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エネルギーマネジメント

医療法人 敬英会様（以下、敬英会）は15の介護事業
所を展開、運営していますが、気を緩めれば定常化し
「必要」の名の下に肥大化するインフラコストを大きな経
営課題と捉えています。2010年6月より介護老人保健
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医療法人敬英会様は、平成10年に和歌山県橋本
市に介護老人保健施設を開設以来、「人にやさ
しく、全ての関わる人の質の向上を目指す。」
という理念のもと、橋本市、大阪市、大阪府豊
中市に老人保健施設3か所をはじめ、介護付き有
料老人ホーム、認知症対応型グループホームな
どの介護入所施設や在宅介護を展開している。

施設「つるまち」でエネルギー監視をスタートして以来、
データに基づく分析と的確な改善でこの課題に対処、
継続して大きな成果をあげています。

光熱費のコストを削減したい
規模の拡大により増大する光熱費を、健康面に配慮しながら削減したい。

２

コストの削減を見える形で出したい
スタッフの意識改善のためにも、エネルギーの削減量を目に見える形で出したい。

敬英会は、介護老人保健施設や有料
老人ホームなど、数多くの介護施設を
運営しています。「これらは利用者の方
に健康に生活してもらうための施設で
す。健康被害は決してあってはなりま
せん。一方でエネルギーコスト削減とい
う経営課題への対応もあり、苦労して
いました」と医療法人 敬英会 理事長
医療法人 敬英会
の光山誠氏は語ります。この課題を解
理事長 光山 誠 氏
決するため光山氏が取り組んだのが、
エネルギー使用量の見える化です。2010年6月、介護老人保
健施設の一つである「つるまち」にエネルギー計測機器を設置し、
使用量の計測を開始しました。計測の取り組みについて光山氏
は、「使ったエネルギーの見える化がほかのスタッフにも拡げら
れるという点が興味深かったです。これにより、省エネ活動の説
得力が増しました」と振り返ります。また計測されたデータは、立
命館大学、パナソニック インフォメーションシステムズと共同で
立ち上げた「省エネ研究会」の協力の下で分析が行われ、利用
者の環境を守りながら省エネを進める取り組みが始まりました。

【 敬英会施設一覧 】
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介護施設のエネルギーの“見える化”に取り組み検討を開始
「老健つるまち」にエネルギー計測機器を設置し、計測を開始
省エネ研究会にて計測結果の情報共有を開始
2施設目「老健グリーンガーデン橋本」のエネルギー計測を開始
「介護付き有料老人ホーム幸楽の里 服部緑地」、
「老健さくらがわ」へエネルギー計測機器を設置
全拠点のエネルギー使用状況の一元管理を実現
新設の特別養護老人ホーム「ねや川」へ
エネルギー計測機器を設置（予定）

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

eneviewを活用した省エネ活動の勘所
エネルギー使用量の見える化からどのようにして省エネを実現したのか。ここでは、敬英会、立命館大学、パナソニック インフォメー
ションシステムズが共同で立ち上げた「省エネ研究会」の分析により明らかになった省エネのポイントを通じて、敬英会における取り組
みの勘所をご紹介します。

総電力は人の活動と比較。「不要」をつかめ！
電気料金は、電気の総使用量とピーク電力（デ
マンド）によって決まる。従って省エネの取り組み
としては、下記2点が重要となる。
■不要な電気使用の削減
何がピークを押し上げているか

①総使用量を減らす
②ピーク電力を下げて平滑化する
そのために、人の活動に不要な電力を、1日の
消費電力の推移から把握し、削減を行った。

■不要な時間帯に消灯
業務開始前に電力が増加

■不要な時間帯の消灯
［データのポイント］ 業務開始前（6時～8時ご
ろ）に消費電力の増加が見られる。
［アクション］ 確認の結果、早出のスタッフが全
ての照明を点灯させていた。業務に必要な箇
所のみ順次点灯していくこととし、同じく残業時
間帯の照明点灯についても見直しも行った。
［効果］ 不要な時間帯の消費電力を抑えること
で、総使用量を減らすことができた。

■不要な電気使用を削減
［データのポイント］ 電力使用量のピークを抽出、使用している照明電力などの電気使用についてさらに詳細な分析を行う。
［アクション］ 電気回路単位で使用量の多い順に、スタッフ・利用者の活動上不要な箇所を洗い出し、常時消灯するなどした。
［効果］ ピーク電力の低減により、契約電力を下げることができた。

