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【要旨】 

 

 我が国の地球温暖化対策のカギを握るのが、2007 年度速報値で 1990 年度比４割以上の

CO2排出増を示したオフィスや家庭などの民生部門対策である。民生部門対策の進展は、京

都議定書目標達成のための海外からの炭素クレジット調達の追加負担を抑制するだけでなく、

長期的に国民一人ひとりの意識変革による低炭素社会への転換を図るためにも重要である。 

我が国の従来の民生部門対策はハード導入に偏っており、事業所や家庭においては CO2

排出量が把握されていないという課題がある。IT 機器自身の省エネと IT の活用による温暖

化対策の貢献を図るグリーン IT の民生部門対策への活用ポテンシャルは大きい。 

事業所や家庭への計測器導入による排出量の「見える化」を図った上で、個人レベルの排

出削減行動を促すインセンティブを導入する民生部門対策が望ましく、排出目標超過分への

課金、排出削減分の買い取り、家庭部門への時間帯別料金制度などの導入が考えられる。さ

らに、事業所や家庭等の排出削減クレジットの流通を可能とするカーボン・オフセット市場

とのアクセスを組み込むことで、より効果的な仕組みを構築することができる。 

業務部門では、省エネ・温暖化対策を建物単位で効果的に実施するカーボンニュートラル

ビルディングの普及と、グリーン IT 導入効果を計測・評価する ESCO 事業やビルの CO2管

理支援サービス等のビジネスの導入を円滑にするための助成等の制度設計が望まれる。 

 個人アンケート調査では、地球温暖化問題への関心は高いものの、多くの国民の積極的な

取り組みを促すためには、極力負担が生じない制度設計が望まれていた。電力完全自由化市

場の英国と比べて、我が国は、測定器の全戸配布の障害が小さく、電力の負荷平準化効果と、

海外クレジット取得回避費用を勘案すれば、有効なインセンティブ設計が十分に可能である。 

 

キーワード：地球温暖化、民生部門対策、グリーン IT、見える化、インセンティブ 
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1 はじめに 

 

 2008 年は、気候変動対策の国際的な枠組みである京都議定書の約束期間の開始年であり、

日本は、温室効果ガスの削減目標達成に向けて、一層の努力を強いられている。地球温暖

化対策の要請は決して一過性のものではない。国際的には、2013 年以降の「ポスト京都議

定書」の枠組み交渉が始まっており、2009 年 12 月にデンマークで開催される COP15（第

15 回国連気候変動枠組条約締約国会議）までに新たな枠組みが合意される予定である。

2008 年 7 月に北海道洞爺湖で開催された G8 サミットでは、2050 年までに世界全体で温

室効果ガスの排出量を半減させるという長期目標が合意された。この長期目標を実現する

ためには、今後 10～20 年の間に、世界全体の排出量を増加から減少に転じ（ピークアウ

ト）させる必要がある。日本は、2008 年 7 月 29 日に閣議決定した「低炭素社会づくり行

動計画」において、2050 年までに現状から 60～80%の排出削減を行うという目標を明記

し、2009 年には中期（2020 年～30 年頃）の総量目標を発表することとしている。長期的

な視点から、温室効果ガスの大幅削減と生活の豊かさが両立した低炭素社会の構築に向け

て、我々の経済・社会活動を変革していくことが求められているのである。 

 我が国の温室効果ガス排出量の現状に目を転じれば、なかなか排出削減の道筋が見えな

い。京都議定書の目標達成問題は深刻である。2008 年 11 月に発表された 2007 年度の温

室効果ガス排出速報値は基準年（1990 年度）比 8.7%の増加であり、6%削減の目標から大

きく乖離したままである。同議定書で日本が認められた森林吸収源と京都メカニズムの活

用による削減分（両者で 5.4%削減分）を考慮しても、2007 年度ベースで、基準年の 9.3%

にあたる 1 億 1,700 万t-CO2 の削減が不足していることになる1（図表 1 参照）。仮に、約

束期間（2008～12 年）の平均排出量を 2007 年度速報値と同じとし、削減不足分を海外か

らの炭素クレジットの調達等で補うとする場合、例えばクレジット取得価格を 2,000 円/ 

t-CO2 とすると、年間 2,300 億円以上の負担が追加的に発生する計算となる2, 3。将来のク

レジット調達コストの上昇リスク4, 5や、クレジット調達不能リスク6などを考えれば、極

                                                  
1 3.8%の削減分を見込んでいる森林吸収源についても、2006 年度実績では 3%分しか確保しておらず、

0.8%分にあたる約 1,000 万 t-CO2 が削減不足となっている。 
2 CER（発展途上国等での排出削減プロジェクト（CDM：クリーン開発メカニズム）によるクレジット）

取得コスト（取引価格）から想定したもの。2008 年 11 月 10 日現在の日経・JBIC排出量取引参考気配

2,011 円/ t-CO2 を参照（http://eco.nikkei.co.jp/NJCI/）。 
3 脚注 1 に述べたように、森林吸収源の不足が解消されなければ、さらにクレジット取得必要量が増え、

取得コストが増大することになる（2,000 円/ t-CO2 とすると 200 億円程度）。 
4 需給が逼迫すれば、排出クレジット価格は上昇する。日経・JBIC の取引参考気配が初公表された 2008

年 3 月時点は 2,500 円/ t-CO2 程度であり、7 月半ばには 高値 3,821.5 円/ t-CO2 を記録し、5 割上昇

した。クレジット価格上昇は、原油価格の高騰が主因（石油よりも排出原単位が大きい石炭への燃料シ

フトのため排出枠取得需要が高まるため）とされたが、9 月までは 3,000 円台/ t-CO2 で推移し、原油

価格の動きと乖離してきた。しかし、10 月以降の金融危機による経済活動の停滞に伴うクレジットの

需給緩和と円高の影響によって 2,000 円/ t-CO2 前後にまで価格が落ち込んでいる。 
5 欧州の排出量取引市場の EUA 先物価格では、2008 年 12 月物（2008 年 11 月 14 日現在 17.43 ユーロ/ 
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力、国外からのクレジット調達に依存しないで済む方策を検討することが望ましい。 

 我が国の地球温暖化対策のカギを握るのが、民生部門である業務部門（商業施設や事業

所等）と家庭部門である。図表 1 に示したように、2007 年度速報値で、業務部門と家庭

部門の温室効果ガス排出量合計は 4.13 億 t-CO2 で、全体の 3 割程度のシェアである。し

かし、基準年比で、業務部門、家庭部門ともに４割以上の排出増加というように、他部門

と比べて突出した伸びを示しており、我が国の温室効果ガス排出量増加の主因となってい

る7。2008 年 3 月に改定された京都議定書目標達成計画では、2010 年度における民生（業

務＋家庭）部門の排出量の目安を約 3.5 億t-CO2 と設定している8。すなわち、2007 年度

実績から約 6,300 万t-CO2、削減率にして約 15%の削減が必要となる計算である。また、

この 6,300 万t-CO2 という削減量は、2007 年度速報値の全体の排出削減不足量 1 億 1,700

万t-CO2 の 5 割以上を占める。つまり、民生部門対策が進展しなければ、京都議定書の目

標達成は不可能ということになる。 

 

図表 1 温室効果ガスの排出量と約束期間目標値 

2007 年度排出量（速報値） 
約束期間目標 

（2008～2012 年度） 
 

排出量 
（百万 t-CO2）

基準年比 シェア 
排出量 

（百万 t-CO2） 
基準年比

エネルギー起源 CO2 １，２１８ ＋１５．０％ ８９％

産業   ４７６  －１．３％ ３５％

業務   ２３３ ＋４１．７％ １７％

家庭   １８０ ＋４１．１％ １３％

運輸   ２４９ ＋１４．６％ １８％

 

