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台風の大型化

どうしたら
地球を救えるのか?
それには一人ひとりが
地球温暖化のことや
エネルギーのことを理解し、

猛暑

暖冬

海面の上昇による
高潮

豪雨

温暖化対策への
行動を起こすことが
必要だ!

ワッハッハ!オレはオンダンカーンだ!
地球を温暖化で滅ぼすぞ!!

参考

このかけがえのない地球。
今、生活に欠かせない電気を作るために化石燃料を燃やす火力発電所や
さまざまな活動から排出される二酸化炭素（CO2)などの
温室効果ガスによる地球温暖化の影響で、環境が悪化し続けています。

PROLOGUE

化石燃料を燃やす（発電など）

CO2が発生

地球温暖化
出典：経済産業省資源エネルギー庁
エネルギー白書2020（一次エネルギー国内供給の推移より）

温暖化の原因である
CO2をはじめとする
温室効果ガスが増えたことで
地球を覆うように巨大化した
温暖化怪物オンダンカーン。
このままでは
環境の悪化に歯止めが
かからなくなってしまう!
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地球温暖化と私たち

このままだと2100年の日本は…

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、平均52.8日増加するとされて
います。

2100年８月各地の最高気温2100年８月各地の最高気温

出典：環境省「2100年未来の天気予報」

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
作物に影響を及ぼし、さらに日本特有の自然や文化にも影響を与え始めています。

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）
参考：環境省COOL CHOICE TVより

例

私たちの暮らしに温暖化の影響が!
今、日本で起きている温暖化の影響を知っていますか? 地球温暖化は、太陽エネルギーで温まった地上の熱がCO₂などの温室効果ガス

に吸収され、宇宙空間へ放出されにくくなることで起きています。

CO₂の増加による地球温暖化のしくみ

参考：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

産業革命のころの
CO2の濃度は
約280ppmでした

CO2が少なかったころは
熱が放出され、
適温に保たれていた

CO2が増えて
温室効果が高まり、
気温が上昇しだした

太陽からの熱 太陽からの熱

2013年には
CO2の濃度が
400ppmを超えました

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）

温暖化の主な原因はCO₂の増加

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、
観測を継続しています。

増加し続けるCO2濃度 「いぶき」による世界のCO2濃度分布観測結果

2013年
3月

2017年
3月

2021年
3月

200年前の
     地球

今の地球

検索天気予報2100動画はこちら

CO2CO2

CO2

CO2

CO2
CO2

CO2
CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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地球温暖化と私たち

※2021年4月、温室効果ガス削減目標を2013年度比で46%とする方針を表明しました。

気候変動対策に関する国際的な動向

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など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。

パリ協定の概要

日本での温暖化対策

CO₂の発生を抑えて地球の温度上昇を止めよう!

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。 出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2021年版

（https://www.jccca.org/download/13327）

2018年世界のCO₂排出量
(国別排出割合)

中国
インド
日本
その他

アメリカ
ロシア
ドイツ

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）

（電源構成効果含む）

温室効果ガス削減目標
家庭部門で必要なCO₂削減

26%
約40%

省エネ家電に買換える エコ住宅にする エコカーに買換える

出典：温室効果ガスインベントリオフィス
（JCCCAウェブサイト家庭からの二酸化炭素排出量2018年度）

2018年度
約4,150
kgCO2/世帯

8.4%

46.7%

24.3%

4.6%
1.2% 4.4%

1.9%

8.5%

● 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）

● 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

太陽光発電

（単位%）

28.4

14.7
6.94.7

3.2
2.1

合計
約335億ト

ン
40.0 ※照明や冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電製品

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2020」

LPGから 都市ガスから

電気から

ゴミから

軽油から

水道から

灯油から

ガソリンから
給湯暖房

ちゅう房 動力･照明他※

冷房

2018年度
31,320
MJ/世帯

25.4%

28.4%9.2%

3.2%

33.8%

※2021年3月時点

家庭からのCO₂排出量世帯当たりの用途別エネルギー消費

交通・物流での対策家庭・オフィスでの対策
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地球温暖化と私たち

※数値はエネルギー起源CO2　　参考：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第33回資料

世界の平均気温上昇を産業革命前より1.5℃に抑えるため、大気中に排出され
る温室効果ガスを、2050年には世界全体で実質ゼロにする必要があるとされ
ています。実質ゼロとは、人為的に大気中に排出されるCO₂の量と森林などが
吸収するCO₂の量との間で均衡が取れた状態を意味し、「カーボンニュートラ
ル」と呼ばれます。

脱炭素社会の実現のために

政府は、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする
すなわち、2050年脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。

地球温暖化をストップするために
2050年脱炭素社会の実現を目指す!

カーボンニュートラルとは

脱炭素・カーボンニュートラルへの転換イメージ

国民の生活
（建物・暮らし／移動）

炭素排出
ほぼゼロ

産業・ビジネス

エネルギー転換や
イノベーションの

推進

エネルギー需給

非化石電源の
拡大

地域・都市

コンパクト化・
自立分散型

エネルギーなど

目指す
方向性

目指す脱炭素社会を実現するため
右記の3つを対策の柱としなが
ら、建物・暮らし、移動、産業・ビジ
ネス、エネルギー需給、地域・都
市という5つの分野での方向性が
示されています。

エネルギー消費量の削減1
使用するエネルギーの脱炭素化2
利用エネルギーの転換3

参考：パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(令和元年度)など

民生 1.1億トン 民生 0.9億トン
省エネ効果

非化石電源拡大 非化石電源
再生可能エネルギー

原子力
火力＋CCUS

カーボンリサイクル
水素・アンモニア

脱炭素化できない領域

産業 3.0億トン 産業 3.3億トン

運輸 1.5億トン運輸 2.0億トン

4.5億トン 3.6億トン

2018年度
基準

CO2
排出

2030年度
▲25%

2050年度
▲100%

脱炭素化された
電力による電化徹底した

省エネ
+

脱炭素化

電化

水素

バイオマス
脱炭素化できない領域

メタネーション、 合成燃料 エネルギー転換

再生可能エネルギー
などの非化石電源の
拡大
CCUS/カーボン
リサイクル等の
最大限活用

脱炭素化できない
領域は森林の吸収
などとバランス

植林、
DACCSなど

炭素
除去

電力

非
電力

人間の活動により排出されるCO2 森林などが吸収するCO2

CO2吸収

≒
ほぼ同じ

CO2排出

排出＋吸収で（実質0）
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地球温暖化と私たち OPENING

さあ、家電戦士たちと共に戦おう!さあ、家電戦士たちと共に戦おう!
地球の温暖化－オンダンカーンを止めるのは君たちだ!地球の温暖化－オンダンカーンを止めるのは君たちだ!地球の温暖化－オンダンカーンを止めるのは君たちだ!