複数指標を比較すると「環境の変動」が見えてくる！
全体量だけを見ていても、問題点を見
つけ出すことができない。問題点を

見つけ出すためには、より細か
い単位で使用電力量を把握す
る必要がある。

■使用電力量の細分化
変動が大きく、使用量の多い
ものから問題点を見つけ出す

■使用電力量の細分化
［データのポイント］ フロア・エリア別に
総使用電力量を細分化した。空調エ
ネルギーはＬＰガスのため、電力の使
用量は変化が少ない。一方、厨房とポ
ンプの電力が大きく変動している。生活
活動時間とあわせ、10時～11時ごろ
に電力使用のピークとなっている。
［アクション］ この時間帯の業務を調べ
ると、厨房の食器洗浄機の稼働と、お
風呂の稼働時間が重なっていた。業務
スケジュールを見直し、食器洗浄機の
稼働時間がピークに重ならないよう調整した。
［効果］ ピーク電力を押し上げている要因を特定し調整できたことで、ピーク電力の低減と平準化ができた。同じように時間単位、
あるいは年間単位で電力使用量をさまざまな切り口で把握し、業務時間の変更や設備の改善を行うことで、積み重ねた結果とし
ての総電力使用量の削減が進展した。

新たな気づきが生まれる、踏み切った「１度」の差！
省エネの活動は、「ムダの発見」による使用
■稼働時間の調整
1時間稼働時間をずらした

量の削減だけでなく、新たな「気づき」を生
み出すことがある。

■利用者視点の適正室温
設定室温を約1℃上昇

■利用者視点の適正室温

■急激な温度変化の低減
室温の上下動の原因を改善

［データのポイント］ 省エネ活動の一環として、夏
場の空調（冷房）設定を1度あげて27度とした。
［アクション］ 現場ヒアリングを実施したところ、施
設利用者からは、快適性が向上したとの結果が
得られた。
［効果］ 従来はスタッフがスタッフの感覚に合わ
せた設定を行っていたことが“気づき”となり、他に
同じようなことがないか確認するきっかけとなった。

■稼働時間の調整

■急激な温度変化の低減

［データのポイント］ サービス開始前の誰もいない
時間帯に室温が下がっていた。
［アクション］ 空調が稼働していた。利用時間帯に
適正温度になるよう、稼働時間を1時間遅らせた。
［効果］ 不要な空調により、空調エネルギーの削
減ができた。

［データのポイント］ 夕方の時間帯に室温が大きく上下動している。
［アクション］ 施設利用者が空調を寒いと感じ、窓を開けた調整が行わ
れていた。先の設定温度の変更に加えて、利用者視点でこまめな空調
の調整を行った。
［効果］ 窓を開けた調整が不要となり、急激な室温の変動がなくなった。
これにより、空調電力の削減も図られたが、同時に利用者の健康に対す
る負担も減る“気づき” となった。

周辺環境を考慮した効果的な対策を！
省エネ活動をすることで、エネルギーの使用量が常
に削減されていくわけではない。周辺環境も考慮
した分析と取り組みが必要となる。
■エネルギー使用量の増加原因
［データのポイント］ 改善前に比べて順調な改善を見
せていた空調エネルギーであるが、3年目が前年に
対して増加する結果となった。
［アクション］ 外気温を調べて照らし合わせた。結果、
前年度に比べて平均で約1度高くなっており、これが
原因で空調エネルギーが増加していたと考えられた。
［効果］ 増加は外的な要因によるもので、省エネの取
り組み自体が緩んでいるわけではないことがわかる。
目先の数値のみを追うと無理な省エネ活動となり、ひ
ずみが生まれる。こうした外的な要素にも考慮した活
動が必要である。

省エネ効果を予測してから設備を更新！
省エネというと、LEDなどの省エネ機器に取り替えるということが方策として浮かぶ。しかし、本当に投資
に見合う省エネが実現できるのかを検討することも大切となる。
■設備更新の検討に計測結果を活用
［アクション］ 設備の老朽化に伴うリニューアルを行うことになったグリーンガーデン橋本にて、工事の1
年前からエネルギー計測・分析を実施し、設備更新の検討を行った。
［効果］ 設備更新コストと省エネ効果を比較検討することで、過剰な設備更新を避けることができた。
【計画】