エネルギー転換    ８０ ＋１７．７％ ６％

その他温室効果ガス   １５３ －２４．１％ １１％

１，２５４ －０．６％

森林吸収源   －４８ －３．８％

京都メカニズム   －２０ －１．６％

合計 １，３７１  ＋８．７％ １００％ １，１８６ －６．０％

（出所）環境省資料を一部加工して富士通総研作成 

 （注）約束期間における合計以外の排出量は基準年比から概算 

                                                                                                                                                  
t-CO2）よりも 2012 年 12 月物（同 20.41 ユーロ/ t-CO2）の方が１割以上高い取引価格となっており、

先高感がある。 
6 特に CER の場合、CDM に由来するため、ホスト国（途上国等）側の事情によるプロジェクトの遅延、

キャンセル等の影響によって、予定時期にクレジットを取得できない可能性がある。 
7 基準年から 2007 年度までの民生部門排出量の増分は 1.22 億 t-CO2 であり、基準年からの総排出量の増

分 1.1 億 t-CO2 を上回っている。 
8 正確には、業務部門が 2.08 億～2.10 億 t-CO2、家庭部門が 1.38 億～1.41 億 t-CO2 と設定されている。 
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 民生部門対策の重要性は、短期的な京都議定書問題への対応にとどまらない。2050 年を

視野に入れた長期的な低炭素社会への転換を図るためには、国民一人ひとりの意識変革と

具体的行動の変化が不可欠である。民生部門、とりわけ家庭部門の取り組みは、個人の意

識による部分が大きい。すなわち、個人の低炭素型行動を促すような有効な民生部門対策

を設計・実施していくことが、低炭素社会の実現という長期的課題への対応という面から

も、極めて重要となる。 

 また、民生部門対策を考える上で、事業所や家庭における情報技術（IT）機器の台数と

情報処理量の急激な増加に伴う電力消費量の増大による影響も見逃せない。経済産業省の

推計によれば、IT機器による電力消費量は年々増加しており、2006 年現在、国内総消費

電力の 5%を占める程度であるが、2025 年には電力消費量が現在の 5 倍、2050 年には 12

倍に増える可能性が指摘されている9。一方、ITを活用した温暖化対策への貢献のポテン

シャルも大きい。例えば、ITの活用による温室効果ガスの排出削減効果が、IT機器の使用

に伴う排出量を上回れば、「差し引き」で排出削減を実現することができる10。総務省の試

算によれば、2012 年に、差し引きで 3,800 万t-CO2 の削減が可能とされている11。民生部

門対策の観点から、IT機器自身の省エネと温暖化対策のソリューション提供を両輪とする

「グリーンIT」を、十分に活用していくための方策を検討することも重要である。 

 以上のような背景と問題意識の下、以下では、我が国における民生部門の地球温暖化対

策のあり方について、個人行動を促すインセンティブ設計とグリーン IT による貢献とい

う視点を加えながら、検討を行う。具体的には、まず、これまでの民生部門対策の課題と

グリーン IT の活用ポテンシャルを考慮しながら（2 章）、あるべき対策の基本設計を提示

した上で（3 章）、グリーン IT の活用を重視した業務部門対策の詳細設計（4 章）と、個

人行動を促すためのインセンティブ設計を重視した家庭部門対策の詳細設計について検討

する（5 章）。 

 

 

 

                                                  
9 経済産業省（2007）「情報通信機器の省エネルギーと競争力の強化に関する研究会」 
10 IT の活用による温室効果ガス削減効果とは、例えば、IT の活用によって、エネルギー利用効率の改善、

物の生産・消費の効率化・削減、人・物の移動の削減などによって温室効果ガスの削減が図れることや、

IT を活用した環境計測・予測が進むことによって、効果的な温暖化対策が実施できるなどの効果が挙

げられる。 
11 総務省（2005）「ユビキタス社会の進展と環境に関する調査研究報告書」 
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2 民生部門対策の現状とグリーンITの活用可能性 

 

2.1 民生部門対策の現状 

2.1.1 民生部門のエネルギー消費の構造 

 １．に前述したように、民生部門は、 も温室効果ガス排出量が増加している部門であ

る。図表 2 は、業務部門と家庭部門のそれぞれのエネルギー消費量と構成要素について、

1990 年度から 2006 年度の間の変化率を示したものである。 

 業務部門は、16 年間でエネルギー消費量が約 3 割増加しているが、床面積が 4 割近く増

加したことが主因であり、床面積当たりのエネルギー消費量自体は 6%以上減少している。

床面積当たりのエネルギー消費量の構成要素を細かく見ると、暖房用と給湯用が 3 割以上

減少している一方で、冷房用、厨房用、動力他のエネルギー消費量が 2 割以上増加してい

る。これらのエネルギー消費量が増加している 3 分野の中でも、動力他は、用途別の消費

量シェア（2006 年度）も 46%と も大きく、床面積当たりのエネルギー消費量削減の抑

制要因となっている。 

 

図表 2 民生部門のエネルギー消費量と構成要素の増減（1990 年度～2006 年度） 

①業務部門 

床面積当たりのエネルギー消費量の増減 エネルギー消

費量の増減 
床面積の増減 

 用途 増減 2006 年度シェア

冷房用 ＋２９．７％ １１．２％

暖房用 －３７．６％ １７．５％

給湯用 －３６．８％ １７．１％

厨房用 ＋２５．０％ ８．５％

＋２９．２％ ＋３８．２％ －６．５％ 

動力他 ＋２５．５％ ４５．８％

②家庭部門 

世帯当たりのエネルギー消費量の増減 エネルギー消

費量の増減 
世帯数の増減 

 用途 増減 2006 年度シェア

冷房用 ＋２．２％ ２．３％

暖房用 －２．２％ ２３．７％

給湯用 －８．３％ ３１．２％

厨房用 －１０．８％ ７．９％

＋２６．４％ ＋２３．７％ ＋１．８％ 

動力他 ＋２１．０％ ３５．１％

（出所）（財）日本エネルギー経済研究所（2008）を基に富士通総研作成 

 （注）増減（比率）は、2006 年度値と 1990 年度値の差を 1990 年度値で除したもの 

 4



 

 家庭部門は、同期間でエネルギー消費量が 26%増加しているが、世帯数の増加（24%）

が主因である。世帯当たりのエネルギー消費量も 1.8%と微増している。世帯当たりのエネ

ルギー消費量の構成要素を細かく見ると、暖房用と給湯用、厨房用が減少しているが、減

少幅は 1 割程度がそれ以下であり、冷房用は微増となっている。業務部門と比べて、全体

的にエネルギー消費量の用途別の増減幅が小さいが、家庭部門においても もシェアが大

きい動力他が 2 割以上の増加を示し、突出している。 

 民生部門の温暖化対策の推進が喫緊の課題であることは、前述したとおりである。業務

部門についてみれば、エネルギー消費量増加の主因となっているオフィス等の床面積が減

少することは考えにくく、温暖化対策を進めるためには、床面積当たりのエネルギー消費

量をさらに削減しなければならない。同様に、家庭部門についても世帯数の減少も当面考

えにくいことから、世帯当たりのエネルギー消費量をいかに削減するかということが中心

課題となる。業務部門・家庭部門ともに、用途別のエネルギー消費量を見ると、シェアが

大きい「動力他」の消費量増加が全体の消費量増に大きく寄与している。「動力他」には、

オフィスや家庭内の照明やコンセントからの電力消費が含まれており、OA 機器・家電・

情報通信機器等の普及に伴うエネルギー消費量の増大による部分が大きい。機器の省エネ

化とエネルギー利用形態の変革がない限り、民生部門対策の実効性を上げることは困難で

ある。 

 

