×すぐに利用できる手IJ便性の低下

[削減ポテンシャル]

ovo・ブルーレイレコーダーの起勤時聞を速くする

待機モードは1O~20Wである。削減量・協力率を
考慮した平均の削減量を10Wj世帯とし、レコーダー

の世帯普及率を40%とすると東電管内で8万kWの削減が可能

その他の待機電力削減と合わぜて、少なく見積もっても10万kW程度の削減が可能

劃返塾墨:
空調負荷の低減

翠墨:
手聞が面倒である、設定の仕方がわかりにくい

麗筆:
忘れないようにするためのうまい仕組み

朝の番組で、~を切ってでかけましよう lと呼びかけるなど

-40ー
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電力需要の削減:行動・ライフスタイルの変化

(E)テレビ視聴の停止 / 
[直接効果] 〆 例:ながら見は消す 1

Oピーク電力需要の削減ヤ『母校の甲子園は応m ・

[削減ポテンシャル]
テレビの消費電力は100W程度で、 i買芦の平日昼間でも
およそ5人lこ2人が視聴している。電力ピーク時にテレビ各局
で、「テレビを消すことで節電に協力j!きますj等のテロップを表
示し、節電を呼び掛け、視聴中の2人のうち1人が協力するこ
とで最大40万kWの需要削減が可能け既算される。ワシセグ
で醤絡を視臆したり消函モードで音声のみ聞く (消費電力
半減)ことも有効な対策である

副主盈墨:
空調負荷の低減

量豊:
「たばこは健康を害します」の記述のように協力力句専られるか
その間何をして過ごすのか メテ‘ィアの役割の担保

車重.
メディア各局の理解促進

-田昌留 鈴噂 且i ;j '

発表内容

0理念・背景
O電力不足に対する各提案の概要と定量概算根拠

電力供給力の増強 (365-390万kW)
太陽光発電、蓄電技術、その他分散電源

防災用自家発電装置

電力需要の削減 (257-330万kW)
機器による電力需要の削減(冷蔵庫、照明、エアコン)

行動・ライフスタイルの変化

(自販機、パソコン、電車、待機電力、テレビ視聴の停止)

電力需要の時空間的シフト (595-715万kW)

Oまとめ

休日のシフト、勤務時間のシフト、シ工スタ・在宅勤務の推奨

サーバー類移設、居住地変更、圏内・海外留学等促進、

他地域ハの観光誘導

-41-
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電力需要の時空間シフト:時間的シフト

(A)休日のシフト

[直接効果]

0平日・休日の需要平準化によるピーク削減

[削減ポテンシャル] 附

夏季の平日と週末の最大需要の差はおよそ fTL 
1000万kW平劃支であり、電力需要が理想的 回

に均等化されたとすると約270万kWのピーク
需要削減につながる。

副返塾墨:

夏季平日

夏季週末

休日の分散による大混雑の分散

翠墨:

01234567891011121314151617181920212223 

時間

家族内の休日のすれ違い(子の学校と親の会社、配偶者の会社聞の違い)

(会社指定の)休日に出勤し少人数だが空調は使用する等 事務・経理系の混乱

堕蓋:
休日シフトの奨励 家族やコミュニティの支援
長期休暇取得の奨励

暑気払い休暇など特別休暇の奨励(晴天の午後を休みに、 雨の日は残業など)

「休日」出勤の抑制(やむを得ない場合でも午前のみにするなど)

電力需要の時空間シフト:時間的シフト

(6)勤務時間のシフト

[直接効果]
0昼間・夜間の需要平準化によるピーク削減

[削減ポテンシャル]
最大需要日(6000万kW)の昼間は人当たり

昼の勤務を Ir卜

夜に了フト||/

1.5kW使用、夜間は半分とすると夜間勤務幻卜| ) l 0 

は0.75kW/人のピク需要削減、 200万人の協 ハ
力により150万kWのシフトが司能。大学の夜間講義・夜間実験等の協ガち有効。

魁塾星 ('夜駒市
自宅待機などせず、働ける(給料がもらえる) uァコン扇風

翠題: にこコけ主寝
対応可能な業種・人数の洗い出し(工場に加えて研究所等も有効)も 一

家族内のすれ違い(子の学校目見の会社、配偶者の会社聞の違い)

