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ＬＥＤ照明改修における省エネ効果の検証
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庁舎照明設備の老朽化に伴う改修工事では、高効率照明器具への改修が一般的となっている。 

今回の工事では、ＬＥＤ照明器具及び昼光制御方式を採用し、この改修工事前後の電力使用

量を比較計測することで、実際の電力削減量から省エネ効果を確認するとともに、その有効性

について検証を行った 

キーワード：省エネ、ＬＥＤ照明

1. 検証対象とした工事概要 

(1)  基本事項 

工事名 函館開発建設部１２改修電気設備工事 

工 期 平成25年3月12日～平成26年1月15日 

対象施設 函館開発建設部 庁舎 

鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階 

延べ床面積  6,324.27 ㎡ 

工事概要 ・事務室照明器具の更新（LED化） 

・耐震改修に伴う関連工事 

(2)  改修内容 

ａ）照明器具の更新 

 今回の改修工事では、事務室等で使用している従来型

蛍光灯器具（FL40W）を、直管ＬＥＤランプ照明器具

（LDL40）等に更新、部分的に使用している従来型蛍光

灯器具（FL20W等）については、Ｈｆ形蛍光灯器具

（FHF16W等）に更新を行った。 

ｂ）昼光制御の採用 

 昼光センサーの設置は、北側事務室で、窓に近い部位

に５箇所、窓と廊下の中間に５箇所を設置、南側事務室

では、窓に近い部位に２箇所、窓と廊下の中間に２箇所、

所長室１箇所を設置した。 

昼光センサーの照度設定値は、入居官署との協議によ

り５５０～６００ルクスとした。 

2. 電力消費量の計測概要 

 従来型照明器具からＬＥＤ照明器具への改修による省

エネ効果の検証に当たり、改修前後での電流値を計測し

た。計測場所は分電盤の各分岐回路二次側にて行った。 

(1)  計測対象室及び計測回路 

庁舎３階の事務室等を対象とした。 

図－１ 庁舎３階平面図 

ａ）北側事務室 

一点鎖線のエリア 計測回路 ３回路 

ｂ）南側事務室 

点線のエリア 計測回路 ３回路 

※ ▽は、昼光センサーの設置位置を示す。 

(2)  照明負荷の概要 

 北側及び南側事務室の改修前後の照明器具の種別と台

数を次に示す。 

 〔改修前機種〕 ⇒〔改修後機種〕 ：〔台数〕 

ａ）北側事務室 

FL40W 2灯式 (埋込) ⇒LDL40S 2灯式 (埋込)：49台 

FL40W 2灯式 (露出) ⇒FHF32W 2灯式 (露出)： 1台 

FL40W 1灯式 (露出) ⇒FHF32W 1灯式 (露出)： 3台 

ｂ）南側事務室 

FL40W 2灯式 (埋込) ⇒LDL40S 2灯式 (埋込)：58台 

FL20W 1灯式 (露出) ⇒FHF16W 1灯式 (露出)： 2台 
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 (3)  計測期間及び計測機器 

