
 2011 年 05 月 01 日 発行 第 11 号   通刊 296 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page１ 

 

   

 

家庭での節電方法 

これなら簡単にできる方法で、エコー生活。 

テレビ編  

 

■見ない時は主電源 OFF 

■音量は小さめに 

■画面を見ない時はラジオにする 

■画質を落とす 

■画面の明るさを少し暗めに 

冷蔵庫編  

 

■上に物を置かない 

■冷凍庫は詰め込んで！ 

■開閉回数や開閉時間を減らす 

■隙間を空けて通気をよく配置 

■温度設定を「弱」に設定 

■詰め込みすぎない 

■冷気が逃げにくいようにカーテンを貼る 

■熱いものは冷ましてからしまう 

エアコン編 

 

■冷房は２８℃、暖房は２０℃を目安に 

■冷房は上向き、暖房は下向きに 

■こまめにフィルターを掃除 

■風量は弱風や微風よりも、自動運転で（効率が 

良い） 

■室外機の上に日よけを作る 

■内部のクリーニング 

炊飯器編 

 

■炊くときだけコンセントを入れる 

■ご飯はまとめて炊く（ラップに包んで冷凍保存） 

■保温よりレンジでチン 

照明・電気編 

※蛍光灯・・・実はスイッチをつける時に一番電力を

消費するそうです。 



 2011 年 05 月 01 日 発行 第 11 号   通刊 296 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page２ 

 

■蛍光管は消灯後 20 分以内に点灯するなら 

そのままが良い 

■人のいない無駄な所の照明は消す 

■小さい方の蛍光灯は使わない（プラグから外す） 

■ＬＥＤ電球に切り替える 

電気ポット編 

 

■使わないがベスト 

■エアーポットなどの保温ポットに切り替える 

洗濯機編 

 

■まとめて回数を減らす 

■浴室乾燥機や乾燥機・乾燥機能は使用しない 

■洗濯機の許容量以上つめない 

■スピードコースを使う 

■すすぎ一回の洗剤を使う 

乾燥機編 

■使わない 

どうしても乾燥機を使うのなら 

■総量の一部だけにする 

■ある程度干してから乾燥機にかける 

■ 乾 い た タ オ ル を 一 枚 一 緒 に 入 れ る と 時 短

 

使用を避けたい家電 

■電気ポット 

■乾燥機 

■食器洗い乾燥機 

■温水洗浄便座 

■コーヒーメーカー 

 

計画停電時に見直したい、家電製品の節電

効果の目安は? 

経済産業省は、各種家電製品の省エネ対策による

効果試算を紹介している。あくまでも、ひとつの目安

ではあるものの、今後も続く節電の参考になるものも

多いので、その一部を紹介しよう。なお、この効果試

算は、様々な仮定をおいた上の試算であり、機器の

性能によって削減効果が変わる場合もあると前置きし

ている。 

エアコン(2.2kW エアコン 6 畳用の場合) 

暖房時、設定温度を 1 度調整することで、10%の消費

電力を削減可能。さらに、フィルターの目詰まりがな

いと、暖房時の 6%の消費電力を削減できる。 

パソコン関連 

PC 不使用時にコンセントを抜くだけで、デスクトップ

PC で 14%、ノートブック PC で 24%の省エネとなる。また、

低電力機能として、モニタ電源オフをシステムスタン

バイやシステム休止にすることで、デスクトップ PC で

14～15%、ノートブック PC で 8～9%削減できる。 

PC の電源を常時オンにしている場合、低電力機能を

モニタ電源オフからシステムスタンバイやシステム休

止にすると 70～90%の削減に。不使用時に電源をオ

フにすると 80～90%の省エネになる。 

冷蔵庫(400 リットルクラスの場合) 

冷蔵の強度を「強」から「中」にすることで、平均 11%の 

省エネ効果。また、冷蔵庫内の容量を半分にすれば 

いっぱいに詰め込んだ場合より 8%の電力削減となる 

温水洗浄便座 

ふたを閉めることにより、貯湯式で 11%、瞬間式で 19%

の省エネ効果。便座部および加熱部の両設定を中
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から低にすると、本体タンクにお湯をためる「貯湯式」