通勤手段保育所等 生活騒音

控室:
深夜勤務手当の支援 家族やコミュニティの支援
夜勤対応困難者の代替業務従事支援
電車等公共交通機関の深夜 (24時間)運行の検討が求められる。

-42-
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電力需要の時空間シフト:時間的シフト

(C)昼休み長時間化・在宅勤務・フレックスタイム制の推奨

[直獲効果]
0ピーク時間帯の活動シフトによるピーク削減

[削減ポテンシャル]

現在、 12-13時の一斉昼休みを需要ピークlζ合わ
ゼて長時間取得 (例えば13時~16時を昼休み、
シ工スタを取る、 14-15時にティータイム4本憩を設

イごト
昼休みによる

需要低下

定など)により、現在昼休みに見られる電力需要の削減と同様の100万kW程度の需

要削減が可能と見込まれる。 在宅勤務等時間裁量を培すこと、 主幹休取得も有効。

副返塾墨:
「余暇」産業の活発化

翠墨:
対応可能な業種・人数の洗い出し(工場に加えて研究所等も有効)

家族内のすれ違い(子の学校と親の会社、配偶者の会社聞の違い)通勤・保育等

9-18時勤務が昼休み長時間化で例えば8-19時勤務等となる

堕箪:
長期昼休み中の過ごし方・過ごす場所の対応

長時間通勤者の対応 晴れの日の早退、雨・曇天時の残業促進など
31 

電力需要の時空間シフ卜:空間的シフ卜

(A)サーバー類を西日本や北海道ヘ移設

[直接効果]

0電力需要の削減

[削減ポテンシャル]

ユーザーが意識しないデータザーJ¥一等を東電・東i七電
力管内から他地域ヘ移設する。サーバー類の電力消費

量は年間でおよそ70億kWhであり、 4割が東電管内と

い;j:;!J1idjiirzjl
fill!!j;jillmr| ト:J1tj!?;itmsmOI
L-fjriffJZJ15|l 

仮定すると約10~30万kW程度の需要削減が可能と期待される。
(実施可能性の是非は要検討)

副主塾墨
ザパ一室の空調負荷の低減

サパーの「分散化jの促進による災害対策

翠墨:
データセンターなど大容量電力使用が可能なスペースの確保

サーバー管理者の勤務地

瞳蓋:
誘導、移設促進

八一ドウェア的にではなくソフトウェア的に実施する仕組み

43 
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電力需要の時空間シフト:空間的シフト

(6)居住地変更

[直接効果]

0電力需要の削減

[削減ポテシシャJレ]
電力供給に不安のない地域への生産移行に伴って、

労働者・勤務者ち移動するが、その際、単身赴任では

なく、家族も一緒に移動することでより多くの人の移動が

生じる。 50万人が居住地を変更したとすると50万kW、100万人であれば最大100
万kWの需要削減が見込まれる。(東電管内は4000-4400万人。 100万人の移

動は40人のクラスで1人が転校に相当)
吉 、h プ 市 E目
田 'JO¥〆λJフに

不便・不安から解放された暮らし 家族が一緒に暮らぜる幸せ

翠墨 :
住み慣れた土地を離れる抵抗

瞳蓋:
居住地変更の促進

現在単身赴任の家庭も対象に入れた施策

電力需要の時空間シフト:空間的シフト

(C)高等教育における国内・海外留学・インター、

[直接効果]