 平成２５年８月３日から平成２５年１０月２５日まで

の期間、各分岐回路の電流値の計測・記録を行い、電力

消費量を求めた。 

なお照明器具の更新は、平成２５年９月２１日から９

月２３日の３日間で行った。 

  計測・記録に用いた機器を次に示す。 

ａ）計測装置 

  日置電機株式会社製 9650 クランプセンサー 

ｂ）記録装置（ロガー） 

  日置電機株式会社製 3636 クランプロガー 

ｃ）測定確度 

  計測、記録装置の組合せにより、 

±2.5％rdg.±8dgt.（50/60Hz） 

(4)  昼光制御 

 昼光センサーは、照明器具の更新に合せて設置し、照

度設定も行った。９月２４日以降の計測データは、セン

サーによる昼光制御がなされている状態である。 

ただし、この工事と同時に行われた外壁改修により、

外部足場と養生シートが設置されている状態であったた

め、外光が十分に入らず昼光センサーが有効に機能しな

い条件での計測である。 

3.  改修前後における電力消費量の比較 

(1)  改修前後の１日の電力消費量の推移 

 北側及び南側事務室における改修前（8月29日）と改

修後（10月3日）の電力消費量の日推移をグラフ－１

（北側事務室）及びグラフ－２（南側事務室）に示す。 

 これらのグラフより、２０時以降の電力消費量の傾向

に違いが出ているが、これは、その日の超過勤務の有無

などの勤務形態によるものである。 

 
グラフ－１ 北側事務室 電力消費量 日推移   

 
グラフ－２ 南側事務室 電力消費量 日推移 

(2)  比較対象の計測期間 

比較の対象としては、月曜から金曜までとし、土日及

び祝日を除いた。 

また、連続する５日間で１日あたりの平均を算出する

ことで個々の事象によるばらつきを平準化した。 

改修前は平成２５年８月５日から９月６日までの５週

で２５日間、改修後は平成２５年９月３０日から１０月

１１日までの２週で１０日間を比較の対象とした。 

比較対象時間帯は、８時から２０時までの１２時間と

した。 

(3)  電力消費量の比較 

 改修前後の電力消費量を表－１に示す。 

 電力消費量は北側及び南側事務室にて各分岐回路の電

力消費量を集計したものである。 

 第２週（8月12日から8月16日）にて電力消費量が、他

の週より低下しているのは、お盆と重なっていることに

よる出勤者の減少、それによる照明の消灯などによるも

のと考えられる。 

表－１ 改修前後の電力消費量 

期 間 
電力消費量（kWh） 

北側事務室 南側事務室 フロア合計

改
修
前 

第１週 計 140.9 201.4 342.3 

第２週 計 112.6 196.4 309.0 

第３週 計 150.7 211.5 362.2 

第４週 計 150.2 211.1 361.3 

第５週 計 145.5 214.6 360.1 

日平均 28.0 41.4 69.4 

改
修
後 

第６週 計 67.6 75.6 143.2 

第７週 計 65.4 80.1 145.5 

日平均 13.3 15.6 28.9 
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 (4)  電力消費量の削減効果 

 表－１の数値により、今回の改修工事による電力削減

量及び削減率について算出し、その結果を表－２に示す。 

表－２ 改修前後の電力消費量削減量及び削減率 

期 間 
電力消費量〔日平均〕（kWh） 

北側事務室 南側事務室 フロア合計

改修前 28.0 41.4 69.4 

改修後 13.3 15.6 28.9 

削減量 14.7 25.8 40.5 

削減率 52.5％ 62.3％ 58.4％ 

庁舎の事務室全体でどの程度、照明にかかる電力消費

量が削減されたかを試算し、また年間二酸化炭素排出量

についても同様に試算する。その結果を、表－３示す。 

 条件：年間日数     ：   240 日 

    計測対象面積   ：  874.7 ㎡ 

    事務室全体面積  ： 2,652.7 ㎡ 

    ＣＯ２   排出係数3) ： 0.688 ㎏－C O2 ／kWh 

           ※ 平成24年度のものである。 

表－３ 改修前後の年間照明電力量、年間ＣＯ２排出量 

    及び削減量 

 改修前 改修後 削減量 
年間照明電力量 

（kWh／年） 
50,513 21,014 29,499 

年間ＣＯ２排出量 

（t- C O2／年） 
34.8 14.5 20.3 

4.  Ｈｆ形蛍光灯器具への改修との比較 

 従前、省エネルギーを考慮した照明設備改修工事では、

高効率照明器具であるＨｆ形蛍光灯器具への改修（更

新）が一般的であった。 

 Ａ庁舎においては、平成２１年度に従来型蛍光灯器具

からＨｆ形蛍光灯器具への更新及び昼光制御等を行う改

修工事を行っている。 

 この改修工事で行った電力消費量に関する計測データ

を基に、Ｈｆ形蛍光灯器具と直管ＬＥＤランプ照明器具

との電力消費量にかかる比較を行った。 

 (1)Ａ庁舎における電力消費量削減状況 

 Ａ庁舎での年間照明電力量及び削減量を表－４に示す。 

表－４ Ａ庁舎における改修前後の年間照明電力量、削 

    減量及び削減率 

 改修前 改修後 削減量 
年間照明電力量 
（kWh／年） 

746,485 566,741 179,744 

削減率 ― ― 24.1％ 

 

 (2)函館開発建設部とＡ庁舎の電力消費量比較 

ａ）比較方法  

 両施設を比較するにあたり、単位面積での照明電力消

費量を算出した。 

ｂ）比較 

 算出結果を表－５に示す。 

函館開発建設部のデータは、３階南側を用いた。 

Ａ庁舎のデータは、函館開発建設部３階南側と類似

の床面積のエリアを抽出しており、庁舎全体の削減率と

は異なる。また、函館開発建設部、Ａ庁舎とも改修後に

ついてはセンサーによる昼光制御がなされている状態で

ある。 

 両施設の比較で床面積がほぼ同じであるのに対し、函

館開発建設部において、改修前の電力消費量が低くなっ

ている。これは照明に対する節電意識が高く、不在時及

び常時人がいないエリアの照明器具を消灯することが徹

底されているためと考えられる。 

表－５ 函館開発建設部とＡ庁舎の照明電力消費量、削 

減率の比較 

項 目 
函館開発建設部 

３Ｆ南側 

Ａ庁舎 

Ｘ階 

計測エリア床面積  (㎡) 403.2 401.9 

電力消費量 

(kWh)