2.1.2 従来の民生部門対策の傾向 

 図表 3 は、我が国の従来の民生部門対策（2008 年 3 月改定以前の京都議定書目標達成

計画における対策）を、対象と種類について整理したものである12。ここに示した 13 対策

の対象部門別の内訳は、業務部門・家庭部門の両者を対象にした対策が 3、業務部門のみ

の対策が 6、家庭部門のみの対策が 4 である。このうち 12 の対策が建築物、設備、機器と

いったハードを対象としたものである。ハードを供給する側となる製造・販売事業者への

具体的な対策は、機器の省エネ基準などの規制や、技術開発の支援、普及啓発（技術者育

成を含む）であり、助成措置は普及啓発に係る費用を一部補助する等の措置がとられてい

る。また、ハードを利用して実際に温室効果ガス削減活動を行う事業主や個人に対しては、

新築建築物に対する省エネ措置の努力・報告義務等の規制や、ハード購入時の税制上の優

遇措置、補助金、低利融資などの助成措置、及び普及啓発の対策が行われてきた。唯一、

ハードを対象としない対策は、エネルギー供給事業者が一般消費者に対して省エネに関す

る情報提供に努めることを義務付けし、広報に係る費用の一部を助成するというものであ

る。このように、従来の対策は低炭素型のハードの普及を促す施策であり、助成措置も購

入時の初期費用に対するもので、購入後の使用状況を評価する施策はとられていない。 

                                                  
12 2007 年 9 月に中央環境審議会地球環境部会と産業構造審議会環境部会地球環境小委員会が公表した

「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する中間報告」に記された民生部門の既存 13 対策を富

士通総研が整理したもの。 
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図表 3 従来の民生部門対策 

対策の種類 
部門 

対製造・販売事業者 対事業主・個人 対策 

業務 家庭

対象 

規制 助成
技術

開発

普及

啓発
規制 助成 

普及

啓発

建築物の省エネ性能の

向上 
  建築物        

BEMS・HEMS の普及   設備        

住宅の省エネ性能の向

上 
  建築物        

トップランナー基準による

機器の効率向上 
  機器        

複数事業者の連携によ

る省エネルギー 
  設備        

省エネルギー法によるエ

ネルギー管理の徹底 
  建築物        

省エネ機器の買い替え

促進 
  機器        

エネルギー供給事業者

等による消費者へのエネ

ルギー情報の提供 

  
情報提

供 
       

高効率給湯器の普及   機器        

業務用高効率空調機の

普及 
  機器        

業務用省エネ型冷蔵・冷

凍機の普及 
  機器        

高効率照明の普及（LED

照明） 
  機器        

待機時消費電力の削減   機器 自主対応    

（出所）中央環境審議会・産業構造審議会資料を基に富士通総研作成 

 （注）   網掛け部分は該当項目を示す。 

 

 これまでの民生部門の温室効果ガス排出量の推移を見る限りでは、このようなハード導

入に関する「入り口」依存型の対策では、十分な効果を上げることができなかったと言わ

ざるを得ない。もちろん低炭素型の設備・機器の普及は重要であるが、導入したハードを

活用してどれだけ温室効果ガス削減に寄与したかという成果を問うような、いわゆる「出

口」部分に注目した制度設計をすることが、民生部門の大幅な排出削減のために必要とさ

れているのではないだろうか。 

 残念ながら、改定された目標達成計画に基づく「低炭素社会づくり行動計画」（2008 年

7 月閣議決定）においても、民生部門対策は、太陽光発電導入量の大幅拡大13、白熱電球

の省エネランプへの切り替え、省エネ型家電（テレビ、給湯器、エアコン、冷蔵庫）の導

                                                  
13 改定前の目標達成計画の対策評価では、太陽光発電導入はエネルギー転換部門に含まれていたため、

図表 3 には記されてない。 
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入加速、省エネ住宅・ビルの普及など、従来型のハード対策の強化という色彩が濃い。ま

た、行動計画で言及されている税制のグリーン化についても、ハード購入時のインセンテ

ィブが主体となろう。低炭素型の設備・機器を導入した後に、事業主や個人の低炭素型行

動を促すためのインセンティブ設計のあり方については、3 章以降で述べることとする。 

 

2.1.3 民生部門が抱える課題 

 前述したように、従来の民生部門対策はハード導入に偏っていた。これまで事業主や個

人の省エネルギーなどの行動に関しては普及啓発が中心で、自発的な取り組みを促すもの

にとどまっている。事業主や個人の行動を促すための有効なインセンティブを設計するた

めには、事業主や個人の取り組みを評価して、成果に応じたインセンティブを与えること

が望ましい。しかし、そもそも事業所や家庭において CO2排出量がなかなか把握されてい

ないという問題がある。 

 業務部門においては、自社ビルに比べて、テナントビルの対策が特に課題となっている。

テナントビルの場合、空調等の光熱費を共益費に含める形で一律に課金される場合が多く、

しかもテナントごとに使用量を計測していないこともあるために、テナント事業者にとっ

ては、エネルギー使用量（= CO2 排出量）が把握できないうえに、省エネのインセンティ

ブ自体が働きにくい構造になっていることが多い14。また、オーナーにとっても、ビルの

省エネ性がビル自体の評価や家賃収入に反映されにくいことから、省エネインセンティブ

が低くなりやすい。特に、省エネルギー法の対象外となる中小規模のビルについては、自

社ビルであっても、省エネインセンティブが強く働きにくかった15, 16。 

 家庭部門についても、エネルギー使用量は、毎月の請求書によって把握することが一般

的である。さらに、CO2 排出量という形で把握するには、環境家計簿などのソフトウェア

や、自治体等が配付する算出表、インターネット上の算出サイトを利用するというように、

家庭によっては障壁が高くなる可能性があり、どの家庭でも手軽に活用できるという状況

ではない。 

 確かに、昨今の原油高によるエネルギー価格の高騰は、事業主や家庭に対して省エネ行

動を促すインセンティブを与えている。しかし、長期的な視点から人々の行動を低炭素型

にしていくためには、事業所や家庭レベルでの CO2 排出量の把握（見える化）と、その排

出削減成果に応じたインセンティブの設計が重要である。 
                                                  
14 東京都が 2007 年 10 月に 172 事業所を対象に実施した調査によると、空調費を共益費に含めて課金し

ているケースが 52%、個別メーターでテナントごとの使用量を計量しているケースが 28%であった

（http://www.tokyo-co2down.jp/documents/jigyou/tenantpamph.pdf）。 
15 年間エネルギー使用量が原油換算 1,500 キロリットル未満の場合は、省エネ努力義務やエネルギー使

用状況の報告義務が生じない。 
16 省エネルギー法の改正（2009 年 4 月施行）によって、エネルギー管理規制の対象を「工場単位」から

「事業者単位」（個々の事業所の規模に関わらず全事業所合計のエネルギー使用量が一定以上であるか

どうかを判断）に移行する。規制対象のカバー率をエネルギー使用ベースで現在の約 1 割から約 5 割

に拡大することができる見込みである。 
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2.2 グリーンITの活用ポテンシャル 

 ITの普及に伴う電力消費量の急増問題に端を発して、IT機器自身の省エネとITの活用に

よる温暖化対策の貢献を両輪とするグリーンITの推進が社会的な要請となっている。グリ

ーンITの推進によって、ITの普及に伴う温室効果ガスの排出増を上回る排出削減効果を得

ることができれば、世界全体の地球温暖化対策の進展に寄与することのできるポテンシャ

ルを有している。IT産業自体は、全産業の温室効果ガス排出量の約 2%を占めるに過ぎな

いが、残りの 98%分の排出量を半減できる可能性があることが指摘されている17。 

 このような社会的要請を背景として、国内外のIT関連企業によるグリーンITに関するビ

ジネスメニューの提案が活発化し、国際連携も進行している。IT業界の対応について見る

と、データセンタの電力消費量問題がより深刻な米国企業が率先して、IT機器・施設周り

の省エネを環境ビジネスの中核としたグリーンITビジネスの展開を図ってきた18。例えば、

IBM19、ヒューレッドパッカード20、デル21、サンマイクロシステム22等に見られるデバイ

ス、システムプラットフォーム、データセンタ等での総合省エネソリューションの提供や、

インテル23やAMD24による高効率プロセッサーの開発、アクセンチュア25によるIT環境コ

ンサルティングサービス等が挙げられる。このほか、直接のビジネス展開ではないものの、

グーグルが自社のデータセンタのグリーン化のために、積極的な投資を行っている26。ま

た、これらの企業を中心に、2006 年 4 月に、データセンタの電力コスト削減を目指した

グリーン・グリッド27が、2007 年 6 月には、電力効率に優れたコンピューターの利用促進

を目的とするClimate Savers Computing Initiative28といった国際コンソーシアムが発足

                                                  
17 2008 年 1 月に開催された世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）ITガバナーズ会議でのメッセー