STORY

レイダン

キレインウツスン
アカリン

チクデーンハツデーン

ヒエルン

ここ地球では、CO2が増えることで巨大化した、温暖化をたくらむ

オンダンカーンが、気候を大きく変動させ、人々を苦しめていた。

その地球を温暖化から救うため、「カデン星」から

7人の戦士達がつかわされてきた。

彼らは、卓越した省エネ能力を持つ「ヒエルン」、「アカリン」、「ウツスン」、

「レイダン」、「キレイン」の5人と、

優れた創エネ能力を持つ「ハツデーン」、

強力な蓄エネ能力をもつ「チクデーン」たちだ。

地球に暮らすみんなも、彼らと一緒にオンダンカーンと戦おう!

オンダンカーン

このように温暖化が進む地球! 私たちには何もできることはないのか?!

スマート
ライフ

温暖化が進む地球のために
私たちができること

10年以上前と比べ、消費電力量が削減された「省エネ」家電に、太陽光発電・燃
料電池などの「創エネ」機器と、蓄電池・電気自動車などの「蓄エネ」機器とを組
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。

それは「スマートライフ」です!

登場キャラクター

電気をかしこく使う
省エネ

電気をためて、
必要な時に使う

蓄エネ
太陽光などで

家庭の電気をつくる

創エネ
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MISSION

レイダン

キレイン

ウツスン

ヒエルン

オンダンカーン

アカリン

省エネ家電を賢く上手に使ってCO2の発生を減らそう!省エネ家電を賢く上手に使ってCO2の発生を減らそう!

年間消費電力量(kWh/年)

VSVS
最新型の省エネ家電が相手だ!最新型の省エネ家電が相手だ!

省エネ家電で消費電力を抑えて、CO2の発生を減らせ !!

さあ、最新家
電のみんな!

さあ、最新家
電のみんな!

省エネパワーで
省エネパワーで

オンダンカーンを倒せ!
オンダンカーンを倒せ!

冷蔵庫

どうだ！
これが私の
省エネ力だ! フフフ

オレ様は
負けないぞ

!

これが！これが！最新省エネ冷蔵庫の
省エネ力だ!
最新省エネ冷蔵庫の
省エネ力だ!

約37%～43%
省エネ!

約37%～43%
省エネ!

・年間消費電力量は、一定の条件下で行われた試験結果をもとに算出した目安です（JIS C 9801-3：2015による）。
※年間電気代と年間消費電力量は「しんきゅうさん」のデータです。
※このデータは特定冷蔵庫の年間消費電力量や年間電気代を示したものではなく、消費電力量や電気代を
　保証するものではありません。

10年前と比べると･･･ （定格内容積401L～450Lの比較）

最新型の冷蔵庫は、すご～く省エネ!

2010年 2020年

省エネ！DOWN
【年間電気代】

約4,740円～
6,090円
おトク！

約37%～43%
470
520～

294
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ヒエルンからの冷蔵庫の選び方アドバイス !!

家族の人数に合わせて容量をお選びください

設置スペースに余裕があれば、上記計算容量に、30L～50L位多い容量帯の冷蔵庫を考えてもよいでしょう。
※2017年改定

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必ずしも年間消費電力量が増えるとは限りません。

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。

暮らしのサイズに合わせれば
省エネも効果的に

1

冷蔵庫

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。

設置場所をチェック

2
CHECK!

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徴を選ぶことが省エネにつながります。

冷蔵庫側面の空きは十分ですか？
冷蔵庫上面の空きは十分ですか？
設置場所の近くにコンセントは
ありますか？

実際の搬入経路を
チェック

CHECK!

省エネ基準達成率を確認しよう。

引き出し式冷凍室の場合
隙間なく食品を入れよう!

3

引用：一般社団法人 日本電機工業会「最新冷蔵庫は良いこと色 ！々」

省エネはもちろん、
こんなに冷蔵庫が
進化しているよ!

最新の冷蔵庫の最新の冷蔵庫のいいところいいところ
大容量で収納力抜群＆省スペース

棚スペースやドアポケット、卵ケースなど、様々な収納
の工夫が進み、見た目以上の収納力を実現!まとめ買い
も安心の大容量。限られたキッチンスペースに対応の
省スペース設計が多いのも最新冷蔵庫の特徴です。

1

鮮度長持ち＆使いやすい
野菜室やチルド・パーシャルルームが充実。
湿度保持・細かな温度制御・除菌機能など、多くの工夫で
食品の鮮度をキープします。

2

熱いままでも冷凍ＯＫ
急速冷凍機能により、冷ます手間いらず。熱々のご飯や
作りたて料理をそのまま冷凍できます。
※急速冷凍機能がついていないタイプもあります。

3

いろいろ選べるラインアップ＆デザイン
最新の冷蔵庫はデザイン性もアップ。ドアはガラス・
鋼板・ステンレス調などのタイプがあり、色も豊富。設置
スペースやキッチンの雰囲気に合わせて選べます。

4

ここを押さえて、もっと省エネ!
ここを押さえて、もっと省エネ!

ここがスゴい!ここがスゴい!