0電力需要の削減

[削減ポテンシャル]
大学・大学院学生を中心1;::、被災地域の研究者・学

生受け入れの動きがある。これを、関東地区の大学に

も拡大し、 7-9月の夏季期間、電力イ兆恰に余裕がある

園内の他大学での研究交流や、 海外留学、圏内・海

33 

外企業でのインターンなどを積極奨励することで、東電管内の電力需要削減が可能。

通常より10万人余分に移動した時、 10万kWの需要削減と概算。 授業の早期 (6
月)終了、夏季期間の長期帰省、被害地域へのボランティア等の奨励も有効。

副主塾星:
海外・圏内他機関、企業で過ごすことによる教育・研究に対するポジティブな効果

翠墨:
単位認定や経費

瞳蓋:
経済支援の拡充他大学での単位認定の促進休暇中の帰省の奨励

原発事故に伴い渡航を見合わせている留学生に対する他地域への来日の振り替え

-44ー
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電力需要の時空間シフト:空間的シフト

(0)他地域への観光誘導

[直接効果]
0電力需要の削減

[削減ポテンシャル]

，'.-.:r. ¥1."，¥躍宅

夏季における長期休暇の取得奨励、他地峨への観光を誘導すること

で東電管内の需要削減につながる。定常的!こ5万人分の旅行者増が

あったとすると最大5万kWの需要削減が見込まれる。また、東電管内

であっても、 多電力消費型娯楽ではなく、少電力消費型の娯楽を推奨

するなども有効。

副主塾墨・
震災・原発ストレスからの一時的解放

地域振興など経済活性化

翠題・
東電管内の観光地が閑散と・.. 

直筆:
観光誘導 暑い日に涼しい地域への観光を安くする

娯楽ごとの電力消費を明記し、少電力消費型娯楽施設へ誘導

発表内容

0理念・背景
O電力不足に対する各提案の概要と定量概算根拠

電力供給力の増強(365-390万kW)
太陽光発電、蓄電技術、その他分散電源

防災用自家発電装置

電力需要の削減 (257-330万kW)
機器による電力需要の削減(冷蔵庫、照明、エアコン)

行動・ライフスタイルの変化

(自販機、パソコン、電車、待機電力、テレビ視聴の停止)

電力需要の時空間的シフト (595-715万kW)

也立竺

休日のシフト、勤務時間のシフト、シ工スタ・在宅勤務の推奨

サーパ、一類移設、居住地変更、圏内・海外留学等促進、

他地域への観光誘導

司・園田園田園田園田園園田園図面幽叫ムム

-45ー
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まとめ

O自分に協力できることを考えるきっかけに:家庭の5Wは最大10万kW(3万世帯超)

O記載されていないことは「やらないでよしリわけではない

テレビゲームよりはポータブルゲーム、ポータブルゲームよりは)11・山遊び

不要・不急のエレベータの停止(待機電力200W)、工スカレータの停止

鍋を用いてご飯をガス炊き

洗濯や炊飯などはオフピークに etc. etc. 
0経済的インセンティブは慎重に(経済弱者の熱中症増加等を引き起こさないように)

O日本全体で痛みを分かち合う覚悟を共有する仕t卦け

ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一平三笠圃抽叱!~-・‘ヒ〉電..，' ) 

参考資料 1:その他対策案

化学工学会エネルギー部会、著書「実装可能な工ネルギー技術で築く未来」著者へ

のアンケート結果およびWeb公開後のメールからの主要な建設的意見を紹介

-パチンコ停止 (100-200W/台、東電管内約150万台司1/3停止で5-10万kW)
.電力料金や契約電力量の見直し

・石油石炭税の見直し

-機器の200V化
-窓への赤外線カットフィルム設置

-スーパー等の冷凍・冷蔵陳列棚にカバー設置

.不要不急の機器の停止

-サーバー等高効率機器の導入やクラウド化

.消灯・工コ冷房など省エネ行動

-ドイツのフィフテイ・フィフティ制度の拡大導入

.契約・事務手続き等を簡素化する

-暑気払い特別休暇など午前のみ勤務の奨励

. r暑さJを楽しむ

37 

・省電力上工程を東日本で、電力多消費下工程を西日本でなど製造プロセス分業化

.夜間に冷凍した保冷剤を昼間冷蔵室に

・一部地域を50Hzから60HzIこ
a圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃置電車蕗ち~J'I己主長三仁'，;・，." 】 38 
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週竺主皇"のト参考資料2