ジ（http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/geneva/docs/contribution_of_ict.pdf） 
18 米国内のデータセンタの電力消費量は 2005 年時点で全世界のデータセンタ（サーバ）の総電力消費量

の40%を占めている。2006年の米国内データセンタの電力消費量は2000年実績の2倍超の614億kWh
であり、2010 年には 1000 億 kWh を超える可能性がある。このペースで電力消費量が増加すると、5
年以内に電力需給問題から90%の企業のデータセンタ運行が阻害されるおそれがあるとの報告がある。 

19 「Project Big Green」（http://www-935.ibm.com/services/jp/index.wss/itservice/igs/b1330165） 
20 「Smart Cooling Solution」

（http://h50146.www5.hp.com/solutions/infrastructure/pandc/prod_dsc.html） 
21 「Energy Smart」

（http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/optix/topics/en/optix_energy?c=us
&cs=555&l=en&s=biz） 

22 「Eco Innovation」（http://jp.sun.com/back/2007/0822/feature/） 
23 http://www.intel.co.jp/jp/technology/energyefficient/index.htm 
24 http://www.amd.com/jp-ja/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487%5E10272,00.html 
25 「Green Technology Suite」

（http://www.accenture.com/Countries/Japan/About_Accenture/News_Releases/Y2008/news_080804.htm） 
26 http://www.google.com/corporate/green/energy/reducing.html 
27 http://www.thegreengrid.org/japanese/home 
28 http://www.climatesaverscomputing.org/japan/ 
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している。日本企業においても、2007 年後半から、日立29、NEC30、富士通31が相次いで

データセンタやソリューションビジネスを中心とした省エネ事業展開を開始している。ま

た、経済産業省が提唱するグリーンITイニシアティブの一環として、2008 年 2 月には、

産学官のパートナーシップによるグリーンIT推進協議会32が発足し、国内の連携体制が構

築されている。 

 図表 4 は、民生部門対策にグリーンITを活用するイメージを例示したものである。省エ

ネ型機器の導入という点に関しては、業務部門における省エネIT機器や、サーバルームや

データセンタの省エネ化、家庭部門における省エネ型のIT家電が該当する。BEMSや

HEMS33といった建物全体のエネルギー管理システムへのITの活用も今後期待される。さ

らには、ITを活用することによって、複数の建物のCO2 を統括して管理することも可能で

ある。民生部門対策を考える上で、ビジネス開発が進むグリーンITを、機器、設備・建物、

社会システムのそれぞれのレベルで、いかに上手く活用していくかが問われている。 

 

図表 4 民生部門対策へのグリーン IT の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測

制御

計測

制御

計測

制御

業務
効率化

省エネIT家電

CO2管理

CO2管理

省エネ
データセンタ

計測

計測

計測

計測

計測

省エネIT機器

（出所）富士通総研作成 

                                                  
29 「CoolCenter50」（http://www.hitachi.co.jp/products/it/harmonious/greenit/solution/） 
30 「Real IT Cool Project」（http://www.nec.co.jp/realit/ecology.html） 
31 「Green Policy Innovation」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/green-it/） 
32 http://www.greenit-pc.jp/ 
33 BEMS（Building Energy Management System）は業務用ビル、HEMS（Home Energy Management 

System）は家庭用の複数機器のエネルギー使用計測・自動制御システム 
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3 民生部門対策の基本設計の考え方 

 

 長期的な視点から民生部門における低炭素型行動を促すためには、低炭素型のハードの

導入だけでなく、オフィスや家庭等における人々の排出削減の取り組みの成果に応じたイ

ンセンティブの設計が必要である。以下では、望ましい民生部門対策の基本設計の構成要

素として、前提条件となる排出量の「見える化」と、個人レベルの排出削減行動を促すイ

ンセンティブの試案、そして柔軟な取組をサポートするためのカーボン・オフセット市場

へのアクセスについて、それぞれ考え方を示す。 

 

3.1 前提条件：見える化 

 民生部門において排出削減行動を促す有効なインセンティブを検討するためには、事業

所や家庭において CO2排出量を把握できる仕組みを構築することが前提となる。業務部門

においては、フロア単位（あるいはフロア内のエリア単位）や、テナントビルの場合には

テナント単位で、エネルギー使用量（CO2 排出量）を計測・把握して、契約形態に反映さ

せることが望ましい。新改築の建造物を中心に BEMS 導入によるリアルタイム監視・自

動制御の普及が図られることが期待されるが、オフィス内の人々の行動に直接的に働きか

けるには、計測情報の開示が有効である。 

 特に家庭部門においては、エネルギー消費量（CO2 排出量）をリアルタイムに計測して

表示する機器の導入方策を検討すべきである。海外では、省エネルギーの推進を目的とし

て、「スマートメーター」と呼ばれる計測器の導入計画が進行している34。特に家庭部門を

対象として広範な普及を図るために、国や地域レベルでの全戸配付を目指した取組が行わ

れている（図表 5 参照）。例えば、英国では、2007 年のエネルギー白書において 10 年間

で全世帯 4500 万台のスマートメーター導入を明記し、導入に向けた方策を検討している35。

また、カナダ・オンタリオ州では 2010 年までに州内全家庭 450 万世帯へのメーター導入

計画を開始している（5.2.1 に後述）。我が国においても、「省エネナビ」と呼ばれるリアル

タイム計測・表示器が開発され、その普及が図られているが、国のモデル事業は終了し、

地域レベルでのモニター事業が実施されている程度であり、広がりに限界がある。コンセ

ント単位でエネルギー使用量（CO2 排出量）を表示する簡易測定器も市販されているが、

消費者の購入意欲に任されている。3.2 に後述するインセンティブを機能させるためには、

我が国においても全戸設置を視野に入れた計測器の普及施策が必要である。 

                                                  
34 スマートメーターは、機械式の計測器と異なって、データ通信機能を持つ計測器である。電力量を計

測するタイプが多いが、電力・ガス両用タイプもある。リアルタイムのエネルギー使用量把握による消

費者の省エネ促進効果だけでなく、エネルギー供給事業者にとっても負荷平準化や自動検針による業務

効率化が図れるなどのメリットがある。 
35 2008 年末までに配電事業者に対してスマートメーター導入を義務付けるかどうかを議会で決定する

予定（5.2.3 に後述）。 
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図表 5 海外におけるスマートメーター導入検討状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Engage Consulting 資料を基に富士通総研作成 

 （注）塗りつぶしている国は、国レベルあるいは国内の一部地域（州・都市等）レベル

で広範なスマートメーター導入を実施・計画中であることを示す。 

 