冷蔵室は隙間を空けて
奥が見える程度に食品を入れよう！

3人家族なら430L～480L
４人家族なら500L～550L例えば

暮らしの
サイズに
合わせてね

食品同士が保冷し合うので、ドアを
開け閉めした時の温度上昇を抑える
ことができます。

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すぎないことが
省エネのコツです。

搬入経路の幅や高さな
ど、実際に運び込めるか
事前に確認しましょう!

容量＝（70L×◯）+（120L～170L）+100L
家族人数 常備品容量 予備スペース

冷蔵庫目安容量
  計算式※【 】
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照明
ボクの
省エネ力も
強力だぞ!

やるな!
最新省エネ

力は

侮れないぞ
!

LEDシーリングライトはLEDシーリングライトは
寿命が長くて省エネだから、メリットいっぱいだぞ!寿命が長くて省エネだから、メリットいっぱいだぞ!

1 壁スイッチの電源を切ってから、
蛍光灯シーリングライトの
カバーを外します。

2 蛍光灯シーリングライトの
本体とアダプタとの配線を外します。

3 本体を押さえながら中央のレバーを
操作するとアダプタから本体が外れます。

4 古いアダプタを引掛シーリングから
外します。

時間とシーンで調光・調色を使い分けて省エネ

1 2

3 4

引掛シーリング

*1）年間点灯時間:2,000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：8畳用蛍光灯用シーリングライト 68W、LEDシーリングライト 34W
　　　　　　白熱電球 54W、電球形LEDランプ 7.5W
上記は、一般社団法人日本照明工業会発刊の住まいの照明省エネBOOK2020年度版を参考としています。

※光源寿命は、使用環境や使用条件によってばらつきが発生します。

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

年間消費電力量
(kWh/年)

【年間電気代】

おトク！

省エネ！DOWN

蛍光灯
シーリング
ライト

LED
シーリング
ライト

蛍光灯シーリングライトから
ＬＥＤシーリングライトへの
お取り換え効果

LED照明の消費電力は、従来の
ほぼ同じ明るさの照明と比べて…

蛍光灯シーリングライトの取り外し方

1 LEDシーリングライト付属の
新しいアダプタを
引掛シーリングに取り付けます。

2 LEDシーリングライトの本体を
アダプタにカチッと音がするまで
押し上げ、確実に取り付けます。

3 アダプタに本体の配線をつなげます。

4 本体にカバーを付ければ
取り付け終了です。

1 2

3 4

LEDシーリングライトの取り付け方

2020年5月現在

引掛シーリング

年間消費電力量
(kWh/年)

【年間電気代】

おトク！

白熱電球から
電球形ＬＥＤランプへの
お取り換え効果 

省エネ！DOWN
白熱電球

電球形
LEDランプ2020年5月現在

白熱電球 電球形
LEDランプ

省エネ!
約50%約50%
（LEDシーリングライトの場合）

約1,840円

約50%
136

68 約2,510円

約86%

15

108

※取り外し・取り付けの方法は、メーカーや機種により異なります。

※調光・調色機能付の機種をお選びの場合に可能です。

交換は簡単!LEDシーリングライトへのLEDシーリングライトへの

快適で便利!LEDシーリングライトならLEDシーリングライトなら

起床時は昼光色100% 昼間は外光利用し昼白色50% 夕食時は電球色100% 団らん時は電球色50%
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テレビ
照明

この省エネ
力は

想像以上だ
!

ヤバイぞ!!

省エネ!
性能と省エネの
ツートップ攻撃を食らえ! テレビは性能と省エネとの

バランスが大事だぞ!
テレビは性能と省エネとの
バランスが大事だぞ!

出典:資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ」の機種一覧における単純平均値（2010年冬版/2020年版 小数点以下四捨五入）
※年間電気代は、年間消費電力量に電力料金目安単価* 27円/kWh（税込）を乗じて算出した目安です。
*電力料金目安単価：公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 （2014年4月28日改定）
※各家庭の使用実態や電力会社等によって異なり、その金額を保証するものではありません。

年間消費電力量
(kWh/年)

【年間電気代】

おトク！

省エネ！DOWN

年間消費電力量
(kWh/年)

【年間電気代】

おトク！

省エネ！DOWN

10年前と比べると…
32V型液晶テレビ 40V型液晶テレビ

2010年 2020年 2010年 2020年

大画面のテレビは見やすいし、迫力があって楽しいけど、
製品性能（画面サイズ・画質・最新機能）と消費電力との
バランスで選ぶことが大切だね。
また、最新のテレビはフレーム（枠）が細いので、
ひと回り大きいサイズを同じスペースに置けるよ！！

POINT!

10年経過した照明器具は赤信号!
点検と交換が必要です。1

劣化が進んだ安定器

LEDシーリングライト（角形）の例

故障率が上がるし
新しいLED照明器具に
取り換えた方が
安心で経済的！

古い器具は丸ごと
LED照明器具に
交換すれば安心！

照明器具の適正交換時期は10年で、外
観だけでは判断できないほど劣化が進
んでいます。器具を交換することで安全
性が向上、省エネにつながります。

●安定器や部品が劣化し稀に煙が出ることが
あります。

蛍光ランプをLEDランプに換える時、
組み合わせを間違えると・・・2

既存の蛍光灯照明器具をそのまま利用して直管や環形の蛍光ランプをLED
ランプに交換する場合は、照明器具との組合せを間違えると発煙や火災の
原因となる可能性があります。

長期間照明器具を使い続けると・・・

LEDランプ交換時の注意点に
ついて詳しくはこちら

照明器具の寿命と交換に
ついて詳しくはこちら

アカリンからのアドバイス

照明器具点検と
ランプ交換について

約42%約42%

約680円

約31%
81

56 約1,650円

約42%
144

83

（40V型の場合）

LEDシーリングライト（丸形）の例
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臨場感が
伝わってくるよ！

従来(SDR)の映像(イメージ) HDRの映像(イメージ)

テレビ

年間消費
電力量

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
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
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

