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 北海道における電力需給状況は、全国の他の地域が夏の昼間に需要のピークを迎えるのに対

して、冬の夕方となる傾向がある。そのため北海道は全国と異なる節電方法によりピーク電力

を削減していく事が重要となることから、北海道開発局における電気通信設備について、照明

のＬＥＤ化やロードヒーティングの効率的な運用など、より効果的な節電によりピーク電力の

削減に寄与できる方法について検討を行う。 
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1. はじめに 

 東日本大震災による福島第１原子力発電所の事故以来、

政策の見直しにより原子力発電所の稼働が停止され、全

国的に電力不足が生じている。この電力不足とは、平均

の電力消費量に対して供給力が不足しているのではなく、

「ピーク電力」と呼ばれる最も電力を消費する、ある時

間帯に対しての供給力が追いつかないことである。効果

的な節電を行うためにはこのピーク電力を削減する必要

があるが、北海道は全国の他の地域と異なる傾向となる

ことから、節電の方法についても、他の地域と異なる方

法で行う必要がある。 

よって本稿では、北海道における効果的なピーク電力

の削減方法を検討するとともに、北海道開発局の電気通

信設備を対象として削減が可能な電力量についての検証

を行う。 

 

 

 2.  北海道におけるピーク電力の特徴 

(1) 季節による違い 

 東京電力と北海道電力管内におけるピーク電力の違い

を以下に示す。季節による違いについて、電力不足とな

る以前の2010年を例として、東京電力の各月別平均消費

電力を図-1に、北海道電力を図-2に示す。東京電力では

夏季の8月にピークを迎えるのに対して、北海道電力で

は冬季の2月にピークとなる。これは、東京では冷房に

よって最も電力を消費するのに対して、北海道では冷房

以外の要因で最も電力を消費するためである。北海道に

おける冬の主な電力消費については後に述べる。 

 

 

図-1 東京電力管内の平均消費電力（月別） 

 

 

図-2 北海道電力管内の平均消費電力（月別） 

 

(2) 時間帯による違い 

 東京と北海道において電力を最大に消費する時間帯を

以下に示す。図-3は2010年と2012年に東京において最大

に電力を消費した日の電力量を時間帯別に表したもので

ある。平均消費電力は節電を意識していない2010年にお 
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図-3 東京電力管内の8月最大消費電力（時間帯別） 

 

 

図-4 北海道電力管内の2月最大消費電力（時間帯別） 

 

いても4,757万kWとなっていて、電力不足となっている

2012年の最大供給電力約5,300万kWでも不足はないが、

最大消費となる14時では5,999万kWとなっていることか

ら、2010年と同じ電力を消費すると2012年では最大供給

電力を超えてしまう。また、9時から19時までは全て

5,300万kWを超える消費となっていることから、日中の

節電が必要となることがわかる。なお、2012年の最大消

費電力は5,078万kWであり、最大供給電力を超える事態

には至っていない。次に北海道において最大に電力を消

費した日を図-4に示す。北海道は泊原子力発電所が停止

している現在でも最大供給電力は約600万kWあるので、

2010年及び2012年に最大消費となっている17時の568万kW

でも不足はないように思えるが、北海道は全体の電力供

給量に対して発電機一機の占める割合が大きいため、仮

に最大機である苫東厚真火力発電所4号機（70万kW）が

故障等により停止すれば電力が不足することから、ピー

クの前後となる16時から19時の節電が必要となる。 

 

(3) 北海道におけるピーク電力 

 前述のとおり、東京電力管内においては夏季の日中全

般をとおしての節電が必要となり、これは北海道以外の

他の地域の電力会社においても同様の傾向となる。北海

道電力管内においては冬季の夕方の限られた時間帯にピ

ーク電力となるため、この時間帯に集中的に節電を行う

ことで最大消費電力の削減、いわゆるピークカットが行

えることとなる。次項では北海道におけるピーク電力の

要因を考察するとともに、その削減方法について、北海

道開発局の電気通信設備を中心に検討を行う。 

 

 