情要の
.問問シフ ト

冷竃婦の買い笥え

-提言の分類
需用自家拠調Eの制国1J-

'"・

課長銃

"電所の漕聖書

惚..による

得票~III

自自民恨の

ピーク嶋問。，""停止

"フィス京鹿の

V刊c，fIJm1.i注の工夫

電力問要ピーーク"の

調R・のr:15tt'葱行

符盤調震力の開周

テレビ"'.. の
ピーク問調の停止

化学工学.....

.111単にで@るもの

ー少U崎院がかかるもの

ー大.~努力や仕組みづ〈りを

行勧や

ライフスタイル

の変化 必繋とするもの

を含む.

6O->SOHz周濠叡変削除のうえ送電

[直鑓50Hz発鎗に変更し迭鳴

北羽ド退‘

(SOHz->50村Zだが直浪送.，

厩院の~~m自家発電..備の沼周

好舷

iI返叡年分のよ記データの開示

'/3までの週間a隆文明Rカと

flt総力の見過し(./8)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・園田園園量一二益還蹴1I~'r'f;総浮わ痘令官製ミ バ E 39 

参考資料3:国民の協力(こ必要な仕組み

どうやって
イ足す?

J 世間の人がみな計画停電回避行動を実行し

ていると，思うか
〆提示された対策を実行したら周り力好意的に

見てくれるか

:図的防護動機奇形成要因(Z::ヲ~'-'L(深聞ニE塚， 20町より作成)40 

単独的対処行動では

低減できない脅威

脅威評価
(=深刻さ認知+生起確率認知)

〆夏期の計画停電を深刻だと思うか

〆計画停電が起きる可能性力清いと思うか

対処評価
(=効果性認知一コスト認知)

J 提示された対策が有効だと患うか
J 対策を実行することが煩わしい・痛みを伴う

と思うか

多くの人の集合的な
対処行動が必要

個人評価
(=実行能力認知一責任認知)

J 提示された対策を自分は実行できると思うか

J 計画停電が起きる原因は自分にある、回避策を

実行する責任は自分にもあると思うか

社会評価
(=実行者割合認知一規範認知)

マt
A
川
晶



近未来のエネルギー需給構造の

シナリオ分析に向けて

菊池康紀

東京大学大学院工学系研究科

化学システム工学専攻

1 

シンポジウム:東日本大震災に伴う電力不足対策に関する緊急提言 . 

一計画停電を最小限に食い止めるために

2[IIII年4月iI:l日(月) 早稲田大学井深ホール . 

発表内容

エネルギー需給シナリオ分析
〆シナリオ分析とは?
〆エネルギー需給バランスモデルの構築

エネルギー需給モデルの構築に向けて
〆エネルギー変換

〆くらし(家庭・業務他)
〆ものづくり(産業)

〆輸送・移動(運輸)

エネルギー需給シナリオ分析に基づくシナリオ策定に向けて

-48-
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|短期的対策|

・復興支援
・大規模停電の回避

計画停電の最少化

一
ン
=
こ

E

一

泊

=

川

悶

-
、
、
，
-
一
ヨ
ノ
、
+
町

一
ビ
=
ジ
づ
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一拘一

一ビ
基
テ

一期一

一朝

i
A

一中一一

E

t

近未来エネルギーシステムの構築

長期的ピ‘ジョン 超長期的
ピ、ジョン

〉停電はやめてほしい!

