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担当課室：クリエイティブ産業ユニット

関西のクリエイティブ産業を世界へ
～「創造拠点ＫＡＮＳＡＩの形成－関西のコンテンツ産業活性化戦略」の策定～

　関西は、 日本文化の源泉ともいえる地域であり、 文化資源に富み、 クリエイター

を多く輩出するなど、 クリエイティブな活動に強みを有しています。 日本のクリエイ

ティブ産業の発展、 発信において、 関西に対する期待は大きいものがあります。

　しかしながら、 関西におけるクリエイティブ産業のビジネスチャンスは首都圏に比

べ必ずしも大きくなく、 その潜在能力を十分に発揮できていない状況です。

　そこで、 近畿経済産業局と関西経済連合会では、 「関西のクリエイティブ産業を

考える会」 （座長 ：鷲田清一大谷大学教授） を設置し、 有識者、 クリエイター、

企業経営者、 自治体等の関係者とともに、 関西のクリエイティブ産業をより活性化

する戦略について検討し、 その内容を 「創造拠点ＫＡＮＳＡＩの形成」 としてとりま

とめました。 今回はその内容をご紹介します。

　　　１． 関西におけるコンテンツ産業のポテンシャル

　コンテンツ産業の規模は、１.５８兆円 （全国比１３.１％） と推計されます。 これは、

関東地域の７.２１兆円 （全国比５９.７％） には及ばないものの、 その他地域からは

抜きん出た国内第二の規模です。

　また、 コンテンツ産業を担う事業所数や従業者数も、 中部地域や九州地域に比

べると約２倍の規模

です。 また、 芸術

系の教育機関も多数

集積していて、大学・

短大 ・専門学校の

定員数は 9,300 名以

上と、 クリエイターの

輩出拠点になってい

ます。

　また、 日本におけ

る世界文化遺産の約

４割、 国宝の約６割、

重要文化財の約５割

コンテンツ産業の規模推計結果単位：億円
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が関西に所在しています。 京都、 大阪、 神戸といった日本を代表する特色のある

都市を始め、 関西の各地域に、 個性豊かな独自の文化及び伝統的な産業が存

在します。

　　　２． 課題 ・問題点

　しかしながら、 関西においてコンテンツ産業を自律発展的なビジネスに育て、 世

界へ発信していくためには、 まだ以下のような課題 ・問題点があります。

　これらを踏まえて 「考える会」 では、 戦略のコンセプトと、 「四つの基本戦略」 を

設定し、 それに基づいた具体的な活動として１３の事業を提案しました。

　　　３． 戦略のコンセプト

　進取の気風に富み、 画一性を嫌い個性を尊重・発揮するなどの 「関西人の特性」

と、 京都、 大阪、 神戸をはじめ地域毎の多様な文化があり、 共有の価値観もある

ものの互いの独自性も尊重する （関西はひとつ、されどひとつひとつ） といった 「関

西地域の特性」 を背景として、 そこから産み出されるオリジナリティを大事にし、 育

てていくことを目指します。

①関西のコンテンツ需要は必ずしも大きくなく、また落ち込み傾向
②関西で輩出された若手クリエイターの就職口が不足
③プロデューサーやコーディネーターが不足 
④事業者・自治体間の連携が少なく、取組も一体感に欠ける
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　　　４． 四つの基本戦略