3.  北海道におけるピーク電力の要因 

(1) 冬季に最大となる要因 

北海道は夏季の冷房に多くの電力を消費せず、冬季の

暖房や融雪に電力を消費することが、冬季の電力消費を

押し上げる一つの要因である。暖房については灯油やガ

スによるものが中心と思われがちであるが、図-5に示す

とおり補助的なヒータや電気カーペットによるものが家

庭における消費電力の6％を占める。融雪については家

庭用の小規模なものに加え、北海道開発局をはじめとし

た公共機関が所有するロードヒーティングなど大規模な

ものが存在する。これ以外に冬季に多くの電力を消費す

るものとして照明があげられる。夏季に比べ冬季は日照

時間が最大で6時間以上少ないことから照明の点灯時間

が長くなるため、結果として多くの電力を消費すること

となる。 

 

(2) 夕方に最大となる要因 

 夕方に電力を消費する最大の要因は家庭での照明の点

灯によるものであり、図-5に示すとおり19時頃の全消費

電力の19％を占める。次に2012年1月から6月までの北海

道電力管内における時間帯別平均消費電力を図-6に示す。 

 

図-5 北海道の家庭における冬の19時の消費電力 

 

 

図-6 北海道電力管内の平均消費電力（時間帯別） 

5999 

5078 

568

5300 

600 

最大供給電力(2012) 

最大供給電力(2012) 



Manando Mitani, Ikku Koshikuni 

1月の17時のピークから2、3、4月の18時、5、6月の19時

と、日照時間が長くなるに従ってピーク電力となる時間

帯が遅くなっていくことがわかる。このことからも、夕

方にピーク電力となる要因は照明であることがわかる。 

 

(3) ピーク時に跳ね上がる消費電力 

 照明による電力の消費が夕方にピーク電力となる要因

であるが、照明が点灯し続けている時間帯であるにも関

わらず、ピーク後すぐに電力の消費量が減っていくこと

が図-6からわかる。これは、家庭用の蛍光灯や、道路照

明に一般的に使われている高圧ナトリウムランプなどの

放電を伴う照明が、点灯初期時に突入電流と呼ばれる通

常よりも大きな電流が流れることに起因する。 

図-7に高圧ナトリウムランプを例とした突入電流の変

化をグラフで示す。初期点灯時には安定時の170％の電

流が流れ、約10分をかけてなだらかに安定することがわ

かる。このことが照明点灯時に特に大きな電力を消費す

る一因となる。 

 
 

4.  効果的な節電 

(1) ＬＥＤ照明によるピークカット 

北海道において効果的な節電を行うためには、冬季の

夕方におけるピーク電力を削減することが重要である。 

このピーク電力の要因となる照明による電力消費につい 

 

 
図-7 突入電流（高圧ナトリウムランプ） 

 

 

図-8 照明の2段階点灯 

て、通常時の消費電力と突入電流による消費電力の跳ね

上がりの両方を削減できるのがＬＥＤ照明である。 

道路照明を例にすると、従来の高圧ナトリウムランプ

の消費電力が平均で1灯あたり250Wであるのに対し、Ｌ

ＥＤ照明の場合、同様の明るさで150Wの消費電力となる。

また、ＬＥＤ照明は、高圧ナトリウムランプなどの放電

を伴う発光原理と異なり、半導体を用いて電子の持つエ

ネルギーを直接、光エネルギーに変換していることから、

突入電流を生じない。よって、初期点灯時に消費電力が

跳ね上がることが無く、北海道におけるピークカットに

適している。 

 

(2) 従来型照明によるピークカット 

ＬＥＤ照明によるピークカットは前述のとおりである

が、直ちに全ての照明をＬＥＤ照明に更新することは現

実的に不可能である。しかし、節電は現在進行形で必要

であり、既存の設備でも可能な限りの節電が必要となる。  

従来型の照明によるピークカットは、突入電流が生じ

る時間を集中させないことにより実現できる。突入電流

は10分間で安定するので、数十灯を一度に制御している

照明の場合、タイマーを用いるなどして点灯時間を2段

階にずらすことで、図-8に示すように突入電流の跳ね上

がりを抑えることが出来る。 

 

(3) ロードヒーティングのピークカット 

一般的にロードヒーティングは気温や路温のセンサー

を取り付け、路面の凍結状況に応じて稼働するように制

御されている。また、北海道電力との契約は、電気料金

が有利となる「融雪用電力Ｂ」となっている場合が一般

的である。これは16時から21時までの間に使用者が15分

単位で任意に選択した合計2時間を電力会社が取り付け

るタイマーで強制的に電力をカットする契約である。こ

の2時間については、図-9のようなタイマーにより、白

いピンの部分で電源をＯＦＦとし朱色のピンの部分で電

源をＯＮとしており、ＯＦＦとなる部分を分散させるこ

とでヒーティングが連続して停止し路面が凍結すること

を防いでいる。しかし、ピークカットを最優先に考える

のであれば、消費電力が最も集中する16時から19時の間

の2時間にＯＦＦの時間を集中させるのが有効である。 

 