3.2 インセンティブ試案 

3.2.1 試案の基本イメージ 

 ここでは、事業所及び家庭における個人レベルでの排出削減行動を促すインセンティブ

の試案として、排出目標超過分のエネルギー料金への課金（試案 1：以下では「超過分課

金制度」）、排出削減分の買い取り制度（試案 2：以下では「買い取り制度」）、試案 1 と試

案 2 を組み合わせた制度（試案 3：以下では「課金＋買い取り制度」）と、家庭部門を対象

とした時間帯別料金制度（試案 4）を取り上げることとした。前述のとおり、これらの試

案は、計測器の普及による CO2排出量の「見える化」の実現を前提としている。各試案の

基本的なイメージは図表 6 に示したとおりである。 

 試案 1（超過分課金制度）は、CO2 排出目標を設定した上で、エネルギー利用の実績に

応じて目標値を超過した部分について、通常のエネルギー単価に上乗せした単価を課金す

るという仕組みである。エネルギー価格に転嫁することによって、民生部門の全対象者に

課金することが可能である。対象者にとっては、追加課金（＋エネルギー支出自体の増加）

を回避するために、排出目標を超過しないようにするインセンティブが働く。また、超過

課金による収入は、計測器導入支援を含めた民生部門対策に活用できる。 
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図表 6 インセンティブ試案の基本イメージ 

 試案１：超過分課金制度 

 

目標

実績

価格上乗せ
 

 
民生部門対策

（例）計測器導入費用
 

 

 

 試案２：買い取り制度 

 

目標
実績

CO2削減価値で買い上げ
 

 

 

 

 

 試案３：課金＋買い取り制度 

目標

実績

基金等

実績

 その他の
民生部門対策

 

CO2CO2 

 

 

 

 

 

 

 試案４：時間帯別料金制度（家庭用） 

 

0 6 12 18 24

円/kWh
 

 

 

 

 

 

 

（出所）富士通総研作成 
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 試案 2（買い取り制度）は、排出目標よりも排出実績が下回った際に、その差分を CO2

削減価値として買い取る仕組みである。この試案は、基本的に自主参加を想定したもので

あり、業務部門においては自主協定の締結、家庭部門においては登録によって参加する形

態が考えられる。参加者にとってのインセンティブは、目標以下に排出量を削減すること

によって、エネルギー料金の削減に加えて買い取り料金の収入を得ることである。 

 試案 3（課金＋買い取り制度）は、試案 1 と試案 2 を組み合わせることによって、超過

課金による収入を原資とする基金等を設けて削減価値の買い取りに用いるという仕組みで

ある。基金に余裕があれば、他の民生部門対策に用いることも考えられる。仕組みは複雑

になるものの、試案 1 の課題となる目標以下に排出を削減するインセンティブと、試案２

における買い取り原資の問題をある程度解決できる。 

 試案 4 は、家庭部門を対象とした時間帯別エネルギー料金制度の導入である。エネルギ

ー需要のピーク時間帯の料金を高く設定する一方で、オフピーク時間帯の料金を低く設定

することによって、エネルギー需要のシフトを誘導し、負荷平準化を図るものである。特

に電力の電源構成を考えると、電力使用総量が変わらない場合でも、需要シフトによって

ピーク電源に用いられる石油火力発電量が抑えられれば排出削減に寄与する。現在、電気

料金の場合、産業部門や業務部門では時間帯別電力契約が普及している36。しかし、家庭

部門においては、時間帯別電灯契約メニューがあるものの、夜間蓄熱式機器を設置してい

る家庭を対象としたもので、一部の利用にとどまっている。本試案は、家庭の一般的な電

気料金を時間帯別の料金制度にするというものである37。利用者にとっては、利用時間の

シフトによって料金削減を図るインセンティブが働く。 

 

3.2.2 試案検討の課題 

 図表 7 は、各試案の特徴を比較整理したものである。試案の対象とインセンティブにつ

いては 3.2.1 に前述したので、ここでは試案を検討する際の課題について述べる。試案検

討の課題には、①目標値の設定、②全体目標達成への寄与、③単価の設定、④対策原資、

⑤社会的合意、を挙げることができる。 

 試案 1、試案 2、試案 3 は、削減目標と実績の比較に基づいてインセンティブを与える

仕組みであるため、初期の目標値の設定が課題となる。目標値の設定には、個々の排出実

績をベースに削減幅を決定する方法と、全体の削減目標をベースに個々に目標排出量を割

り当てる方法が考えられる。排出実績をベースにする場合には、事業所及び家庭において

排出実績を計測することが望ましいが、簡易な仕組みとしてスタートするために、モデル

                                                  
36 通常、夏季と冬季における１日のエネルギー需要曲線が異なるため、北海道電力を除く電力各社が季

節別時間帯別料金メニューを設定している。 
37 ガス料金についても、（季節別）時間帯別料金制度が業務用に導入されていることに対して、家庭用料

金には設定されていない。しかし、ガスにおける負荷平準化対策は、設備利用の効率化が主目的であり、

需要シフトによる CO2 削減効果が見込みにくいため、本試案では電気料金を対象としている。 

 13



 

的な標準排出量を計測・算出して適用することも考えられる。例えば、業務部門の場合は

事業所の用途や規模、家庭部門の場合は建造物の種類（共同住宅・戸建）や居住人数に応

じて、複数のモデルを設定することができる。全体の削減目標をベースにする場合は、業

務部門と家庭部門において、それぞれ目標排出量を均等に割り当てることになる。例えば、

業務部門であれば、床面積あたりの割当量を算出して事業所単位で管理し、家庭部門であ

れば、一人当たりの割当量を算出して世帯単位で管理する方式が考えられる38。 

 民生部門の全体の排出削減目標達成への寄与という点で見れば、自主参加型の仕組みで

ある試案 2 と、目標設定との関連性を持たない試案 4 は、目標達成を担保する仕組みとは

なっていない。試案 1 と試案 3 についても、必ずしも目標達成を担保するものではないが、

超過分の課金による収入の一部を民生部門対策に活用することによって、目標達成に寄与

する仕組みを構築することが可能である。 

 試案 1（試案 3）における超過課金分の単価、及び試案 2（試案 3）における買い取り単

価の設定も検討課題である。単価の設定については、CO2 削減価値として、民生部門対策

が不十分な際に海外から調達する可能性のある炭素クレジット価格を参照するという考え

方と、個人の取り組みインセンティブを与えるレベルに価格を設定するという考え方があ

る。インセンティブを与えるためには、単価の上昇が好ましいが、後述する制度導入のた

めの社会的合意という点からは、高価な設定は容易ではないであろう。試案４については、

時間帯別の発電原価に近い形で設定するために、大きな問題は生じないであろう。 

 

図表 7 インセンティブ試案の比較 

 対象 インセンティブ 課題 

＜試案１＞ 

超過課金 

民生部門全体 目標達成 目標値の設定 

単価の設定 

社会的合意 

＜試案２＞ 

買い取り 

自主参加 目標を超過する削減 目標値の設定 

全体目標達成への寄与 

単価の設定 

対策原資 

＜試案３＞ 

超過課金 

＋買い取り 

課金：民生部門全体 

買い取り：自主参加 

目標を超過する削減 目標値の設定 

単価の設定 

社会的合意 

＜試案４＞ 

時間帯別 

料金制度 

家庭部門（電力） 利用時間シフト 全体目標達成への寄与 

社会的合意 

（出所）富士通総研作成 

                                                  
38 詳細な制度設計を検討する際には、年度ごとの事業所の床面積の変化や世帯構成の変化などを反映さ

せる必要があることに加えて、新規参入者への目標割当の仕組みを検討する必要がある。 
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 対策費用のための原資が特に問題になるのは、試案２の買い取り制度である。試案３は

