
４.国の省エネルギー政策と重点施策 
 

我が国では、石油危機を契機に官民あげた省エネルギー努力により、世界でも最高水準の

省エネルギー効果を達成してきた。しかしながら、平成 9 年（1997 年）の「気候変動枠組条

約京都会議（COP3）」で示された温室効果ガス排出量削減目標である平成 22 年（2010 年）に

おける温室効果ガス排出量を、平成 2 年（1990 年）レベルに安定化させる目標を達成させる

ためには、従来型の省エネルギー対策では、限界に近づきつつあるとされている。 

そこで、平成 13 年（2001 年）6月、国の「総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会」

では、「今後の省エネルギー対策のあり方」をとりまとめ、次のような視点に留意した取り組

みを進めることとしている。 

 

4－1 国の省エネルギー施策の基本視点 

 

（1）継続性をもった省エネルギー対策 

COP3 で定めた温室効果ガス削減目標は、自家用車の年間総エネルギー消費量、あるいは家

庭における年間総エネルギー消費量をゼロにする量に匹敵するため、石油危機において取り

組んだ「節約、節電」というような緊急避難的に行う取り組みでは実現不可能であり、国民

生活にとっても企業活動にとっても長期将来にわたり継続可能な取り組みが必要であるとし

ている。 

このため、これからの省エネルギー行動への取り組みでは、従来の生活様式を大幅に見直

すのではなく、現在の生活、利便性等の効用を変えずに、エネルギー効率の改善を図る（エ

ネルギーの無駄を無くす）取り組みを行い、国民等に対する負担、副作用が少なくなる、市

場の歪みが少ない、特定の対象に著しい省エネルギーを求めることのないようにすることと

している。 

 

（2）国民の省エネルギー行動を支援 

従来の省エネルギー対策は、主として企業の取り組みに着目していたが、現在求められて

いる省エネルギー量を企業の取り組みのみに限定して行うやり方は実現不可能であるとして

いる。 

このような中、昨今のエネルギー需要動向をみると、民生部門の需要の伸びが企業部門に

比べより高くなっている。そこで、国民の省エネルギー行動をより確実に、実効性の高いも

のとするための環境づくり、施策の展開を進めるとしている。 

  



（3）課題への的確な対応と他施策との連携 

エネルギー消費量が増加傾向にある民生部門（業務用及び家庭用）及び乗用車での省エネ

ルギー化を進めるためには、住宅政策や交通政策等他の政策との連携を図ることが必要とし

ている。 

 

 

4－2 今後の省エネルギー対策の概要 

COP3 で示された我が国の温室効果ガス排出削減目標を達成するため、原油換算で約 5700

万 kl 相当の省エネルギー対策を進めるとしている。内訳をみると、産業部門において 2050

万 kl、民生部門において 1860 万 kl、運輸部門において 1690 万 kl、部門横断的な取り組みに

よるものとして 100 万 kl の削減を目標としている（表 4.2.1）。詳細を以下に示す。 

 

表 4.2.1 平成 22 年（2010 年）までの省エネルギー対策の概要 

① 経団連自主行動計画の着実な実施 －

② 省エネ法に基づく自主管理の強化、総点検の実施 2,010万ｋｌ

③ 新たな技術開発成果の普及促進（高性能工業炉の加速度的普及） 40万ｋｌ

④ 使用機器の効率改善（トップランナー規制による機器効率の改善） 660万ｋｌ

⑤ 高効率給湯器の普及 50万ｋｌ

⑥ 待機時消費電力の削減 40万ｋｌ

⑦ 住宅・建築物の省エネ性能向上 860万ｋｌ

⑧ エネルギー需要マネジメントの徹底 250万ｋｌ

⑨ 自動車の燃費向上対策の加速化 －

⑩ トップランナー基準適合車の加速度的導入 590万ｋｌ

⑪ ハイブリッド自動車等の車種の多様化等を推進する方策の検討 130万ｋｌ

⑫ アイドリングストップ車の導入促進の検討 －

⑬ 交通システムにかかる省エネ対策 970万ｋｌ

⑭ 個別輸送機器のエネルギー消費の効率向上 －

⑮ 平成22年（2010年）までに普及が見込まれる技術の導入 100万ｋｌ

⑯ 技術開発戦略の策定 －

⑰ 高効率コージェネレーションの推進 －

⑱ 発電効率の高いコージェネレーションの技術開発 －

⑲ 省エネ教育の推進 －

⑳ 公的部門における率先的実施 －

注：「－」について は、原油換算による省エネ削減量を設定していない。

省エネ量
（原油換算）

部　門 対策事項

合　　　　　計

産業

運輸

2,050万ｋｌ

1,860万ｋｌ

1,690万ｋｌ

100万ｋｌ
部門
横断

民生

5,700万ｋｌ

 