　関西人の特性や関西地域の特性から産み出されるオリジナリティを尊重した 「新

たなほんまもん」 を世界に発信する 「創造拠点ＫＡＮＳＡＩ」 の形成を提案し、 そ

の実現のための以下の 「四つの基本戦略」 を設定しています。

　　　５． １３の具体的活動

　その基本戦略に基づく具体的活動として次の１３事業を提案しています。

Ⅰ　関西の次世代クリエイティブ産業創出の連携協働体の形成

　未来志向のクリエイティブ産業創出を目指して、クリエイティブ業界団体、経済界、

教育機関、 国、 自治体等の関係者が、 連携活動による 「チーム関西戦略」 を推

進します。

Ⅱ－１　「関西のコンテンツ産業活性化戦略」 のプロモーション

　本戦略自体を広報・周知することにより、 コンテンツ産業活性化のためのプロモー

ションを展開します。

Ⅱ－２　コンテンツビジネス支援コンテンツの整備

　産業用コンテンツの活用を促進

するためには、 産業用コンテン

ツのイメージやその効果、 活用

に当たっての具体的手順等につ

いて、 クライアント側に十分理解

してもらうことが必要です。 その

ような説明に役立つ 「コンテンツ

ビジネス支援コンテンツ」 を整備

します。
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Ⅱ－３　コンテンツの効果的展示機会の提供

　コンテンツの新規需要を開拓するためには、 まずコンテンツに触れる機会を提供

し、 コンテンツ活用をイメージしてもらうことが重要です。 様々な機会を通じ、 コン

テンツを紹介し、 その効果を体感してもらう活動を展開します。

　今年、 ５月３０日から６月１日にインテックス大阪にて開催された中小企業総合展

ｉｎＫＡＮＳＡＩにおいて、 関西のコンテンツ企業が集まり 「コンテンツブース」 として

出展しました。

　

Ⅱ－４　コンテンツ企業の海外展開に対する取組支援

　香港等のアジア諸国をはじめ海外には、 日

本の特徴あるコンテンツ企業との共同制作

や、 日本コンテンツとの連携を望む企業が多

数存在します。 関西のコンテンツ企業の海外

展開をサポートし、 そのようなニーズに対応

することで、 新たな市場を開拓します。

Ⅱ－５　クール ・ ジャパン戦略への積極的な参加

　クール ・ ジャパン戦略は、 コンテンツ、 ファッション、 食、 地域産品など日本の

文化を背景としたクリエイティビティを産業の形で、 海外に展開していこうというもの

です。関西を中心とするクリエイターや中小企業が、クール・ジャパン戦略に参加し、

海外市場を開拓できるよう、 積極的に支援します。
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出展企業の様子 ステージプログラム
「コンテンツがつなぐ世界と日本」

関西企業による海外出展・商談の例
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Ⅱ－６　クリエイターとクライアントの継続的なマッチング機会の創出

　クリエイターとクライアントとなることが期待される企業とのビジネスマッチングや、

コーディネーターを介した小規模な商談等を実施し、 クリエイターとクライアント企業

の出会いの場を創出します。

クールジャパン戦略

Ⅱ－７　クリエイティブ関連イベントの一元的な情報発信

　関西各地で様々なクリエイティブ関連のイベントをとりまとめて一元的に周知するこ

とで、 情報発信力を高めるとともに、 イベント実施機関の横の繋がりを強化する仕

組みを構築します。

マッチング機会創出のための事業例：

クリエイティブビジネスミーティング（ＣＢＭ関西 2011）

大阪 ・神戸 ・京都で 5回にわたり、 ミーティングを実施。

①ビジネスマッチングのための分野別交

流会と分野横断交流会 （第１～３回）

②クリエイティブ ・ コンテンツの発想 ・手

法を企業とクリエイターが共有し、 課題

の発見と解決へとつなげるグループワー

クと課題発表 （第４、 ５回）

クリエイティブビジネスミーティングの様子
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Ⅲ－１　新たなメディアやビジネスモデルへの挑戦