1

省エネ
基準達成率

2

待機時
消費電力

3

省電力機能
4

しっかり省エネ
性能を確認して

テレビを選んでね！

最新のテレビの最新のテレビのいいところいいところ

画素が約4倍!
だから映像が緻密

4Kテレビ

フルハイビジョン

フルハイビジョン
約207万画素

1080画素

1920画素

4K
約829万画素

3840画素

2160画素

8K
約3300万画素

4320画素
7680画素

キメ細やかで迫力ある表現力
フルハイビジョンに比べて4Kは4倍の画素(3840×2160画素)、8Kは16
倍の画素(7680×4320画素)を持つことで、キメ細やかでよりリアルな映
像をお楽しみいただけます。スポーツ番組であれば従来は分かりにくかっ
た選手の表情も分かります。風景では遠くまでクリアで奥行きのある映像
となり臨場感が伝わってきます。

インターネットに接続することで、音声による操
作や検索ができたり、番組のおすすめ機能の利用
やお気に入りの動画配信サービスが楽しめたり
するなど、テレビによってはさまざまな機能に対
応しています。

HDR(ハイダイナミックレンジ)と
は、映像が本来持っている明るさ
や色、コントラストを表現できる
技術です。

さまざまな機能

HDR映像への対応

1

2

3
有機EL(白色)

A

カラーフィルター

表示面

バックライト液晶パネル

表示面

A

カラーフィルター

液晶
ディスプレイ

※構造図は説明のために簡略したものです。　監修：一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)

有機EL
ディスプレイ

1
2
3

省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴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。

1画素ごとに発光の制御を行うため、発光をオフにした画素では深みのある黒
を表現できる
発光の応答速度が速く、動きの速い映像でも滑らかな表示ができる

液晶ディスプレイのようなバックライトが不要なので、薄くて軽いディスプレイ
が実現できる

有機ELディスプレイを採用したテレビも販売されています。

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。

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

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。

省エネ性能を確認するにはテレビのテレビの

有機ELディスプレイとは
有機ELディスプレイは、ディスプレイ自体が
光を発する自発光方式の表示装置で、以下のような特徴があります。

TOPICS

ここがスゴい!ここがスゴい!
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エアコン

最新型は
高機能&
省エネよ! 在宅時間が増えて使用機会が多くなりがちなエアコンこそ

省エネ性能の違いに注目しよう!
在宅時間が増えて使用機会が多くなりがちなエアコンこそ

省エネ性能の違いに注目しよう!

大変だ!
省エネ
家電たちが

強すぎる!

期間消費電力量(kWh/年)

・冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.8kW・寸法規定クラス
・期間消費電力量は、JIS C 9612:2005に基づく通年エネルギー消費効率(APF)から算出された試算値です。
 （地域､気象条件、使用条件などにより､値は変わります）
※2010年はクラス全体の単純平均値、2020年はクラスの省エネタイプ（多段階評価★4以上）の単純平均値（小数点以下四捨五入）。
出典：経済産業省 資源エネルギー庁 省エネ性能カタログ（2010年冬版／2020年版）
※年間電気代は、期間消費電力量に電力料金目安単価*27円/kWh(税込)を乗じて算出した目安です。
*電力料金目安単価：公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(2014年4月28日改定)
※このデータは特定エアコンの消費電力量や電気代を保証するものではありません。

【年間電気代】

おトク！

10年前と比べると･･･

2010 年 2020年

省エネ！
DOWN

家庭において消費電力量が多いエアコン

［10年前の平均と最新型の省エネタイプ(多段階評価★4以上)の比較］※

最新型の省エネタイプに買換えると電気代が節約になる
だけでなく・・・快適性もアップ

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。

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。

※一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで換気を行っていません。

冷房

暖房 8畳

8畳
10畳

12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
（暖房・冷房の目安）
カタログ記載例

～

～

部屋に見合った能力のエアコンを選ぼう!

しっかり
カタログを確認して
エアコンを選んでね！

・窓とドアなど2か所を開ける　  ・扇風機や換気扇を併用する
・換気後は、エアコンの温度をこまめに再設定する

POINT!

●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。
●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。

熱中症予防と感染症対策
熱中症予防のためにはエアコンの活用が有効です。一方、新型コロナウイルス対
策のためには、30分に5分程度、窓を全開にする換気が効果的。エアコンはつけ
たままで、温度変化はエアコンの設定温度をこまめに調節する方が省エネです。

約12%
省エネ!
約12%
省エネ!

約2,920円

約12%

923 815

上手な選び方エアコンのエアコンの

上手な使い方エアコンのエアコンの

環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/）
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エアコン

搭載されている各機能はエアコンの機種によって異なります。

最新の
エアコンなら
こんなことが
できます。

最新のエアコンの最新のエアコンのいいところいいところ
内部を自動でクリーニング

エアコン内部へのホコリ・カビ・菌・ニオイ等の付着
を抑制したり、取り除くためにさまざまなクリーン機
能があります。また、フィルターのお掃除を自動で行
う機能が搭載されている製品もあります。

除湿・加湿・快眠・換気・気流制御…各メーカーの創意工夫が活かされています。

花粉・タバコの煙・浮遊菌などを除去する空気清浄
機能・除菌機能を搭載した製品があります。

高性能センサーやAI(人工知能)で部屋の状況を学習し、体感
温度など人の状態を見極めて快適にする製品もあります。

1

空気清浄運転もできます3

学習機能をもった高性能機能4
AI

AIが学習

引用：一般社団法人 日本冷凍空調工業会 ウェブサイトより

センサー

エリア空調機能
カメラや人感センサーにより気流をコントロールして必要な
エリアを冷暖房することで節電する製品があります。

ＩоＴ※を利用してスマートフォンで外出先からの操作や運転
内容の確認ができる製品もあります。

5

操作性向上機能

※Internet of Thingsの略称。モノがインターネット経由で通信すること。

6

快適機能がいっぱいです2

夏本番前に!!夏本番前に!!お手入れと運転確認をお願いします！

エアコンクリーニングのご注意
長年お使いのエアコンは、内部の洗浄によって省エネ性能
が改善することがありますが、正しく行わないと、故障し
たり、最悪の場合、発煙・発火につながる恐れがあります。
エアコンの内部洗浄は、高い専門知識を有する業者に依頼
をして下さい。お買い上げの販売店、メーカーのサービス
窓口にご相談されると安心です。

長期使用製品安全表示制度をご存じですか?
2009年4月1日以降に製造または輸入された対象商品には、「設計上の標準使用期間」が
表示されています。標準使用期間が過ぎたら、異常な音や振動、においなどがないか、販売
店などへご相談をお勧めします。

POINT!