原資の確保を狙ったものであることは前述のとおりである。試案４についても、料金自体

は発電原価を時間帯別に再配分するということであり、制度導入のために特別な費用が追

加的に発生するわけではない。 

 制度導入のための社会的合意については、課金によって国民の負担増につながる可能性

が生じる試案 1 において大きな課題となりやすい。一方、参加者に収入増の可能性がある

試案 2 についての合意形成は比較的容易であろう。試案 3 は、参加者に収入増の可能性が

あるものの、試案１同様に負担増の部分があることが合意形成の障壁となる可能性がある。

制度が複雑となることも合意形成の課題となるかもしれない。試案 4 についても、家族構

成やライフスタイル等の諸事情によって電力の利用時間をシフトすることが困難な家庭に

おいては負担増になることが合意形成を困難にする可能性がある。時間帯別料金を標準メ

ニューとして、従来の均一料金メニューを選択できる仕組みにすることでこの問題を改善

することも考えられる。 

 いずれにせよ、これらの対策を実施するためには、排出量を計測・総合管理する仕組み

が不可欠である。理想的には、見える化を図る際に、各事業所・家庭から（エネルギー等

使用量から換算した）CO2排出量情報を自動収集する仕組みが構築できることが望ましい。 

 

3.3 カーボン・オフセット市場へのアクセス 

 ここでは、民生部門の取り組みをより円滑に進めるために、カーボン・オフセット市場

の活用について考え方を示したい。カーボン・オフセットとは、個人や企業等が、他から

排出権や自然エネルギーを購入したり、他の場所で排出削減・吸収プロジェクト等を実施

したりすることで、自らの排出分を埋め合わせるという考えである。カーボン・オフセッ

トの主な意義として、①個人や企業等が気軽に温暖化対策に貢献できる機会の拡大、②地

球環境問題への意識の啓発、③より安価な排出削減手段の獲得、④CO2 等の温室効果ガス

削減の経済価値の認識、が挙げられる39。欧米では、10 年以上前から、カーボン・オフセ

ットの仕組みを提供するオフセットプロバイダーが出現しており、自主的な炭素価値の取

引の場としてカーボン・オフセット市場が急成長している40。日本でも、2007 年頃からオ

フセットプロバイダーが相次いでサービスを開始しており、CO2 クレジット等を製品やサ

                                                  
39 カーボン・オフセットがもたらす主な問題点としては、①オフセットが実際の排出削減につながると

は限らないことや、②多様なプロバイダーが独自の基準でオフセット商品を提供しているために品質に

対する信頼性が懸念されることが挙げられる。 
40 Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance (2008) によれば、2007 年のカーボン・オフセット

市場規模は、3.3 億ドル（約 350 億円）であり、前年より 3 倍以上に急拡大している。2010 年には取

引量が 2007 年の 5 倍以上になると予想されており、2007 年の平均取引単価（約 5 ドル/t-CO2）を適

用した場合、約 17 億ドル（約 1.9 兆円）の規模になる。ちなみに、欧州排出量取引制度や京都メカニ

ズムによる規制的な市場でのクレジット取引に比べて、ボランタリーなカーボン・オフセット市場にお

ける平均取引単価は低いが（規制的市場取引平均の約 1/4）、上昇傾向にあるため、2010 年の市場規模

は 2 兆円～3 兆円となることが予想される。 
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ービスに付加したカーボン・オフセット商品が続々登場し、2008 年 11 月現在 100 以上の

商品が提案されている41。 

 インセンティブ設計の際にも、カーボン・オフセット市場を組み合わせることによって、

より効果的な仕組みを構築することが期待できる。図表 8 は、試案 3 を例として、カーボ

ン・オフセット市場へのアクセスのイメージを示したものである。試案 1（超過分課金制

度）に関する部分で言えば、事業所レベルあるいは家庭レベルでオフセット市場からクレ

ジットを購入することで、排出目標超過を回避する枠組みを提示することができる。実際

に、排出目標超過の回避を目的としてクレジットを購入するかどうかは、超過課金の単価

設定とクレジット購入価格との比較次第であるが、少なくともオフセット市場にアクセス

できることで、炭素の経済的価値についての認識が広まるという効果が期待できる。また、

試案 2（買い取り制度）に関する部分については、事業所や家庭から買い取った削減クレ

ジットをオフセット市場で流通させることが可能となれば、買い取り原資の調達につなが

る。加えて、カーボン・オフセット商品購入資金の国内還流に寄与する可能性がある。 

 

図表 8 カーボン・オフセット市場へのアクセス 

 

基金・運営組織など基金・運営組織など
CO2

管理

買い上げ

超過課金

（試案３の場合）

エネルギー会社等

CO2CO2

グリーン電力

森林整備

排出権市場

カーボンオフセット市場
CO2CO2

CO2CO2

グリーン電力

森林整備

排出権市場

カーボンオフセット市場

グリーン電力

森林整備

排出権市場

カーボンオフセット市場

グリーン電力グリーン電力

森林整備森林整備

排出権市場排出権市場

カーボンオフセット市場
CO2CO2

CO2CO2

民生部門

計測

制御

計測

制御

計測

制御

省エネIT家電

省エネ
データセンタ

計測

計測

計測

計測

計測

省エネIT機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）富士通総研作成 

                                                  
41 例えば、カーボン・オフセット年賀状（日本郵便）、排出権付きエコバック（セブン&アイ・ホールデ

ィングス）、排出権付き旅行商品（JTB など）、ATM 店舗設置型情報端末からの排出権販売サービス（ロ

ーソン）、排出権付き自動車（日産自動車）、排出権付きギフト商品（京急百貨店）、排出権購入オプシ

ョン付き省エネ電灯（パナソニック電工）、排出権付き紙おむつ（ユニ・チャーム）など。 
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 国内のカーボン・オフセット商品に関する課題について言及すると、現在、国内のオフ

セット商品に用いられているCO2クレジットの多くが海外プロジェクト由来であることが

指摘できる42。カーボン・オフセット商品は、環境意識の高い企業や個人を購入対象とし

て想定したものであるが、結果的にこれらの環境意識の高い自発的な資金が国外に流出し

ているという見方ができる43。もちろん、地球温暖化問題への対応という意味では海外の

温暖化対策プロジェクトに「善意の」資金が用いられることは喜ばしいことである。しか

し、本検討のインセンティブ試案とオフセット市場を組み合わせることによって、国内の

排出削減の取り組みによるCO2クレジットをオフセット市場に供給することが可能となり、

国外に流出する資金の一部を国内に還流させる仕組みを構築できる。カーボン・オフセッ

ト市場の整備については、国内でも検討が進められ44、2008 年 11 月には、オフセット・

クレジット（J-VER）制度が創設された45。オフセットの意義と課題を十分に踏まえて、

国内の排出削減活動を促す資金の流れを導くような柔軟な運営が行われることが望まれる。

 以上、本

 

章では、民生部門対策の基本設計の考え方を示してきたが、次章以降、業務部

                                                 

門、家庭部門のそれぞれについて、より具体的な検討を行う。 

 

 

 

 
42 クレジットの信頼性の確保という点から京都議定書で保証されたクレジット（CER）が付与されるケ

ースが多い。国内期限のクレジットは、森林整備・植林など、一部にとどまる。 
43 カーボン・オフセット商品の購入者が、付与されたクレジットの起源や意味を十分に理解していない

可能性もある。 
44 環境省では 2008 年 2 月に「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について」を公開し、同年

4 月にカーボン･オフセットの取組に関する情報収集・提供、普及啓発、相談支援等を実施する機関と

して「カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）」を設立した。J-COFでは「カーボン・オフセット

の対象活動から生じるGHG排出量の算定方法ガイドライン」を 10 月に公表したほか、「カーボン・オ

フセットに対する第三者認証機関による認証基準」、「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築の

ための情報提供ガイドライン」の策定を進めている（http://www.j-cof.org/）。 
45 京都議定書等の法的拘束力をもった制度に基づいて発行されるクレジット以外の国内の排出削減・吸

収活動によるクレジット（J-VER）を認証する仕組み。当面は、社団法人海外環境協力センター内の気

候変動対策認証センターがモデル認証期間として認証業務を実施。一定基準を満たすオフセットプロバ

イダーに信頼性を与える「あんしんプロバイダー制度」も導入（http://www.4cj.org/jver.html）。 
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4 業務部門対策のインセンティブ設計 