　タブレット携帯などの移動体端末や、 電子書籍を始め多様なメディアが台頭しつ

つあります。 このような新たなメディアや技術と連動した新たなビジネスモデル等を

検討します。

Ⅲ－２　クリエイティブ人材「発掘・発信の場」の創出

　クリエイティブな発想や創作活動には、 クリエイター間の交流に留まらず、 様々な

専門性や才能から刺激を受けることが必要です。 そこで、 クリエイティブな創作活

動に欠かせない、 様々な分野の人が交流できる 「場」 を創出します。

Ⅲ－３　プロデュース能力・コーディネート能力の向上

　クリエイターのマネジメント能

力やプロデュース能力を向上す

るとともに、 関西で不足してい

るプロデューサーやコーディ

ネーターを育成します。

クリエイティブ人材「発掘・発信の場」の例：うめきた「ナレッジキャピタル」

ナレッジサロン　企業人、 研究者、 クリエイターなど

分野を越えた様々な人々の出会いと交流の場

The Lab.　ナレッジキャピタルに集まる新しい価値を展

示し、 国内外に発信する新しい文化装置。 参画する

企業や研究機関、 クリエイター等と一般来場者が共に

活動し、 世界一の技術やコンテンツを創出

２０１３年春 「うめきた」 にオープンするナレッジキャピタルは、 「ナレッジサロン」 や 「The 

Lab.」 等の 「感性」 と 「技術」 の融合により 「新たな価値」 を創出するための機能を備

えた複合施設です。

ナレッジサロン（イメージ）

The Lab.（イメージ）

うめきた「ナレッジキャピタル」の例



8 E ! KANSAI  2012 年 7月号

特集

Ⅲ－４　日本の「匠」の販路開拓支援コンテンツの制作

　関西の中小企業には、 「ものづくり」 や伝統工芸品、 「おもてなし」 など、 海外

で人気のある商品、 サービスも多数存在しますが、 新たな販路を開拓するには、

ノウハウ、情報、経験等が不十分です。 そこで、商品を効果的に紹介する （魅せる）

コンテンツを制作し、 世界へアピールするためのモデルを構築します。

Ⅲ－５　関西発オリジナルコンテンツ創出のためのプラットフォーム形成

　世界に誇れる舞台コンテンツ等の事業化には、 莫大なイニシャルコストや、 様々

な才能が協働するためのプロデュースが必要といった課題があります。 そのような

課題に一元的に取り組み、 関西発のオリジナルコンテンツ ・ ビジネスの創出を支え

るプラットフォームを形成します。

　

　　　６．ＡＲ（拡張現実） を用いた表紙

　活性化戦略の表紙を作成するにあたり、 コンテンツの

積極的活用を実践する意も含めて、 表紙デザインを公

募し、ＡＲ（拡張現実 （Augmented Reality） コンテンツと

して作成しました。ＡＲとは、 現実映像の中にコンピュー

タの映像を重ね合わせ表現する技術です。 スマートフォ

ンやタブレット端末にアプリケーションをインストールし、

表紙にかざせば、 関西のクリエイティブを象徴する各種

コンテンツが登場します。 インストールは無料なので、

是非お試しください。

タブレット端末 スマートフォン
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活性化戦略の詳細はこちらをご覧ください（報告書がダウンロードできます）
http://www.kansai.meti.go.jp/5contents/creative/kasseika_senryaku.html

クリエイティブ
産業ユニット

　　　７． クリエイティブ産業の振興体制の強化

　近畿経済産業局では、 ５月１日付けで 「サービス産業室」 と 「コンテンツ産業支

援室」 の業務を一体的に推進することとし、 関西にポテンシャルのあるクリエイティ

ブ産業の振興体制を強化しました。 また、 このため新たに 「クリエイティブ産業担

当参事官」 を配置しました。

　新体制では、 「クリエイティブ産業ユニット」 として、 この 「関西のコンテンツ産業

活性化戦略」 や 「クールジャパン戦略」 の推進及び 「創造的なサービス産業」

の振興を始め、 関西の関係機関と綿密な連携を図りつつ、 関西の特色を活かした

様々なクリエイティブ産業の振興に取り組んでいきます。

　今後も、 世界に羽ばたく関西のクリエイティブ産業にご期待ください。



「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回は東邦レオ株式会社、京都府綾部市をご紹介します。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