電源プラグ1 リモコン2 フィルター3

室外機4 冷風の確認5 正常運転の確認6

異常に気付いたら『使用を中止』の上、お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。

参考：一般社団法人 日本冷凍空調工業会ウェブサイト

ここがスゴい!ここがスゴい!

電気プラグやコンセントに
変色や汚れはありませんか？

液晶は表示されていますか？
リモコンで操作できますか？

ホコリが溜まっていませんか？
破れや破損はありませんか？

室外機の上や前に物を置いていま
せんか？物を置かないようにお願
いします。

冷房設定温度を16～18℃で10分
程度運転し、冷えることを確認く
ださい。

室内機から水漏れ、異音、異臭が
ないか、室外機から異音、異臭が
ないか確認ください。

POINT!

アース

運転ランプ

更に30分運転
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温水洗浄便座

最新の温水洗浄便座は、オート機能で、
快適さもパワーアップしているぞ!
最新の温水洗浄便座は、オート機能で、
快適さもパワーアップしているぞ!

節電パワーを
受けてみろ!

※節電機能を使用した場合。出典:資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ」の機種一覧における単純平均値（2010年冬版/2020年版）
※年間電気代は、年間消費電力量に電気料金目安単価* 27円/kWh（税込）を乗じて算出した目安です。
*電力料金目安単価：公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会(2014年4月28日改定)
※各家庭の使用実態や電力会社等によって異なり、その金額を保証するものではありません。

年間消費電力量
(kWh/年)

【年間電気代】

おトク！

省エネ！
DOWN

瞬間式 貯湯式

2010年 2020年

年間消費電力量
(kWh/年) 省エネ！

DOWN

2010年 2020年

10年前と比べると･･･

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、電気代を節約できるだけでなく、

CO2削減にもつながります!

【年間電気代】

おトク！
トイレの使用後は
フタをちゃんと
しめると
省エネになる

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。

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！

1
●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。

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！

2 節電機能も製品を選定するためのポイントです！

しっかり省エネ
性能を確認して
温水洗浄便座を
選んでね！

節電制御

便ふた自動開閉

瞬間暖房便座

便座に沿った便ふた形状

1 夏場は便座の
暖房を
OFFにする

2 便座や洗浄水は
温度調節ができるし、
タイマー
設定も
できる

3

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。

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。

トイレを使用していないときの便座保温の電力を節約します。

便座側面からの放熱を防止します。

約270円

約10%
98 88

約11%
186

165
約570円

上手な選び方温水洗浄便座の温水洗浄便座の

上手な使い方温水洗浄便座の温水洗浄便座の

省エネ!
約11%約11%

（貯湯式の場合）

マズイ!
温暖化パワ

ーが

弱くなって
いく!
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MISSION
ハツデーン

化石エネルギーから再生可能エネルギーへ変換しよう!化石エネルギーから再生可能エネルギーへ変換しよう!

VSVS
クリーンエネルギーで挑め!クリーンエネルギーで挑め!

再生可能エネルギーで地球を温暖化から救え !

創エネパワーで
創エネパワーで

オンダンカーンを倒せ!
オンダンカーンを倒せ!

太陽のエネルギーを電気に変えているから、力は無限大だよ!

このままで
は

暮らしやす
い地球に

戻ってしま
う!!

ボクの
ソーラーパワーは

強力だぞ!

オンダンカーン

温水洗浄便座

ご使用中の製品についてチェッ
クすることができる「トイレのセ
ルフチェック」にて「便器・タンク」
「温水洗浄便座」「温水洗浄便座
一体型便器」から製品を選択し、
あてはまる症状にチェックを
入れてください。

便座のゴム足が外れている、
ガタツキがある

便座にひびや割れがある

あてはまる症状に
チェックしてみよう！

便座が異常に熱いときや、
冷たいときがある　

製品から水漏れしている
(内部の電気部品が被水 )

●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。

詳しくは一般社団法人 日本レストルーム工業会
「トイレのセルフチェック」ウェブサイトまで

今すぐチェック！

スマートフォン版QRコード

セルフ安全チェック！温水洗浄便座

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！

おすす
め！

おすす
め！

トイレのセルフチェック

長期使用による事故防止のためには、セルフ安全チェックを行い、異常に気づい
たら、すぐに電源プラグを抜き止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店・工事店、
またはメーカーへご連絡ください。

332928



メリットが
たくさん
あるんだよ!

太陽光発電システム

オレの
地球温暖化

を

ジャマする
な!

太陽のエネルギー
だから
無限のパワーだ!

攻撃だ!攻撃だ!
ソーラーパワーソーラーパワー

強力な強力な

太陽光発電パワーで地球を守ろう!太陽光発電パワーで地球を守ろう!