 

4.1 業務部門対策とグリーンITの活用 

 オフィスにおける IT の普及は、昨今の業務部門の温室効果ガス排出増の主因となって

いるが、逆に言えば、業務部門はグリーン IT を上手に活用することによって排出削減効

果が期待される分野であるともいえる。ここでは、オフィスビルを中心とした業務部門の

温暖化対策の考え方をグリーン IT の活用という視点から再整理する。オフィスなど業務

部門の温暖化対策を考える際には、①IT 機器、②オフィスフロア、③オフィスビル（建物）

全体、④データセンタ、⑤都市・社会システム、といった要素別の対策についてそれぞれ

検討したうえで、要素間の連携についても検討することが望ましいであろう。 

 IT 機器に関する対策は、個々の機器の省エネ化・高効率化の推進による消費電力の削減

を実現するための材料・デバイス・ユニットの省エネ・高効率化といった技術開発に頼る

部分が大きい。間接的には、オフィスのペーパーレス化に資する IT 機器の導入、IT 機器

の素材自身の温暖化配慮設計（例えば、リサイクル容易性、再生素材の活用による化石燃

料等の使用削減への寄与）なども挙げられる。これらの機器レベルでの取り組みを促すた

めには、技術開発を促すための研究開発投資等の助成措置のほか、グリーン IT 機器の普

及を促進するための需要拡大策として、省エネ基準・ラベリングの強化や、グリーン調達

義務の強化などがある。 

 オフィスのフロアレベルの温暖化対策は、主として、フロアの空調・照明・オフィス機

器の 適制御による消費電力の削減である。関連するセンサー技術、自動制御技術、オフ

ィスレイアウト技術などの開発とともに、オフィス内の省エネ・CO2 適管理のためのソ

リューションビジネスの普及が望まれる。これらの取組を促すためには、オフィスの省エ

ネ目標の導入や自主的な CO2 管理イニシアティブに加えて、グリーン IT 機器を導入する

際の助成措置などがある。 

 建物全体の温暖化対策は、BEMS による消費電力削減のほか、建物自体のエネルギー利

用効率の向上のための建材開発や設計手法、廃熱などの未利用エネルギーの活用、燃料電

池や太陽光発電などクリーンエネルギーによるエネルギー供給、緑化技術による温室効果

ガス吸収など、カーボン・オフセット関連技術との組み合わせの検討が望まれる。これら

の取組を促す対策としては、建築物総合環境性能評価（CASBEE）、建造物に対する CO2

管理計画義務付け、関連設備投資助成、建築基準法等の優遇などのほか、グリーン電力の

購入や排出権取引などのオフセット手段へのアクセスの拡大が考えられる（建物全体のカ

ーボンニュートラル化のビジネスモデルと政策インセンティブについては 4.2 に後述）。 

 また、データセンタ自体の超省エネ化・カーボンオフセット化は、業務部門対策の主要

課題である。超省エネ型データセンタの普及を促進するための、導入目標の設定や、デー

タセンタ自身の省エネ基準の設定が重要であり、オフィス側からすれば、超省エネ型デー
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タセンタにアウトソーシングすることで、オフィスビルの省エネにつなげることができ、

全体としてもエネルギー利用の効率化による排出削減に寄与することになる46。 

 さらに、業務部門の温暖化対策を進めるためには、都市・社会システムレベルでのイン

フラ整備が重要である。複数の建造物にまたがる一体的な省エネ・低炭素型都市計画に基

づく地域レベルでのエネルギー管理・モニタリングや、移動抑制に資する IT 技術、都市

レベルでの炭素吸収技術の開発などが期待される。IT を活用した低炭素型都市の提案をす

ることができれば、「働きたい・暮らしたい街」として事業所や市民を吸引する都市として

のステイタス・ブランド力の向上にも寄与する。都市の低炭素化を促すためには、省エネ

都市計画の強化や CO2 排出目標設定の義務付け、当該都市における関連設備投資の助成、

CO2 対策の一定基準を満たす法人等への固定資産税や事業所税等の優遇措置、排出権取引

の活用、温暖化対策に使途を限定した環境税の導入などが考えられる。 

 

4.2 カーボンニュートラルビルディングの普及と支援ビジネス 

 ここでは、建物全体のカーボンニュートラル化の考え方を示しながら、支援ビジネスと

政策インセンティブについて検討する。図表 9 は、IT を活用してオフィス全体の省エネ・

温暖化対策を建物単位で効果的に実施するビジネスモデルであるカーボンニュートラルビ

ルディングと支援ビジネスのイメージを示したものである。 

 カーボンニュートラルビルディングの基本コンセプトは、建物全体での低炭素型設計と

省エネ設備（空調・給湯・照明・電気）の導入、及び建物による直接的なオフセットのた

めの太陽光発電等の自然エネルギー設備や屋上・壁面緑化、BEMS によるエネルギー利用

の 適管理に加えて、建物全体での CO2 排出量（クレジット）管理を行うことである。建

物内外での CO2 クレジット流通も視野に入れた枠組みを設計することで、事業所やビル利

用者の CO2削減行動を促すとともに、建物全体で柔軟なカーボン・オフセット活動を行う

ことが可能となる。 

 支援ビジネスの形態としては、グリーンITの活用効果を考慮した省エネサービス

（ESCO）事業が考えられる。ESCO事業とは、顧客に対し設備改善による省エネサービ

スを提供し、顧客に保証した省エネによるコスト削減分（省エネ実現量） から収益を受け

取るサービスである。ここでは、グリーンIT導入による省エネ効果を計測・評価したESCO

事業によって、カーボンニュートラルビルディングの普及が進むことが望まれる47。 

                                                  
46 データセンタ自体に建物としての CO2 管理義務が課せられる場合、アウトソーシングしたオフィスに

おける管理負荷が軽減される一方で、データセンタの管理負荷が大きくなるおそれがある。このため、

アウトソーシングしたオフィスの排出削減貢献分をどのように評価するかという点についての契約上

の扱いと、データ処理を集中して効率的に運営することによるデータセンタの排出削減貢献の評価の方

法（あるいは超省エネデータセンタ導入に関する助成等）について合わせて検討する必要がある。 
47 本ビジネスモデルにおけるグリーン IT 活用による貢献は、①IT 機器自体の省エネ化、②IT 機器導入

によるオフィスの省エネ化（ペーパーレス等も含む）、③オフィス内省エネ管理・BEMS 等導入による

効果、④より包括的な CO2 管理、⑤（状況によって）超省エネ型 IDC へのアウトソーシング、である。 
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図表 9 カーボンニュートラルビルディングの機能と支援ビジネスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低炭素型設計
（レイアウト、断熱材、使用素材）

低炭素型設計
（レイアウト、断熱材、使用素材）

省エネ設備
（空調、給湯、照明、電気）

省エネ設備
（空調、給湯、照明、電気）

カーボンオフセット
（太陽光発電、屋上・壁面緑化）

カーボンオフセット
（太陽光発電、屋上・壁面緑化）

BEMS
（ビルマネジメントシステム）

BEMS
（ビルマネジメントシステム）

CO2排出量管理CO2排出量管理

グリーンIT活用省エネ
サービス（ESCO）事業

グリーンIT活用省エネ
サービス（ESCO）事業

グリーンITによる省エネ
効果計測評価

 ＩＤＣへのアウトソーシング
効果

グリーンITによる省エネ
効果計測評価

 ＩＤＣへのアウトソーシング
効果

CO2管理支援サービスCO2管理支援サービス

CO2一括管理・評価

テナント別効果把握・契
約形態への反映

オフセット手段の提案

炭素市場へのアクセス

CO2一括管理・評価

テナント別効果把握・契
約形態への反映

オフセット手段の提案

炭素市場へのアクセス

グリーン電力

森林整備

排出権市場

省エネIDC

IT機器の省エネ

省エネソリューション

（出所）富士通総研作成 

 