で 14%、使う時だけお湯にする「瞬間式」で 12%の消

費電力量を削減可能。  

また同試算では、待機電力消費にも言及している。

家庭の消費電力量のうち約 6%が待機電力消費であ

り、うちガス温水機器など給湯機器に関するものが約

30%、テレビやプレーヤーなど映像・音響機器に関す

るものが約 25%を占めるため、使用時のみ電源を入

れるようにすると大きな省エネ効果があるという。また、

照明も再び点灯するまでの時間がたとえ 1 分でも、一

度消灯する方が省エネとなるという。 

これを機に、今までのライフスタイルを見直してみる

のもいいのではないだろうか。  

 

原発でのロボット 

米国からロボット消防士 福島第一原発に投

入へ 

米アイロボット社（本社マサチューセッツ州）は、福

島第一原子力発電所の調査支援の ために、紛争地

などで使用されている同社のロボット４台と社員６人を

２６日までに日本に向けて派遣した。   

 派遣されたのは、同社のパックボットとウォーリアー

各２台。パックボットは米軍によってアフガニスタンな

どの紛争地で爆発物探知などの任務に投入されてき

た。 

バックポット 

ウォーリアー 

 

 

ウォーリアー は１００キロ以上のものを運ぶ能力が

あるとされ、同社は「重いホースなどを運べるので『ロ

ボット消防士』の役割を担える」としている。  

 

福島第１原事故現場にロボットを送った米社

が語る 

高い放射線量に阻まれ作業が難航する福島第１

原発事故で、人力での作業が及ばない局面を打開

するためのロボットの活用に期待が集まっている。ロ

ボット技術は、現在の人海戦術から抜け出すための

有効な一手となるのか。内外から協力の申し出が相

次いでいる中、すでに福島の現場に４台のロボットを

送った米アイロボット社に聞いた。 

 アイロボット社は、マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）

の研究者らによって１９９０年に設立された。兵士の近

寄れない場所での探索や危険除去作業を行う軍事

用ロボットをイラクやアフガニスタンの戦場に多数送り

込む一方、民生分野でも家庭用掃除機ロボットなど

の製品を持つ。 

 福島の現場にはすでに、危険物センサーを備え、

斜面やがれきを乗り越えて狭い空間にも入っていけ

る「パックボット」２台と、より大きく１００キロ近い物体で

も持ち上げる能力を持つ「ウォリア７１０」２台が送られ

た。 

 「緊急事態なので日本政府の要請を待たず、自発

的に送った。すでに放射線探知などに使用されてい

ると認識している」と、技術担当役員のティム・トレー

ナー氏は話す。 

 原発事故に立ち向かう日本の作業員の英雄的な献

身に称賛が集まる半面、「ロボット大国」だったはずの

日本で繰り広げられる人海戦術は国内のみならず、

世界中で不安と失望を招いてもいる。 

 英紙フィナンシャル・タイムズは「放射線との戦いで、

ロボットは不在のまま」と題する記事の中で、「東電は

原発の安全神話に固執するあまり、ロボット開発は安

全への不安を招くだけだとして否定していた」と指摘

した。 

トレーナー氏は「日本のロボット技術が遅れているわ

けではない」としつつ、「きわめてまれにしか起こらな

いような事故に対する技術開発はビジネスとして成り

立ちにくい」と、ロボット業界の目から今回、ロボット技

術が“苦戦”する理由を分析する。 

 一方で、アイロボット社は軍事開発の蓄積を通じ、

今回の災害にも適応した技術を提供できる、と同氏

はいう。 

 「ロボットがすべてを解決してくれるという幻想は間

違いだが、現場の状況を詳しく監視・分析し、人が入

り込めるわずかな場所を探知できれば、作業進展の

突破口になることもあり得るだろう」 

 トレーナー氏は、今後廃炉までの長い道のりの中で、

要請があればあらゆる支援を惜しまないと強調した。 

 

アイロボット社は、マサチューセッツ工科大（ＭＩ

Ｔ）の研究者らによって１９９０年に設立された。兵士

の近寄れない場所での探索や危険除去作業を行う

軍事用ロボットをイラクやアフガニスタンの戦場に多

数送り込む一方、民生分野でも家庭用掃除機ロボッ

トなどの製品を持つ。 
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 福島の現場にはすでに、危険物センサーを備え、