〉安定して工場を動かしたい!

どうやってエネルギー問題を解決するか例:電力

>電力が足りないなら発電所を建てればよい?

J今ある発電技術で作れるだけ作る

数年で電力不足が解消するかもしれない。
でもさらに数年経つと.

・発電効率が低い!

〉建てられるだけ建てたため、最新鋭の発電技術になってない

・燃料がたくさん必要!燃料が確保できないかも 1

・使う燃料の分だけ電気代が高くなるつ B

・建てた設備費の分でも電気代が高くなるつ 1

一度建てたら数十年は使い続ける!

あとで後悔しても変更には時聞が必要!
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-どのように進む?
〉なるべく早く元の生活に!

〆古い火力の総動員、小型ガスタービンの新設 etc

予測をしながら前に進む例:電力

〉より良い電力システムへ!
〆最新鋭の高効率発電所の建設

・完成までは我慢して節電、時空間シフトの継続

〆分散電源、自然エネルギーの導入

〆需要と供給の団体競技として、新しい需給構造を構築

-どうなる?
〆電気代は?燃料代はつ

〆必要な物やインフラは?

Jさらに数十年後はどこへいく?

一 一

シナリオ分析 目標と経路

-シナリオ分析
〆ありうる未来を予測して、取るべき対策を検討する手法

・ビジョン(目標)
〆将来の特定の時点(対象期間の終点)において、
対象 (社会、エネルギーシステム、技術など)があるべき状態

・シナリオ(経路)
〉前提シナリオ

〆前提 ・境界条件

》社会シナリオ
〆ビジョンにたどりつくまでに
起こることが想定される時系列変化

》シナリオ変数
〆対象の状態に影響する具体的な条件

・前提条件 原油価格、人口など
-検討する対策
電源構成、技術導入率など

評価目的

一
切
@
@
時間

」
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技術と社会

様々な技術 ーι関係をま堕ト ー社会からの要求

省エネルギー

-コージヱ才、レ ション

-ハイブ山ド自動車 |新エネルギー

物質循環 U ・水素

-リサイヴlレ

・分別回収

新材料

・超臨界流体

.生分解紫材

・環境触媒

・ナノ材料

-太陽電池

・燃料電池

.J'¥イオマス

-風力

設計・生産

.易分解設計

・最適化操作

原料価格への

柔軟性

安全・安心

未来を予測するモデルを作って考える

どうするか考え直し

20xx年
どうするつ

逗量り

いろいろな人から意見をもらう

評価

エネルギ一
価格

柔軟性

リスク
対応能力

・ 環境影響

ex: CO2 

・多面的にエネルギー需給シナリオを解釈する
・需要と供給の“団体競技"として、協働して考え

-51-
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発表内容

一
ヱネルギー需給シナリオ分析

〆シナリオ分析とは?

Jエネルギー需給バランスモデルの構築

エネルギー需給モデルの構築に向けて
〆エネルギー変換
〆くらし(家庭・業務他)

〆ものづくり(産業)
〆輸送・移動(運輸)

エネルギー需給シナリオ分析に基づくシナリオ築定に向けて

10 

エネルギ一需給モデル 構造

「(家五為他. 「官)り 1「可塑 1 

-52-



11 
供給シナリオ

12，000 

10，000 

[ ~ 4重]〉二、m 

副脚司 6，0凹

石炭 。ワ
時記

S語刊∞

水力
E剛 Z幽 ;;' --.， 
0: 

崎士

2，000 

D 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 ， 2050 

http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/japan/index.html 

供給シナリオ

主iレ と真荷追従

[
〉
〉
ぷ
]
剛
雌
R
M
W

従来の
電源組み合わせ

揚水式、調整池式、
貯水池式水力
石油火力

ガス火力

石炭火力

ピーク供給力

つくる電気の量を調整しやすい電源

ミドル供給力:

ピーク電力とベース電力の2つの特徴を持つ電源

ペース供給カー

一定量の電気を安定的に供給する電源

流れ込み式水力
原子力

012 34 S67 89Wll12 13~~~ UU~202122n 

*グラフは過去のデ-';11こ基づくイメージです
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エネルギ一変換供給シナリオ:

-電力供給における電源構成の計画
〉系統電源

〆発電所の種類と新設数・廃棄数
〆常用自家発電力の余剰電力の利用可能量
〆送電補強による他地域からの融通可能量

〉分散型電源
./各分散電源(太陽光、燃料電池)の導入量
〆蓄電池の導入量
〆スマートグリッドによるエネルギー融通可能量

〉夜間電力を用いた蓄電によるピークシェーブ
〆揚水式水力発電の大規模導入
〆蓄電池の大規模導入

-分散電源と連携し、需要特性に合った
電力を供給する高度制御技術の確立

〆負荷追従性能

構造エネルギ一需給モデル:

?1 F 宿り 1「d為他)可|

G亘D

A
q
 

ph
d
 



これまでの電力需要特性

[
〉
〉
ぷ
]
刷
剛
帥
肺
門
h
M胆

ノー--...- --，，'./ー¥、
ーーーーーーー' 司、、

ーー ・冬季週末 ーー一春秋平日 目ー・春秋週末

ーーーピヲ需要 ーーー夏季平日 ーー・夏季週末 ーーー冬季平日

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

*グラフは過去のデーヲに基づくイメージです

16 

負荷平準化による最大需要の低減

{
〉
〉
ぷ
]
刷
剛
雌
央
制

負荷の平準化を図ることで

最大電力需要を低減

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

*グラフは過去のデ ヲに基づくイメージです
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r 

時間シフトによる負荷平準化

一社しヱ~5D.9が

[三五]
ーーーーーーーーー- ..;;弓E，-ー・ー -...; 

"，.‘『司町周回・幽~ ----ー・・ーー.， -----‘h・・ミ ミ旨=:;;;;111こ--一一一- -.. 
刷
剛
帥
肺
門

h

脚

- ・夏季週末 ー一一冬季平日

ーー・冬季週末 ーーー春秋平日 ーー・春秋週末

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

*グラフは過去のデーヲに基づくイメージです

需要シナリオ:需要特性の変化

-負荷平準化による電力供給能力の必要量の低減
〆最大需要日であっても、一日中ピーク電力というわけ

ではない

〆夏季平日でも低い需要日もある

〆今夏における時空間シフトを
新しいライフスタイルとして取り込み
継続できれば、低い電力供給能力でも
エネルギー需給バランスをとることができる
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エネルギー需給モデル・ 構造

に品.「官)り a「官)動 a

G亘D

民生における電力消費量の増加傾向

(1015J) 
6，000 

5.000 

4，000 

3，000 

2，000 

41.3% 
1，000 

家庭部門

。
65 70 75 80 85 90 95 00 05(議)

hltp:/Iwww.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2010energyhtmI/2-1-2.html 
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「

家庭における用途とエネルギー源

2008年度

38，919 x 10'J!世帯

給湯

29.5% 

太陽熱他

灯油

用途では曜房・給湯・動力・照明、エネルギー源では電気が大きい

h吐p:/Iwww.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2010energyhtmI/2-1-2.html 

需要シナリオ:家庭-業務他

-機器の導入・置き換え

〉分散電源の導入
〆太陽光発電
〆燃料電池型コジェネレーションシステム

〉最新の高効率機器の導入
y"白物家電製品(照明、エアコン、冷蔵庫)
J電子機器類 (1~ソコン、携帯電話)
〆OA機器(プリン夕、コピー機)

〉排熱利用
〆分散電源の排熱を回収し、冷房等へ利用

・ライフスタイルの変更
》時空間シフトによる電力ピークシェービング

》節電などによるエネルギー消費の削減

-58ー
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エネルギ一需給モデル 構造
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「官)り 1「官可|
分散電源