改修前  41.4  51.4 

改修後  15.6  39.1 

単位面積当たり

の電力消費量 

(Wh／㎡) 

改修前 102.7 127.9 

改修後  38.7  97.3 

削減率 62.3％ 23.9％ 

5.  考察 

(1)  Ｈｆ形蛍光灯器具と比較したときの優位性 

ａ）電力消費量  

 函館開発建設部において従来型蛍光灯器具を、直管Ｌ

ＥＤランプ照明器具に更新する場合と、Ｈｆ形蛍光灯器

具に更新する場合とで、電力消費量の削減率を比較する

と、Ｈｆ形蛍光灯器具の２３．９％に対し、直管ＬＥＤ

ランプ照明器具は６２．３％の削減率となっている。 

このことから、省電力及び環境負荷低減においては、

直管ＬＥＤランプ照明器具の優位性が見られる。 

ｂ）ランニングコストほか  

 ａ)と同様に維持管理における比較をすると、直管Ｌ

ＥＤランプ照明器具の場合のランニングコストは、およ

そ７６１(千円／年)、Ｈｆ形蛍光灯器具の場合は１，４

１０(千円／年)となり、直管ＬＥＤランプ照明器具の優

位性が見られる。 

この改修工事にかかる費用（イニシャルコスト）につ

いて比較すると、直管ＬＥＤランプ照明器具の場合のイ
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ニシャルコストは、Ｈｆ形蛍光灯器具のおよそ１．４倍

であるが、この費用差をランニングコストで賄うとする

と、グラフ－３で示すとおり約８年で償却可能であった。 

 

グラフ－３ 直管ＬＥＤランプ・Ｈｆ形蛍光灯器具 

ランニングコスト比較 

この工事でのイニシャルコスト比較は、直管ＬＥＤラ

ンプ照明器具、Ｈｆ形蛍光灯器具ともに、旧システム天

井に適合させた特注製品であり、市販品での比較ではな

い。（価格は、平成２４年当時） 

(2)  ＬＥＤ照明器具の今後の動向について 

 今回採用した照明器具は、従来型蛍光灯器具と同様に

ランプ交換が可能な直管ＬＥＤランプ照明器具である。 

ＬＥＤ照明器具には、ＬＥＤモジュールと本体が一体

になっているものもあり、こちらは日本照明工業会規格

により規格化・標準化された。 

ＬＥＤ照明器具はここ数年、機種の多様化とともに出

荷台数及び全照明器具台数に対する比率を伸張している。 

このことは製品の低価格化を後押しし、近い将来イニ

シャルコストの低下により、Ｈｆ形蛍光灯器具とのコス

ト比較においてもその差が縮小し、ＬＥＤ照明器具を採

用しやすい環境が生まれると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  まとめ 

今回の函館開発建設部の改修工事による直管ＬＥＤラ 

ンプ照明器具への更新では、電力消費量をおよそ５８％

削減することができ、省エネ対策の有効性について確認

できた。またＨｆ形蛍光灯器具への改修と比較しても、

その削減率は、Ｈｆ形蛍光灯器具を上回ることが確認で

きた。 

照明設計の器具選定において、Ｈｆ形蛍光灯器具とＬ

ＥＤ照明器具の比較をする際、ＬＥＤ照明器具の機種・

価格の変動が大きいので、設計時点での 新の情報を基

に比較・検討を行うことが必要である。 

 これらのことから、今後の事務室等の照明器具選定に

際し、十分にＬＥＤ照明器具の採用も可能であることを

示している。 

 付録 …昼光制御を採用する設計上の配慮 

 昼光センサーの設置位置は、ロッカー等の什器からの

離隔が十分取れていることが必要であり、接近していた

場合センサーが正しく機能しなくなることがある。 

大部屋におけるセンサーの制御範囲は、勤務形態に整

合した設定が必要である。将来の模様替、勤務形態の変

更等については、センサーの移設を容易に行える設計上

の配慮も必要と考える。 

以上のことから設置場所の周辺環境については、設計

段階に十分検討する必要がある。 

 参考文献 

1)グリーン診断・改修計画基準及び同解説 

（官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準

及び同解説）平成１８年版 

2) 平成21年省エネ基準対応建築物の省エネルギー基準 

と計算の手引き 新築・増改築の性能基準(PAL/CEC) 

3)環境省 平成25年12月19日付報道発表資料 

   「平成24年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整 

後排出係数等の公表について」 