 

図-9 ロードヒーティングのタイマー 
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図-10 情報板消灯イメージ 

 

ただし、連続的にヒーティングがＯＦＦとなることで

路面の凍結が予想されることから、この時間帯に凍結防

止剤を散布するなど、道路維持との連携を図ることが必

要となる。 

 

(4) 道路情報表示装置の消滅制御 

道路情報表示装置は、道路利用者に必要となる情報に

ついて電光式で表示を行うものである。道路の通行止め

や道路工事情報のみならず、気象情報や地震・津波の情

報についても表示を行うことから、電力が不足するから

といって安易に消灯を行うことは出来ない。しかし、片

側交互通行を行っている工事や今後の予定、お知らせな

ど、表示されないことで著しく利便性を損なうわけでは

ない情報も表示を行っている。このような情報も道路利

用者にとって有益ではあるが、冬季の16時から19時の時

間帯に限定して消灯制御を行う事で、ピークカットに貢

献できる。（図-10） ただし、この場合も通行止めや

地震・津波など、道路利用者にとって必ず必要となる情

報は表示を行うこととする。 

 

 

5.  節電効果 

(1) 道路照明による節電 

ここでは、節電効果が最大となる、照明のＬＥＤ化を

行った場合について検討を行う。 

北海道開発局が管理する道路照明は約40,000灯であり、

平均すると1灯あたり250Wの電力を消費している。これ

を全てＬＥＤ照明とした場合、1灯あたりの平均消費電

力は150Wとなり、従来型照明の突入電流も考慮した削減

可能な電力量の最大値は下記のとおりである。 

  削減量 ＝ (250 × 1.7 - 150) × 40,000 

＝ 11,000,000 (W) ＝ 1.1(万kW) 

 

(2) ロードヒーティングによる節電 

北海道開発局が管理するロードヒーティングは、高圧

受電設備による規模の大きなもので42設備が存在し、そ

の消費電力は約15,000kWとなっている。また、低圧受電

設備による比較的規模の小さなものでは240設備が存在

し、その消費電力は約4,000kWとなる。これらのロード

ヒーティングを16時から19時の間に2時間停止すると、

削減可能な電力量の最大値は下記となる。 

削減量 ＝ 15,000 ＋ 4,000 ＝ 19,000 (kW) 

        ＝ 1.9(万kW) 

 

(3) 道路情報表示装置の消灯による節電 

北海道開発局が管理する道路情報表示装置には用途別

に様々な形式があり、その消費電力も様々である。以下

に形式別の設備数と消費電力を示す。 

 

これらの道路情報表示装置の消灯を行うことで、削減

可能な電力の最大値は下記のとおりとなる。 

 削減量 ＝ 2779 (kW) ≒ 0.3 (万kW) 

 

(4) ピークカット可能な電力量とその効果 

(1)から(3)までの節電により、北海道電力管内におい

て合計で最大3.3万kWのピークカットを行えることが算

出できた。2013年1月現在で北海道電力が求めている節

電は7％であり、2項(2)で述べたとおり、2012年の最大

消費電力は568万kWであることから、北海道で求められ

ているピークカットは39.7万kWとなる。北海道開発局の

電気通信設備によるピークカットの最大量は3.3万kWで

北海道全体で求められている値の8％にしかならないが、

これは北海道民548万人で39.7万kWのピークカットを行

う事を考えれば、45万人分の節電効果となり、また、北

海道開発局が率先して行う事で各自治体が追従すれば、

大きな節電効果が現れることになる。 

 

 

6.  おわりに 

 今後、北海道のみならず日本全体での節電がますます

必要となっていく。しかし、電力不足とは平均的に供給

電力が不足している訳ではなく、ピーク電力における供

給力が不足することを意味している。北海道におけるピ

ーク電力は全国他の地域が夏季の日中となることと異な

り冬季の夕方となることから、本州と同じ方法で節電を

行っても効果が薄い。電力は現代の生活に必要不可欠で

あることから、闇雲な節電ではなく北海道の特性を考慮

したピークカットによる効果的な節電を行う事で、なる

べく利便性を損なわない節電が可能となる。 