すべての照明を
LED照明に更新

投資コストが省エネ効果を
上回ることが判明

【実施】

使用頻度の高い照明のみ
LED照明に更新
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光熱費を大幅に削減することができた！
小さな削減の積み重ねにより、設備更新することなく大きなエネルギー使用量の削減ができた。

２

スタッフの意識が向上し、日常活動の行動が変わってきた！
利用者視点に立った施設運営の改善など、省エネとの相乗効果を生み出した。

eneviewなどを通じて取得された電力量や
気温などのデータ活用について、光山氏
は「膨大なデータから、どういった改善がで
きるのかを見いだすことは、大変難しいも
のでした。ポイントの洗い出しや議論を行う
省エネ研究会の場は大きな存在でした」と
言います。また、施設の現場で省エネの
取り組みを推進した、医療法人敬英会 介
医療法人 敬英会
護老人保健施設つるまち副施設長の松
介護老人保健施設つるまち
副施設長 松下 泰志 氏
下泰志氏は、「スタッフが自発的に取り組
む形になるよう意識した」と活動のポイントを語ります。「省エネの
基本的な研修を行ったうえで、省エネのアイディアを出し合って
試行錯誤を繰り返しました。設定温度の調整や、不要な照明・
空調を“消す”ことの徹底などさまざまです。結果を分析データで
フィードバックし、さらにアイディアを出し合う…これを継続しまし
た。スタッフそれぞれが意識を持って取り組んでくれたことが、省
エネの推進に繋がったと感じています」。また、「省エネで得られ

た削減効果を設備更新という目
に見える形で還元し、スタッフや
利用者の方に省エネ活動を身
近に感じてもらうことも取り組みま
した」（松下氏）と言います。
このように客観的なデータの分
析、スタッフの自主的・創造的な

省エネ効果による削減金額で改修された
各フロアの洗面台・足洗い場

活動が継続された結果、大きな設備更新がなかったにも関わら
ず前年比で22.5% （ ※ ） もの節電を達成し、その効果を2年にわ
たって継続できています。光山氏は、 「思った以上の結果がで
ています。これだけムダがあったのかと
省エネ研究会の
使用量などの
驚きました」と言います。松下氏は、「効
データ分析
計測
果を維持することの難しさはあります。
引き続き見直しサイクルを回し、仕組み
省エネサイクル
として継続させていきたい」と、今後も引
スタッフに
自主的な
き続き省エネ活動に取り組む決意を示
フィードバック
省エネ活動
されました。
（※）介護老人保健施設「つるまち」における2011年9月の前年同月比データによる

今後の展望
敬英会では、複数施設へのeneview導入を進めるのと並行して、
2014年6月より複数拠点の使用量の一元管理をスタートさせま
した。これについて光山氏は「それぞれの拠点での取り組みだけ
でなく、施設間の比較・分析を行い省エネの取り組みを加速させ
たいと考えています。eneviewは計測機器をネットワークに接続
することで、複数拠点のデータをリアルタイムで把握できますの
で、その効果に期待しています」と語ります。
また光山氏は、「省エネの取り組みは、温度設定や動線、照明
の明るさなど、利用者視点でのさまざまな“気づき”を生み出して
くれました。この“気づき”は省エネだけでなく、業務改善による
利用者へのサービス品質の向上にも繋がると考えています」と
語り、「その意味でも、eneviewを用いた省エネの取り組みを、引
き続き進めていきたいと考えています」と更なる活用の推進に期
待感を示されました。

担当者からひとこと

新事業推進グループ

木原 正人

敬英会様には、省エネ活動の当初から当社のｅｎｅｖｉｅｗ事業に
おけるモニタ活動に、多大なご協力をいただいてまいりました。
省エネ研究会など5年にわたる取り組みにより、エネルギー削減
に貢献できたことを嬉しく思います。
立命館大学大学院 経営管理研究科研究科長奥村陽一教授
のお力添えも大きく、単なる省エネ活動ではなく経営面からのア
プローチができたことは大きな意味がありました。この取り組みを
今後の商品・サービスに生かしていきたいと思います。

（取材は2014年8月6日）
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