資料：2001 年 6 月省エネルギー部会報告書 

（総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会） 

 

  



（1）産業部門：原油換算 2050 万 kl の削減 

石油危機以降、省エネルギー設備や技術の積極的導入と産業構造の変革により、産業部門

のエネルギー消費量は、石油危機当時とほぼ同水準であるものの、依然として産業部門がエ

ネルギー需要量全体の 5割近くを占めている状況にある。 

このため、これまでの自主行動計画に基づく措置に加え、省エネルギー法にもとづく省エ

ネルギー対策を中堅工場等においても実施することや、高性能工業炉等の新たな技術開発成

果の普及促進による効果を加えて、原油換算で約 2,050 万 kl の削減を目標としている。 

 

【産業部門における省エネルギー対策】 

 ① 経団連自主行動計画の着実な実施 

自主行動計画を着実に実施するとともに、自主行動計画を策定していないアウトサイダー

の参加を拡大するための対策の検討。 

 ② 省エネルギー法に基づく自主管理の強化、総点検の実施（特に中堅工場等） 

第１種エネルギー管理指定工場における自主管理を強化するための工場調査の実施。 

第２種エネルギー管理指定工場における現行規制のフォローアップ及び評価。十分な効果

が認められない場合には、省エネルギー法改正による第１種工場並みの規制の強化。 

 ③ 新たな技術開発成果の普及促進 

高性能工業炉を加速度的に普及するための中小企業への支援措置の検討。 

 

（2）民生部門：原油換算 1860 万 kl の削減 

民生部門においては、トップランナー制度により機器効率の改善や住宅・建築物の省エネ

ルギー性能の向上を進めてきたが、今後は、機器単体の省エネルギー化のみならず、機器の

エネルギー需要を適切にマネジメントする取り組みを実施し、原油換算で約 1860 万 kl 相当

の省エネルギー対策を進めるとしている。 

特に、業務部門においては、エネルギーコストが生産コストに直結する産業部門に比べて、

エネルギー消費量の管理意識があまり高くないことから、ESCO 事業等による需要の適切なマ

ネジメントする取り組みを進めるとしている。 

 

【民生部門における省エネルギー対策】 

 ④ 使用機器の効率改善 

トップランナー制度対象機器として、これまでのエアコン、冷蔵庫、洗濯機等に加え、石

油・ガス機器（瞬間湯沸器、暖房機、給湯機、風呂釜、コンロ、ファンヒータ）、自動販売機、

温水洗浄便座、トランス等 8機器にも対象を拡大し、機器の効率改善を進める。 

  



 ⑤ 高効率給湯器の普及 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器を加速的に普及させるため、当該機器の市

場への円滑な導入を図るための支援措置を検討する。 

 ⑥ 待機時消費電力の削減 

家庭の全電力の約 1 割を占める待機時消費電力を削減するための環境づくりを行うととも

に、その取り組み状況及びプログラムの進捗状況の把握を行う。 

 ⑦ 住宅・建築物の省エネルギー性能向上 

省エネルギー基準の点検・見直し、省エネルギー性能の表示の普及、省エネルギー基準適

合住宅に対する支援、住宅生産者に対する自主的な行動計画の策定等を進める。 

また、省エネルギー法の適用を受ける建築物に対する措置の強化、ESCO 事業による設備改

善の促進を進める。 

 ⑧ エネルギー需要マネジメントの徹底 

IT 技術の活用により、人に代わって家電機器等（エアコン、冷蔵庫等）の最適運転や、照

明のオン・オフ、更にはエネルギーの使用状況を逐次料金で表示する等、エネルギー需要の

マネジメント（省エネルギー行動）を支援する家庭用ホームエネルギーマネジメントシステ

ム（HEMS）や業務用ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）を普及するための支援措

置を検討する。 

ESCO（Energy Service Company）事業の認知を確立するため、公的部門における率先的な

導入の促進や ESCO 事業者の計測・検証手法ガイドラインの策定、苦情処理制度の検討、その

他支援措置の拡充等を検討する。 

（ESCO とは、設備の設置者に代わって設備の省エネルギー診断、省エネルギー設備の導入、

運転管理等を行い、それによって低減できるエネルギーコストをもって資金を回収するビジ

ネスのことをいう。） 

テナントビル等の事業場に対しては、テナント毎のエネルギー管理を徹底する仕組みづく

りや、省エネルギー法に基づく第 2 種エネルギー管理指定事業場における記録・勧告制度の

運用の徹底を図るため、勧告に至るまでのスキームの確立に向けた検討を行う。 

 