太陽の恵みを電気に変える太陽光発電

住宅用

太陽光発電の太陽光発電のいいところいいところ
発電時にCO2などを排出しないクリーンエネルギー！

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。

1

電気は買うよりも作る方がおトク
太陽光発電の発電コストは約14円/kWhです※1。一般的な電力会社の電
気代約27円/kWh※2と比べて約半分です。
また、昼間に発電する太陽光発電は在宅勤務やオンライン授業などライ
フスタイルの変化で増加する昼間の電気代削減に効果的です。
※1 イニシャルコストと運転コストを20年間で算出。㈱資源総合システム発行「日本市場における2030/2050年
　　に向けた太陽光発電導入予測（2020～21年度版）」より引用
※2 電力料金目安単価：公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会（2014年4月28日改定）

2

非常用電源にもなる！
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。

使い切れなかった電気は買い取ってもらえる
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。

4

3

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。

太陽電池（半導体を利用）

電力

太陽光発電のしくみ太陽光発電のしくみ
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。

光をあてると発電する

詳しくは、
一般社団法人 太陽光発電協会や各メーカーのウェブサイトをご参照ください。

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。

太陽電池パネル

分電盤

パワー
コンディショナ

接
続
箱 電力量計

熱
光

通常の物質

太陽の光が
熱に
変わる
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MISSION

オンダンカーン

チクデーン

太陽光発電でつくられた電気をためて活かす!太陽光発電でつくられた電気をためて活かす!

VSVS

蓄エネパワーで
蓄エネパワーで

オンダンカーンを倒せ!
オンダンカーンを倒せ!

LAST いざという時にも活躍する
 蓄電池パワーで最後の戦いだ !

クリーン
エネル

ギーが

こんなに
温暖化

対策に

効果的
だとはな

!

悔しい
!!

最後は蓄電池の

ボクが相手だ!

さあ、ためたパワーを開放だ!さあ、ためたパワーを開放だ!

出典：経済産業省　資源エネルギー庁「どうする？ソーラー」

売電

調達価格や調達期間等は、各電源ごとに、事業が効率的に行われた場合、通常必要と
なるコストを基礎に、価格目標や適正な利潤などを勘案して定められます。具体的に
は、中立的な調達価格等算定委員会の意見を尊重し、経済産業大臣が決定します。

2009年に始まった「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月から出始めていま
す。固定価格買取制度の満了を迎えた方は、ご自宅で発電した電気を以下の
ようにご活用いただけます。

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。

売電できる事業者は資源エネルギー庁の
ウェブサイト「どうする？ソーラー」で
調べることができます。　　

2021年度以降の調達価格と調達期間等

買取期間が終了する住宅用太陽光発電について

自家消費1 電気自動車や蓄電池・エコキュートなどと
組み合わせてご自宅で使う。

相対・自由契約2 売電できる小売電気事業者などに対し
相対・自由契約で余剰電力を売る。

電気自動車

蓄電池

エコキュートなど

蓄電池

家庭用蓄電池を購入して、
太陽光発電でまかなえる電力を増やす

プラグインハイブリット自動車、電気自動車を購入し、
発電した電気を自動車の動力等に使う

太陽光発電システム

電源

太陽光

区分 2020年度 2021年度

19円21円
2022年度

17円

1kWh当たり調達価格等

10kW未満

調達
期間等

10年間
※2021年4月現在、2021年度・2022年度については、調達価格等算定委員会「令和3年度以降の調達価格等に関する意見」に
　おいて取りまとめられた内容です。
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リチウムイオン蓄電システム

パワーを
ためた
開放だ!

みんなの力が一つになるとこんなに強力になるんだ!

住宅用には、小型軽量が特徴のリチウムイオン蓄電池を用いた
蓄電システムが適しています。

蓄電システムは、太陽光で発電した電気をため、夜間に使って自家消費を増
やしたり、夜間にためた電気を昼間に使ってピーク電力を減らしたりできま
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が、電気をためて
おけば、予期しない停電のときにも使うことができます。

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。
夜間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。

蓄電システムの構成例
（系統連系するタイプ）
蓄電システムの構成例
（系統連系するタイプ）

蓄電システムのさまざまな使い方

・［特定負荷分電盤］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。
・蓄電システムとは、パワーコンディショナ
  （変換器）と蓄電池を組み合わせたものです。

リチウムイオン

小型化

軽
量
化

太陽光発電システム
と連携できる！

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。

夜間の電力を
日中に使える！

1

2

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。
●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。

停電時にも
電気が使える!3

災害時にも
役立つね!

リチウム
イオン
蓄電池

鉛蓄電池リチウムイオン
蓄電池の特徴

軽くて、
設置が簡単

2

大容量なのに
コンパクト

1

長寿命3

いつでも使えるから、いざという時にも安心だよ!いつでも使えるから、いざという時にも安心だよ!

太陽電池パネル

パワーコンディショナ

一般負荷
分電盤

一般負荷 特定負荷

系統

直流電源ライン
電源ライン（一般負荷）
電源ライン（特定負荷）
太陽光発電自立ライン

特定負荷
分電盤

フル充電のパワーで、

温暖化を止めてやる!

蓄電システム

晴天の日の一例

停電時の給電イメージ（昼間の場合）

特定負荷

蓄電システム

系統電源

蓄電
システム
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ENDING

創エネ・蓄エネする上で注意する事 ENDING

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。

太陽光発電を設置する前の注意

理由1

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

使用済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

「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。

安全面

理由2 資源の再利用

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。

信頼できる
販売業者や施工業者に相談しましょう。3

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

「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。

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。

後悔しないために、
トラブル回避を心掛けましょう。4

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

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。

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。

適正な回収・
リサイクルに
ご協力を

温暖化から地球を救った!温暖化から地球を救った!

家電戦士たちは力を合わせて
オンダンカーンを追い払い
家電戦士たちは力を合わせて
オンダンカーンを追い払い
家電戦士たちは力を合わせて
オンダンカーンを追い払い

しかし、CO2の排出量が増える限り温暖化は進んでしまう。

だから、2050年脱炭素社会に向け、

みんなで力を合わせていこう!

みんな、やったね!!
みんな、やったね!!

僕たちがカデン星に帰っても、

僕たちがカデン星に帰っても、

やっぱりやっぱり
スマートライフはスマートライフは

すごいね!すごいね!