空調機器

ライフ

スタイル

電力)G:⑤

需要シナリオ:運輸(自動車) 1 

-自動車技術

〉新規技術の導入 * ( )は燃料

〆従来の内燃エンジン車(ガソリン、軽油、 LPG)
〆ハイブリッド車(ガソリン、軽油、 LPG)
〆燃料電池ハイブリッド車(水素)

〆電気自動車(電気)

》バイオエタノールの利用
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需要シナリオ:運輸(自動車)2 

-燃料必要量の変化
〉燃料電池車 水素源の確保

〉電気自動車 総発電量の増大

・原単位から見たエネルギー消費の変化
〉水素製造原単位

》電力原単位
化学工学会エネルギー部会編句『実装可能なエネルギー

技術で築く未来一骨太のエネJレギーロードマップ2ー~，
化学工業社， 2010

需要シナリオ:その他運輸

-航空機、鉄道、船舶における省τ京寝祢薄入

〉航空機

〆エネルギー消費削減率
機体の高性能化と ジェットエンジンの効率向上による

〉鉄道

./電化区間・エネルギー消費削減率

モータ・電力変換器の損失低減

〆非電化区間
J、ィブリッド車や燃料電池車の導入

〉船舶

〆エネルギー消費削減率
船体の軽量化と形状の最適化、航行速度最適化など

エネルギー総合工学研究所，分野別ロードマップ概要
h社p・IIwww.iae.or.jp/2100/02_ RM-j. pdf 
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エネルギ一需給モデル. 構造
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28 

需要シナリオ ものづくり

-新規製品の製造
〆分散型電源の供給力の増加

〆さらなる省工ネ機器の設計と開発

》製造に伴うエネルギー消費変化と
GHG等環境負荷物質の排出変化

〉希少資源などの

資源の消費量の変化

・新規製品の回収 ・リサイクル
〆分散型電源の

回収・リサイクルシステム

〆新規技術による自動車の
回収 ・リサイクルシステム

〆希少資源のリサイ クル

・設備の高効率化

山

灰

山

川

石

ι

4.2% 

2008年度

l
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エネルギー需給モデル: 構造

「(試み也.「官)り a「唱.
くb散電む く至散電む⑥|IC ハイブ

リッド車

函瓦ラ |争闘高効率

I l 
タービン cr点料電池正スタイJレ

」

発表内容 1 一

エ才ルギ¥ー需給シナリオ分析
Jシナリオ分析とは?
Jエネルギー需給バランスモデルの構築

エネルギー需給モデルの構築に向けて
〆エネルギー変換
〆くらし(家庭開業務他)
〆ものづくり(産業)
J輸送・移動(運輸)

エネルギー需給シナリオ分析に基づくシナリオ策定に向けて
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未来を予測するモデルを作って考える

どうするか考え直し

20xx年

どうするつ

@主b

いろいろな人から意見をもらう

評価

エネルギー
価格

・ 柔軟性
リスク
対応能力

・環境影響
ex: CO2 

多面的にエネルギー需給シナリオを解釈する

シナ リオ分析結果の解釈

-電力価格
〉現実的な値として許容できるか
-/許容可能な範囲を設定して解釈

・燃料消費量
〉日本への原油、 LNG輸入量として実現可能か
〆供給安定性、持続性も含めた解釈

・ライフスタイ jレ
》実践可能なライフスタイルか

-環境影響
〉日本からのCO2排出量は国際的に許容できるか
〆国内外のCO，排出量の増減とともに解釈

》その他の環境影響を引き起こしていないか

-63ー
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中長期ビジョンとエネルギーシステム

|短期的対策|

・復興支援

|中期的ビジョン|

長期ビジョンに
基づく

長期的ビ、ジョン 超長期的

I己とと
・大規模停電の回避
.計画停電の最少化 システム構築

考えるためのシナリオ分析へ

34 

まとめ

近未来のエネルギー需給構造の

・中長期を見据えたフォアキャスティング、バックキャステ
イングに基づくシナリオ分析が必須
》短期的に問題を解決するために非効率な設備を導入しすぎる
とあとで様々なリスクを引き起こす