担当課室：エネルギー対策課

「建物が服を着る」
～しあわせ環境クリエーター　東邦レオ株式会社～

　関西はとりわけ暑い節電の夏を迎えます。 皆様におかれましては、 職場、 家庭にお

いて、 さまざまに工夫された節電の取組を実施中あるいはご検討中かと思います。

　さて、 当局では、 省エネ ・節電の取組の参考としていただくために、 さまざまな

分野でのお取組を紹介する 「省エネ成功事例集」 をとりまとめ公表しています。

　今回はその中から、 「建物が服を着る」 というユニークな発想で外断熱工法による

省エネを推進されている東邦レオ株式会社をご紹介します。

１．企業概要
　東邦レオ株式会社は 「生活環境の向上に貢献すること」 を基本使命とし、 新しい

価値の創出による豊かな未来の構築への貢献を目指される企業です。 社名の

LEO は Living （生活） ・ Environment( 環境 ) ・ Organizer （貢献者） の頭文字を組

み合わせて 「生活環境貢献者」 を表しています。

　同社は建築関連事業と緑化関連事業を二本柱とされていますが、 ともに昨今の省

エネへの関心の高まりをいち早くくみ取った事業展開となっています。

　「なるほどその手があったのか」 は同社の合い言葉ですが、 常に新しい価値の創

出に挑戦し続けておられる企業です。

２．「建物が服を着る」？？？
　外断熱工法とは一言でいうと

「建物を断熱材で覆ってしまう」

工法です。

　建物の寿命を延ばすとともに、

コンクリートの蓄熱性を利用し

て、 冷暖房の効率を上げること

ができ、 それによって空調費用

を削減できます。 また、 内断熱と違って、 温湿度が高くなったり、 室内が狭くなること

もありません。 同社は２０００年に、 それまで手がけられてきた内断熱から外断熱へ事

業転換されて以降、 寒い地域での建物や公共施設で約１２００件の実績を積んでこら

れましたが、 省エネへの関心の高まりから一般のビル等でも改修の際に取り組まれるこ

とが多くなったとのことです。

　最近、同社が力を入れられているのが、空調改修と外断熱工事を組み合わせる 「省

エネ改修」 です。 この改修では、 外断熱で冷暖房を逃がさないので、 冷暖房費の

【実施例：改修後】【実施例：改修前】

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/shoene-seikojireishu/shoeneseikojireishu_1201.html


最大３０％カットを図れる事に加え、 断熱によ
り空調の効率がよくなることで、 空調にかかる
消費電力を３０％下げることができるそうです。
また、 ワンランク下の空調設備機器を導入す
ることができるので、その相乗効果で、イニシャ
ルコスト、 ランニングコストの両方を削減するこ
とが可能になり、 環境への配慮と経済面を両
立させることができると期待されています。

３．ビルの緑化
　昨年に引き続き今年の夏も、 手軽にできる節電として、 グリーンカーテンがご家庭でも注
目を集めています。 同じ発想で、大規模に取り組まれているものがビルの緑化です。 元々
は、 都市部のビルの屋上を緑化することによってヒートアイランド対策を推進するものでした
が、 節電にも効果的であることから、 昨今、 取り組まれるビルが多くなっています。
　今は屋上緑化の技術も進歩し、 同社が提案されているシステムは、 軽量化により加重
設定が厳しい条件のビルへの導入が可能だそうです。 維持管理が簡便なシステムもあり、

利用される植物の種類も増えていることから、 単なる屋上の緑化から
「癒しの空間」 づくりとしても導入が進んでいます。
　この分野においても同社は多くの実績がおありで、ＯＳビルや大阪
ステーションシティにも同社の資材が導入されています。 これ以外に
も数多く手がけられているので、 皆様、 知らないうちに同社の作品
を目にされているのではないでしょうか。
　また、 屋上だけでなく、 壁面や駐車場といった所への緑化も進ん
でいるとのことで、 このようにビルの緑化の取り組みが多くの人の目
に触れ、 緑化や節電、 ヒートアイランドへの意識が高まるとすてきで
すね。

　同社では 「省エネ」 と 「快適性」 と 「経済性」 を満たす、 パッシブデザイン建築※を
日本に普及させるという事業目的の実現のために、 今後、 これまで以上に経済的で合
理的な外断熱工法の開発、 および、 空調設備業者とも連携した建物の断熱性と空調
設備の調和による、 過剰スペックとならない合理的な建築を目指されるとのことです。
　また、高齢者施設、医療施設においてもパッシブデザイン建築を積極的に勧めることで、
電力に極力頼らずに快適な室内空間を実現する、 施設入居者、 経営者の両者にとって
メリットのある技術を提供していきたいと考えておられます。

会 社 名：東邦レオ株式会社
U   R   L：http://www.toho-leo.co.jp/
所 在 地：大阪市中央区上町１－１－２８
電話番号：０６－６７６２－２１００

【外断熱のイメージ】

※　建築手法の一つ。 特別な機械装置を使わずに、 建物の構造や材料などに工夫を加えることにより、
　　　熱や空気の流れを制御し、 自然エネルギーを利用して快適な室内温熱環境を創造する手法。