みんなが身近な問題として、スマートライフに取り組めば
地球をずっと守れるよ!! 3736



トップランナー方式のイメージ図

100%
以上

100%
未満

目標基準

基準設定時

目標達成率

目標年度

省エネ性能の表示 -家電戦士が解説-

目標年度 ○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

115% ○○○kWh/年

目標年度4

省エネ性マーク1 省エネ基準達成率2 エネルギー消費効率3

目標年度 ○○○○年度

省エネ基準達成率 年間消費電力量

98% ○○○kWh/年

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。

省エネルギーラベリング制度

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。

省エネルギーラベルの表示

例1

例2

1
2
3
4

省エネ性マーク
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。

省エネ基準
達成率

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。

エネルギー
消費効率

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。

目標年度
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。

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
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
電気温水機器（ヒートポンプ式給湯器）

電球
電子計算機（パソコン等）

 

省エネ性能の表示
トップランナー制度

「エネルギー消費機器のうち、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。

※多段階評価制度の対象製品はエアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座、照明器具、電気冷凍庫ですが、今後ガス温水機器、石油温水機器、
　電気温水機器が加わります（2021年3月現在）。
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メーカー名 機種名

統一省エネラベル

省エネ性能の表示 -家電戦士が解説-

エアコン適用製品 テレビ

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。
※テレビ・エアコンは今後ラベルの見直しが行われる予定です（2021年3月現在）。

※説明は2021年度版の例です。

統一省エネラベルのみかた

統一省エネラベルの貼り間違
いのないようにメーカー名、機
種名を表示。

本ラベル内容が何年度のもの
であるかを表示。

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。

省エネルギーラベル

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。

年間の目安電気料金
市場における製品の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。

多段階評価

ミニラベル※

ミニラベルは多段階評価点を
表示します。

※新ラベルに比べて小さいサイズのラベルですが、Webサイトなどの
　限られたスペースでも、省エネ情報を分かりやすく表示できます。

省エネ性能 2.7
RFR-R0211

省エネ性能
2.7

RFR-R0211

2.7
省エネ性能

RFR-R0211新登場

照明器具 電気冷蔵庫 電気冷凍庫

電気便座

統一省エネラベルのみかた

※電気料金は、1kWhあたり27円（税込）として算出しています。

統一省エネラベルの例
（電気冷蔵庫）

新ラベル

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

84 330

8,910 円

2.7

RFR-R0211

省エネ性能

年間消費電力量省エネ基準達成率

目標年度2021年度 ％ kWh/年

省エネルギーラベル
省エネ性マーク、省エネ基準達成率、
エネルギー消費効率、目標年度を表示。

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)をわかりやすく表示するた
めに年間の目安電気料金で表示。

多段階評価点
市場における製品の省エネ性能の
高い順に5.0～1.0までの41段階
で表示(多段階評価点)。
★(星マーク)は多段階評価点に応
じて表しています。

星と多段階評価点の対応表

5.0

4.5～4.9

4.0～4.4

3.5～3.9

2.5～2.9

2.0～2.4

1.5～1.9

1.0～1.4

3.0～3.4

従来タイプ統一省エネラベルの統一省エネラベルの

適用製品

新タイプ統一省エネラベルの統一省エネラベルの 新しく
なったのね!
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HEMS（ヘムス）とは？

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｣、｢わかる化｣、｢できる化｣して、もっと上手にエネルギーを使
うことができます。

Home Energy Management System
（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム） 1,000w

200w 800w

見える化 わかる化 できる化
エネルギーモニター 電気使用状況

HE MSの構成例

・「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/ 

エコキュート 電気自動車

蓄エネ創エネ

洗濯機冷蔵庫 照明器具テレビ

ルーター
スマートフォン

インターネット

サーバー

送電網
（スマートグリッド）

省エネ

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/

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。

エアコン
スマートメーター
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。

太陽光発電
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。

エネファーム
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。

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。

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。

蓄電池
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。

HEMS
コントローラー

HEMS（ヘムス）

4342



ZEH（ゼッチ）とは？

｢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。

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。

ZEHを実現するためには、エネルギー使用量を大幅に減らす必要があります
が、暑さや寒さをガマンするというわけではありません。家全体の断熱性や設
備の効率を高めることで、夏は涼しく冬は暖かいという快適な室内環境を保
ちながら省エネルギーを実現できます。

ZEHが私たちにもたらすメリット

1

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

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

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

2 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

3 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

快適に
省エネルギーを

実現!

さらに詳しく!

住んで
みたいわ!

20%削減

高断熱窓 高性能
断熱材 給湯

照明
換気
冷房
暖房

高断熱化
（ZEH基準）

（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）

エネルギーを
極力必要としない エネルギーを創る

ZEH
エネルギーを
上手に使う

ZEH（ゼッチ）

ZEHのしくみ 冬
あたたかい!

夏
すずしい!

太陽光
発電

高効率空調

高効率給湯高断熱仕様

日射遮蔽

高効率
照明

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

「令和３年度ZEH補助金」
はこちら
※予算が無くなり次第終了となります。
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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。

・同じ世帯人数の家庭と比較して、100世帯中何位
かわかる

・何を削減すれば節約につながるか、一目でわかる
・省エネにつながる生活の工夫や、効率の良い家
電の使い方がわかる

かんたん比較の使い方 うちエコ診断でこんなことが分かります！

ご家庭ごとのエネルギー消費量とCO２排出量の大きさを診断して、ライフスタイルに合わせ
た省エネ・省CO２対策をご提案するサービスです。WEB上の簡単な質問に答えていくだけで、
今の生活をよりお得で省エネにする、おすすめの対策がわかります。

「うちエコ診断」とは「しんきゅうさん」とは

PC版画面イメージ 比較結果を表示
スマートフォン版
画面イメージ

シミュレーション
したい製品の
アイコンをクリック

ステップ

1
今使っている
製品の
情報を入力

ステップ

2
購入予定の
製品の
情報を入力

ステップ

3

詳しくは｢しんきゅうさん｣ウェブサイトまで!