-エネルギー需給は需要と供給の団体競技
〉くらし・ものづくり ・輸送・移動など需要側の変化もシナリ
オとして評価し、あるべき需要の状態を解析すべき

-エネルギ一需給バランスモデルを構築して、
様々な意見を取り込んだシナリオ分析が必須

-フォアキャステイングとバックキャステイングを
繰り返し行いながら、中長期行動計画を立案

-64 



化学工学会緊急シンポジウム

東日本大震災に伴う電力不足対策に関する緊急提言

一計画停電を最小限に食い止めるためにー

2011年4月18日@早稲田大学国際会議場

エネルギー対策ロードマップの考え方

~エネルギー需給の構造転換への道筋・方法論を考える~

|梶川裕矢 |

東京云学大学院工学系研究科総合研究機構1
イノベーション政策研究センタ一 | 

状況の整理

-電力供給力の減少
3.11の震災により福島第一(陶470万kW)、福島第二(-440万kW)等の停止

→今夏の供給力は4600万kW程度にとどまる見通し

-夏季の電力ピーク
5400-6400万kW程度

→1000万kW程度の供給力不足

.計画停電

冬季:9時-11時、 18時-20時
夏季 10時-12時、 13時-17時
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-懸念事項

地減社会・一般家庭への影響

経済活動の制約

長期にわたって不透明な見通し

企業の不必要な海外流出による雇用喪失・産業の空洞化

・今夏に向けて我々が取り得る道
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何もしない、大規模計画停電、エネルギー需給対策による大規模計画停電の回避
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「

計画停電を最小限に食い止めるために

電力供給力の増加

分散電源の導入・活用:365-390万kW (例非常用電源、太陽光・蓄電・エネファーム等)

今365-390万kW

電力需要の削減

・ 機器電力需要の削減。 170-220万kW(例冷蔵庫・照明・エアコン等)

・ 行動・ライフスタイル変化:87-110万kW(例ピーク時の自販機・電子機器利用の停止等)

今257-330万kW

電力需要の時空間シフト

・ 電力需要の時間的シフト 520-570万kW(例休日・勤務時間・昼休みのシフト)

電力需要の空間的シフト:75-145万kW(例サーバーや居住地の変更、観光誘導等)

今595-715万kW

計1217-1435万kW需給バランスを改善することが可能

どのようにして達成するか?

》トップダウン的制約

・総量規制(KWh)

-ピーク時電力(kW)の削減の目安の提示

大口需要家(契約電力500kW以よ)25%、小口需要家(契約電力500kW未満)15%、
一般家庭 15-20目

〉経済的インセンティブ、

・ピーク時電力価格の変更

価格弾力性産業・短期0.1、産業・長期0.2、家庭0.7-0.9、ピークカット実験0.07

・協働を促す制度設計

》情報提供

・リスク停電の影響、派生する影響

・対策オプション、費用、実行可能性、効果

・行動他人の行動、自分の行動の結果

〉倫理的アプローチ
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留意すべき事項

異なる時間スケール(今夏-2年-5年-20年)の接続と | 
長期ビジョンの設定の必要性 | 

|短期的対策I I中期的ビジョン|

大規模停電の回避

計画停電の長少化

エネルギー

計画に基づく

システム構築

|長期的ビジョン|

従来型エネルギー消費

先端技術で世界にさきがけ

超長期的
ビジョン

低炭素社会を実現 I I社会

災害耐性のあるエネルギー
インフラ

どこへし、くべきか?
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