【ＯＳビルの壁面緑化】
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担当課室：電力事業課

【取り組みの経緯】
　京都府の中央からやや北よりに位置する綾部市は、 養蚕を地場産業として発展し

てきました。 自然環境に恵まれていることもあり、 多くの芸術家が市外から移住し、

陶芸や和紙、 染色などの分野で創造性に富んだ活動を展開しています。 一方、 綾

部市では 「水源の里」 と呼ばれる、 いわゆる限界集落の過疎・高齢化が顕著となっ

ています。 このため、 綾部市は、 平成１９年度に限界集落の活性化を目指した 「綾

部市水源の里条例」 を施行し、 集落での定住促進を進めるため、 市役所に定住サ

ポート総合窓口を設置したり、 特産品開発などの取り組みを始めました。

【綾部かんばやしの里体験推進協議会】
　綾部市では、 「水源の里」 と呼ばれる限界集落の活性化が緊急の課題となってい

ましたが、 何度かテレビで紹介されるに伴い、 地区の人の背筋が伸びて肌に張りが

出てきたことを受けて、 個人も地域も同じではないか、 人との交流が地域の活性化

に繋がるのではないかと考えるようになりました。

　この地域には子供の声や都会との交流が必要ではないかと考えていたところ、 「子

ども農山漁村交流プロジェクト」 の話があり、 「やってみよう」 ということになりました。

　「子ども農山漁村交流プロジェクト」 は、 長期自然体験による教育効果と民泊による

農山漁村の活性化を目的とした、 農林水産省、 文部科学省、 総務省による、 平成

２０年度からの５年間の連携施策としてスタートした事業です。 受入地域の発掘と受

入組織の整備を目的として、 全国８ブロックに協議会が立ち上げられており、 近畿地

域では 「近畿子ども農山漁村交流プロジェクト推進協議会」 が２２件の認定を行って

います。 その中のひとつが、 平成２１年に認定を受けた 「綾部かんばやしの里体験

推進協議会」 です。

　協議会はそもそも 「近畿子ども農山漁村交流プロジェクト推進協議会」 の竹市氏の

呼び掛けで、 地元代表者、 企業、 綾部市役所、 京都府中丹振興局の関係者によ

る協議会設立に向けた勉強会から始まりました。

農山漁村交流で過疎化集落を活性化
～京都府綾部市による「子ども農山漁村交流プロジェクト」～

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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　綾部市は、 もともとＩターンや移住サポートなどを積極的に推進していることや 「半

農半Ｘ」 を提唱した塩見直紀さんというキーマンが存在していることから、 田舎暮らし

を希望する人たちの中では憧れの町ですが、 特に上林地区には、 日本でも有数の

美しい原風景が残っている地域であることから多くの移住者がいます。

　Ｉターンで入ってきた人達は、 様々な理想を持って入ってきており、 いろいろな地

域活動に取り組んでいます。 地域には農山村の良さを生かそうと、 味噌づくりや紙

すきなどの様々なグループが存在していました。

　これらのグループと連携して田舎暮らしをブランド化した体験学習のプログラムを組

めたこと、ＮＰＯ法人 「里山ネットあやべ」 という組織が事業のひとつとして上林地区

を中心に農家民泊を斡旋していたことがきっかけとなり、 「綾部かんばやしの里体験

推進協議会」 が立ち上げられました。

【今後の課題と展望】
　今後、 受入数が増大することも想定されるため、 受入農家数も増やしていく必要が

ありますが、 この地域に限らず、 地元住民の方は、 新しい物事に対して慎重で、

進んで民泊に応じてくれる方は少なく、 先行して味噌づくり、 醤油づくりなど、 新し

い活動を展開している人との意識の差を縮め、 上林地区全体でプロジェクトを推進し

ていける体制づくりが課題となっています。

日本の原風景「綾部の里山」 農家民泊「素のまんま」

お問い合わせ窓口： 近畿経済産業局　電力事業課
電話番号： ０６－６９６６－６０４６
U R L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html
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TOPICS 

今夏の節電へのご協力のお願い

【皆様への節電のご協力のお願い】
　 平成２４年５月１８日、「電力需給に関する検討会合」 及び 「エネルギー・環境会議」
は、 「今夏の電力需給対策について」 を決定しました。 同合同会議において、 関
西電力管内の今夏の電力需給に関して、 昨夏の東京電力管内で想定された需給
ギャップより厳しい状況になる恐れがあることが確認されています。
　　政府、 電力会社においては、 引き続き供給力の確保に最大限の努力をして参り
ますが、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが発生することが懸念されます。
大変なご迷惑をおかけしますが、 以下のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