PC版 スマートフォン版QRコード

しんきゅうさん・うちエコ診断

オーダーメイドの省エネ対策

うちエコ診断

まずはお試しください！
●うちエコ診断WEBサービスは
　こちらから

●うちエコ診断士との診断申込は
　こちらから
具体的な対策方法を相談したいかたは、
環境省公的資格を持った
「うちエコ診断士」と一緒に診断できます。
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私たちにできる｢COOL CHOICE｣

｢COOL CHOICE｣の取組例

「COOL CHOICE」は、CO₂などの温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭
素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタ
イルの選択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこう
という取組です。

サービスの利用
例 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」

製品の買換え
例 LED照明、エアコン、冷蔵庫、高効率給湯器、
 節水型トイレ、エコカーなどの省エネ製品
 住宅のZEH化・断熱リフォーム

1

2

｢COOL CHOICE｣公式ウェブサイト
｢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。

ライフスタイルの選択
例 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・徒歩での移動
 食品ロスの削減
 サステナブルファッションの選択

3

COOL CHOICE

自宅で過ごす時間が長くなった今、エコ住宅・断熱リフォームや、省エネ
家電への買換えにより、みんなで、おうち時間を、脱炭素で「快適・健康・
お得」にしていくことを呼びかけるキャンペーン。
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/kaiteki/index.html

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出し
ない、重要な国産エネルギー源です。オフィスや自宅で契約している電力会社やプランを、再生可
能エネルギーを重視しているものに切り替えることで、脱炭素化に寄与できます。

詳しくは クールチョイス　

地球温暖化対策につながるアクションメニュー。
オフィスや自宅でできることは、たくさん！ 「COOL CHOICE 

チャレンジ」とは？
「COOL CHOICE チャレンジ ～地球温暖化対策を

実践する1週間～」では、地球温暖化の現状を知り、

省エネ・低炭素型の製品への買換え・

サービスの利用・ライフスタイルの選択などの

「賢い選択」を広く国民や企業の皆様に

実践していただくことをお願いしています。
様々な取組みをHPに掲載中！ 詳しくは「COOL CHOICE」HPにて。

地球温暖化対策
 1週間、始めてみませんか!?
まずは

～地球温暖化対策を実践する1週間～

2018年11月26日（月）～12月2日（日）※「気候ウィーク2018」11月19日（月）～12月2日（日）期間内

LED化・窓際消灯1

みんなでおうち快適化チャレンジ

再生可能エネルギーへの切り替え

空調温度設定2

空室消灯3

オフィス宅配受取4

WEB会議・テレワーク5

不使用時の電源off・エコペーパー6

気候変動対策の理解促進7

PC省エネ設定8

エコバッグ・マイボトルの使用9

ビルのZEB化

1 2

6

7
8 9

3

5

4

「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。

｢COOL CHOICE｣について

PC版 スマートフォン版QRコードクールチョイス
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちはライフスタイルの
抜本的な見直しを強いられ、外出の自粛やテレワークの導入で「おウチ
時間」が増えています。そこで、「新しい生活様式」と上手につきあうヒ
ントをまとめてみました。

新しい生活様式（ニューノーマル）と上手につきあうヒント

withコロナ・ニューノーマルで
暮らし方が変わる!

新しい生活様式で注目の家電とは新しい生活様式で注目の家電とは

活  用
もっと　家電を

しませ　 んか?

清潔 楽しさ

効率化 節電・IT

室内を清潔に
●高性能フィルター付空気清浄機
　花粉・PM2.5・タバコの煙・浮遊菌など微粒子を抑制してくれます。

●除菌・脱臭力のある除菌脱臭機
　次亜塩素酸、オゾン・イオン、触媒などで強力に除菌・脱臭して
　くれます。　
●快適機能が付いたエアコン
　空気清浄機能のほか、除湿・加湿・快眠・換気・気流制御などが
　あります。

非接触タイプ
●自動開閉、自動洗浄や除菌機能付の温水洗浄便座や
　人感センサー照明  
　人の手が触れないことで、ウイルス感染を防ぎます。

家事の負担を軽減
●ロボットクリーナー
　ゴミを吸い込む吸引掃除タイプに加え、フローリングなどを拭き掃除
　してくれるタイプもあります。　
●自動調理家電
　材料を用意したら、おまかせで調理してくれます。

家事の時間短縮
●時短型洗濯乾燥機　
　洗濯から乾燥まで自動でしてくれるので干す時間を節約してくれます。

●食器洗い乾燥機
　食器を洗う手間が軽減でき、ほかの家事に時間を回せます。

●時短トースター
　1分～2分で焼けたり、1度に4枚焼ける機種があります。

ストレスフルな毎日を乗りきる
●4Kテレビ・8Kテレビ
　きめ細やかで迫力のあるリアルな映像表現による臨場感が
　楽しめます。動画配信サービスが楽しめる機種もあります。

●低温調理器
　低温でじっくりと食材を加熱する調理が簡単にできます。

●こだわりのトースターや炊飯器
　出来たての食パンのように美味しく焼けるトースターやお米の銘柄に合わせた
　炊き方ができる炊飯器が人気です。

毎日の体調管理
●家電とフィットネスデータの連携
　エクササイズのデータと連係して、最適な食事メニューの提案を行う
　ことができます。

電気代の負担増を軽減
●省エネ家電
　省エネ家電は、使い方の工夫でさらに節電が可能になる場合があり
　ます。

●太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電システム
　クリーンエネルギーによる創エネや蓄エネを取り入れましょう。

●HEMS
　ZEH+HEMSで、脱炭素社会の実現に貢献していきましょう。

快適なリモートワーク

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い

コロナ禍の中で、快適で清潔な暮らしを支える家電製品をご紹介します。

●最新のIT技術の活用　
IoTを活用したり、パソコン・スマホなどを快適に使用したり
するため、セキュリティを強化して、快適で安心なリモート
ワークに取り組んでいきましょう。

※詳しくはカタログ等でご確認ください。
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	スマートライフブック_p26_p37
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