（3）運輸部門：原油換算 1690 万 kl の削減 

運輸部門においては、トップランナー制度による機器効率の改善や、クリーンエネルギー

自動車の普及促進、交通システムにかかる省エネルギー対策を進めてきたが、今後は、これ

らに加えて、石油危機以降一貫してエネルギー需要が増加している自家用乗用車のエネルギ

ー需要の省エネルギー化を進め、原油換算で約 1690 万 kl の削減を進めるとしている。 

 

  



 ⑨ 自動車の燃費向上対策の加速化 

2.5t 超の貨物自動車に対してトップランナー制度を適用し、燃費測定方法の確立による省

エネルギー化を図る。 

 ⑩ トップランナー基準適合車の加速度的導入 

トップランナー制度に適合する自動車の適合ラベル導入等を図り、トップランナー基準適

合車の早期導入を図る。 

 ⑪ ハイブリッド自動車等の車種の多様化等を推進する方策の検討 

省エネルギー性能を有するハイブリッドカーの車種拡大や、ハイブリッドカーの多様化等

を推進する方策を検討する。 

 ⑫ アイドリングストップ車の導入促進の検討 

人に代わって自動的にアイドリングストップする機能を有する AT 車の導入方策を検討し、

国民の省エネルギー行動を容易にする選択肢を提供する。 

 ⑬ 交通システムにかかる省エネルギー対策 

物流の効率化やモーダルシフト対策等によるエネルギー原単位の良い（エネルギー消費量

の少ない）輸送手段への代替化を推進するため、現行対策の着実な実施と対策の強化を実施

する。 

 

【参考】交通・物流関連対策強化の例 

  ・IT を活用した公共車両優先システム(PTPS)の整備 

   （注）バスが、交差点に近付いた時に青信号を延長、赤信号の短縮を行う。 

  ・行政機関が保有する道路交通情報データの民間事業者提供 

   （注）ITS による混雑道路の回避促進。 

  ・地方公共団体による交通需要マネジメント(TDM)やデマンドバスの実証等の支援 

 ⑭ 個別輸送機器のエネルギー消費の効率向上 

個別輸送機器（鉄道、船舶、航空機）のエネルギー消費効率の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

  



（4）部門横断的対策：原油換算 100 万 kl の削減 

平成 22 年（2010 年）までに導入される技術によって省エネルギー化を進め、原油換算で約

100 万 kl の削減を進めるとしている。 

 

 ⑮ 平成 22 年（2010 年）までに普及が見込まれる技術の導入 

高性能ボイラー、高性能レーザー、高効率照明、クリーンエネルギー自動車の高性能化等、

平成 22 年（2010 年）までに普及が見込まれる技術の導入による省エネルギーを図る。 

 ⑯ 技術開発戦略の策定 

2010 年度以降においても大きな効果の期待できる技術開発テーマについて、開発成果の導

入までを戦略的に行うための技術戦略を策定する。 

 ⑰ 高効率コージェネレーションの推進 

エネルギー効率の高いコージェネレーションの普及を図るため、規制面（省エネルギー法

の判断基準）、導入支援策（補助制度等）からの運用強化する。また、分散型電源の発電効率

向上のための技術開発や導入に向けた環境整備を行う。 

 ⑱ 発電効率の高いコージェネレーションの技術開発 

燃料電池等のコージェネ用高効率電源の開発推進や導入環境の整備を図る。 

 ⑲ 省エネルギー教育の推進 

長期的な視点に立った省エネルギー化においては、子供の頃からの教育が重要であること

から、学校を対象とした啓発活動に重点を置き、子供の頃からの省エネルギー教育を推進す

る。 

 ⑳ 公的部門における率先的実施 

グリーン購入法等を活用しつつ、政府及び地方公共団体等が省エネルギー機器及びシステ

ムを率先的に導入し、国民へのアピールと初期需要の喚起に貢献する。 
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