斜面やがれきを乗り越えて狭い空間にも入っていけ

る「パックボット」２台と、より大きく１００キロ近い物体で

も持ち上げる能力を持つ「ウォリア７１０」２台が送られ

た。 

 「緊急事態なので日本政府の要請を待たず、自発

的に送った。すでに放射線探知などに使用されてい

ると認識している」と、技術担当役員のティム・トレー

ナー氏は話す。 

 原発事故に立ち向かう日本の作業員の英雄的な献

身に称賛が集まる半面、「ロボット大国」だったはずの

日本で繰り広げられる人海戦術は国内のみならず、

世界中で不安と失望を招いてもいる。 

 英紙フィナンシャル・タイムズは「放射線との戦いで、

ロボットは不在のまま」と題する記事の中で、「東電は

原発の安全神話に固執するあまり、ロボット開発は安

全への不安を招くだけだとして否定していた」と指摘

した。 

 

ICRP からの勧告の訳文 

ICRP 国際放射線防護委員会 

福島原子力発電所事故 

国際放射線防護委員会（ICRP）は、通常は個別の国

の事象に対しコメントすることはありません。しかし、

我々は今回日本で起こった悲劇的な事故に鑑み、

遭遇した方々へ深甚なるお見舞いの意を表すること

にしました。我々の気持ちは常にこれらの人々ととも

にあります。 

我々は、引き起こされた事故の展開を常に把握し

続けています。特に福島原子力発電所事故では、日

本の我々の仲間、国や国際的組織、専門的学会に

より発せられる情報を通して把握しています。 

我々は、現在の努力が制御可能な状況を早くもた

らすこと、そして我々の 近の緊急時及び汚染地域

における放射線防護に関する勧告が、現在および将

来になされる状況の処理に役立つことを期待してい

ます。 

委員会は、緊急時および現存被ばく状況（事故に

よる汚染で既に放射線源が存在している状況）の放

射線に対する防護が十分に保障されるために、 適

化と参考レベルをこれまでの勧告から変更することな

しに用いることを勧告します。 

緊急時に公衆の防護のために、委員会は、国の機

関が、 も高い計画的な被ばく線量として 20～100 ミ

リシーベルト(mSv)の範囲で参考レベルを設定するこ

と（ICRP 2007 年勧告、表 8）をそのまま変更すること

なしに用いることを勧告します 1。 

1 既に３０ｋｍの圏内で緊急避難しておられる方につ

いては、この参考レベルを適用する必要はないと考

えられますが、政府の判断に委ねることとなります（訳

者注）。 

放射線源が制御されても汚染地域は残ることにな

ります。国の機関は、人々がその地域を見捨てずに

住み続けるように、必要な防護措置を取るはずです。

この場合に、委員会は、長期間の後には放射線レベ

ルを 1mSv/年へ低減するとして、これまでの勧告から

変更することなしに現時点での参考レベル 1mSv/年

～20mSv/年の範囲で設定すること（ICRP 2009b、48

～50 節）を用いることを勧告します。 

委員会は、被ばくする環境で緊急時に救助活動を

行う者の重篤な確定的影響を避けるために、参考レ

ベルを 500mSv～1000mSv の範囲に設定することをこ

れまでの勧告から変更することなしに用いることを勧

告します。これは、この正当化のためには、計画段階

と実行段階において、予想される被ばくをこのレベル

以下に低減するために十分な資源を適宜用いること

を意味しています。 

委員会は、さらに、説明を受け承諾したボランティ

アによって行われる救命活動に対しては、救命に携

わる者のリスクを上回る便益がある場合には、線量を

制限しないこと（ICRP 2007、表 8）をこれまでの勧告

から変更することなしに用いることを勧告します。 

我々は、この困難な状況を克服するために尽くす

日本の専門家の大きな努力を見守るとともに、ソウル

で近々開催される予定の会議で、我々の緊急被ばく

の状況に関する勧告に関連して得られた知見を報告

します。 

国際防護委員会を代表して 

Claire Cousins（ICRP 委員長）Christopher Clement

（ICRP 科学書記官） 
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