【節電の期間と数値目標】
　７月２日 （月） から９月７日 （金） まで （８月１３日から８月１５日を除く。） は平日９
時から２０時までの間、 一昨年比▲１５％以上の節電にご協力をお願いいたします。
また、 ９月１０日 （月） から９月２８日 （金） までの平日９時から２０時までの間は、 数
値目標のない節電をお願いします。
　なお、政府は、大飯原子力発電所３号機、４号機の再起動を決定しましたが、当面、
現行の節電目標を堅持することとします。 大飯３号機の再起動が確実となった段階に
おいて節電目標を改定します。

【事業者の皆様へのお願い】
　節電により、 病院や鉄道等のライフライン機能等の維持に支障が出る場合には、
機能維持への支障が生じない範囲で自主的に目標を設定して節電をお願いします。
その場合には、 事業所の業務部門 （オフィス部門 ・ 間接部門） については関西電
力管内の共通目標 （一昨年比▲１５％以上） の節電をお願いします。
　当該事業所における業務部門以外の部門においては、 平成２３年夏期の東京 ・ 東
北電力管内における電気事業法２７条の適用に当たっての制限緩和措置の考え方を
参考として下さい。
　今回は製造業、 食品スーパー、 オフィスビルの３パターンについてご紹介しており
ますが、 その他の業種及び家庭での節電については、 こちらをご覧下さい。

担当課室 ： 電力事業課

熱中症にご注意下さい

屋内でも熱中症にかかる場合があります。

適切な室温管理や水分補給に留意頂く

等、 十分にご注意ください。 特に、 ご高

齢の方や体調に不安のある方はお気をつ

けください。

（お問い合わせ先）

近畿経済産業局

資源エネルギー環境部

電力事業課

ＴＥＬ： ０６ （６９６６） ６０４６

Ｅ－ＭＡＩＬ： kin-setsuden@meti.go.jp

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/electricity/index.html#setsuden
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■ 製造業の電力消費の特徴
１日の電気の使われ方（夏期のピーク日）

昼間操業の需要家（一般的な稼働時間） 昼夜連続操業の需要家（高い稼働時間）

主な業種：食品加工、電気・半導体製造など

負荷設備：生産機械、空調・照明、

クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備 など

主な業種：金属加工、自動車部品製造、

電気・一般機械製造（組立）など

負荷設備：生産機械、電気炉、空調・照明 など

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費のうち、 生産設備が占める

割合が高いため、 生産工程の節電対

策は特に効果的です。 業種 （生産品

目） や必要な生産環境 （空調） に応

じて電力消費形態が異なります。

図：製造業の用途別電力消費比率事例

出典：資源エネルギー庁推計

製造業

電力消費の内訳（夏期のピーク時断面（例））
・
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■ 食品スーパーの電力消費の特徴
１日の電気の使われ方（夏期のピーク日）

出典：資源エネルギー庁推計

・ 電力消費のうち、 冷凍冷蔵 （冷蔵庫、 ショーケース等） が約３５％、 空調お

   よび照明 (一般照明、 ショーケース用照明） が約４９% を占めます。

・ これらを合わせると電力消費の約８４％を占めるため、 これらの分野における

   節電対策は特に効果的です。

食品スーパー

電力消費の内訳（夏期のピーク時断面（例）） 

・ 平均的な食品スーパーにおいては、 日中 （１０時～ 1９時） に高い電力消費

   が続きます。

図１：食品スーパー（事例）における電力需要カーブのイメージ

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な食品スーパーにおける用途別電力消費比率
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～近畿経済産業局からの各種ご案内～

■近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

■ オフィスビルの電力消費の特徴
１日の電気の使われ方（夏期のピーク日）

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費のうち、 空調用電力が

約４８％、 照明及び OA 機器 （パ

ソコン、 コピー機等） が約４０％を

占めます。

これらを合わせると電力消費の

約８８％を占めるため、 これらの

分野における節電対策は特に効

果的です。

オフィスビル

電力消費の内訳（夏期のピーク時断面（例）） 

・一般的なオフィスビルにおいては、日中（９時～ 1７時）に高い電力消費が続きます。

図１：オフィスビル（事例）における電力需要カーブのイメージ

出典：資源エネルギー庁推計
図 2：一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率

・

・ 

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html


当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：
「創造拠点ＫＡＮＳＡＩの形成」の表紙には、ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）を使用しています。
表紙にタブレット型端末やスマートフォンをかざすと、関西のクリエイティブを象徴するコンテンツが浮
かび上がってきます。