 本ビジネスモデルは、自社ビルだけでなくテナントビルにおいても、導入可能である。

テナントビルに対しては、ビルオーナーの CO2 管理（削減効果把握）の支援サービスを提

供する事業会社によるビジネス拡大が期待される。このような CO2管理支援サービスの基

本的なメニューは、CO2 総合管理と CO2 削減・オフセット効果の可視化である。CO2 総合

管理については、建物内のエネルギー消費量の把握、再生可能電力購入・自家発電分の把

握、その他緑化などによる寄与分などのデータを統合して管理するサービスを提供するも

のであり、オーナーの希望に応じて、事業会社に管理をアウトソーシングできる形とする

ことが考えられる。CO2 削減・オフセット効果の可視化は、ビル単位だけでなく、テナン

ト単位でも効果を把握するためのツールであり、テナントレベルでの削減行動を促すこと

が期待される。 

 また、オフセット市場へのアクセスによって CO2 に流動性がある（金銭価値を持つ）場

合、テナントとの契約形式に、CO2 削減クレジットの帰属を反映させることも可能であろ

う。すなわち、テナントが CO2削減を自主的に管理したい場合は、CO2 削減クレジットが

テナントに帰属する（テナントが独自に自己削減分を流通させることができる）形式にす

る。一方、テナントが管理せずオーナーに管理を委託する場合には、クレジットがオーナ

ーに帰属する形式にし、オーナーが CO2 流通によって得た収益の一部を還元する条項を入

れることによって、テナントに対して削減インセンティブを与えることも考えられる。 

 テナントビルに対する本ビジネスモデルの特長は、ビルオーナーだけでなく、テナント
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に対しても温暖化対策への貢献を一括管理して目に見える形で示すことであり、環境意識

の高いテナントに対するアピールにつながる。さらに、独自に温暖化対策を進めたいテナ

ントに対して、ビル（あるいは委託を受ける事業会社）が、各種オフセット手段（グリー

ン電力の購入や植林事業、あるいは排出権の購入など）を提供できるような機能を持つサ

ービスを組み込むことも可能である48。 

 以上のようなカーボンニュートラルビルディングと支援ビジネスの導入を円滑にするた

めには、第一に、建物の低炭素化及び CO2排出量管理に資する設備投資分の一部の減価償

却費上乗せあるいは法人税控除などの施策整備が求められる。その上で、3.2 で述べたよ

うな各種インセンティブの導入が望ましく、具体的には、モデル地区等の設定による特定

地域での CO2 削減分買い取り制度の導入が検討しやすいのではないか。そして、ビル単位

での CO2削減クレジットを売買できる仕組みなど、オフセット市場へのアクセスを確保す

ることで、柔軟かつ広範な参加者による取組を促すことが可能になるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

                                                  
48 さらに、ビル内に商業施設を有する場合、利用者に対して商業施設内で利用できるエコポイントを流

通させ、テナント等を介して、ビル内外での CO2 クレジットの流通システムとの交換を図ることによ

って、商業施設などの利用者に対しても、CO2 削減に配慮した行動を促す仕組みを構築することも検討

可能である。 
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5 家庭部門対策のインセンティブ設計 

 

 家庭部門対策は、業務部門以上に個人レベルの行動に依存する部分が大きく、インセン

ティブ設計が重要となる。以下では、3.2 に前述したインセンティブ試案について、試案

２（買い取り制度）と試案４（時間帯別料金制度）を中心に、個人アンケートの調査結果

と先行事例からの示唆を参照しながら、有効な家庭部門対策のあり方について述べる。 

 

5.1  個人受容度アンケートからの示唆 

5.1.1 アンケートの概要 

 富士通総研では、家庭部門での地球温暖化問題への関心と具体的な施策の受容度を調べ

ることを目的として 2008 年 8 月 7 日から 9 日にかけて、インターネット調査にてアンケ

ートを実施した。調査対象は 20 歳以上のWebアンケートモニタ会員 2,060 人であり49、性

別と年代の偏りを回避するために、5 段階の年代別・男女別の構成を同数にしている50。

以下では、本アンケート結果を基に、家庭部門の地球温暖化問題への関心と取り組みを進

める上での家計負担、インセンティブの受容度、測定器導入への受容度に関する回答と、

それらから得られる示唆について述べる51。 

 

5.1.2 地球温暖化問題への関心と家計負担 

 図表 10 は、地球温暖化問題への関心についての設問に対する回答である。「ある程度関

心がある」という回答が も多く、全体の 67.6%を占めた。「とても関心がある」という

回答 22.6%と合わせると、回答者の 9 割が地球温暖化問題に対して関心を持っているとい

うことになる。 

 図表 11 は、地球温暖化対策の取り組みを進める上での家計負担についての設問に対す

る回答である。「家計の負担が増えない範囲で取り組みを進めたい」という回答が も多く、

全体の 57.0%を占めた。「ある程度の負担増であれば取り組みを進めたい」という回答

30.0%と、条件なしでの「家計の負担が増えても取り組みを進めたい」という回答 2.9%を

合わせると、回答者の 1/3 が負担増を容認しているという結果となった。これらの負担増

を容認した回答者（679 人）に対して、許容できる負担額についての設問を行った結果か

ら、平均の支払意思額を概算すると１ヶ月当たり 5,070 円であった52。 

                                                  
49 マクロミル社のモニタ会員 
50 年代別には、20～29 才、30～39 才、40～49 才、50～59 才、60 才以上の 5 段階を設定し、男女別に

分けると、全部で 10 のセルによって構成されている。各セルの人数は 206 人ずつである。 
51 本アンケート全体の詳細な内容及び分析結果については、別途、研究レポートとして公表を予定（現

在準備中）。本レポートで紹介していない設問としては、強化すべき地球温暖化対策の部門・分野、家

庭での実際の取り組み、国や自治体が推進すべき取り組み、商品への CO2 表示などがある。 
52 選択肢は範囲（「1 千円～2 千円未満」等）であるため、便宜上、中央値を用いて概算したもの。 
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図表 10 地球温暖化問題への関心（n=2060） 

とても関心がある ２２．６％ 

ある程度関心がある ６７．６％ 

あまり関心がない  ８．６％ 

全く関心がない  ０．８％ 

わからない  ０．３％ 

（出所）富士通総研作成 

 

図表 11 地球温暖化対策への取り組みと家計負担（n=2060） 

負担増でも取り組む  ２．９％ 

ある程度の負担増ならば ３０．０％ 

負担増にならない範囲で ５７．０％ 

負担減になれば  ７．８％ 

取り組みたくない  ０．５％ 

わからない  １．７％ 

（出所）富士通総研作成 

 

 このように、9 割の回答者が地球温暖化問題に関心を持っているにも関わらず、取り組

みに対して負担増を容認したのは、1/3 にとどまったということになる。別の見方をすれ

ば、家計負担を伴わない施策を与えることができれば、9 割程度の回答者が地球温暖化対

策に取り組む意向を示しているということもできる。 

 

5.1.3 インセンティブの受容度比較 

 図表 12 は、地球温暖化対策のインセンティブへの受容度を見るために、買い取り制度

への参加、時間帯別料金制度への賛否についてそれぞれ質問した結果を、環境税の導入に

ついての設問の回答結果と比較して示したものである。ここでは、「賛成」と「どちらかと

いうと賛成」（買い取り制度は「参加したい」と「どちらかというと参加したい」53）の回

答率の合計を受容度とした。各インセンティブの受容度を比較すると、買い取り制度が

73.3%と も高く、時間帯別料金制度は 61.0%であった。買い取り制度は、実際の買い取

り価格が少額であることを例示（標準家庭で 1 割の省エネを行った場合で一ヶ月当たり

100～200 円程度）していたが、家庭で省エネを行うきっかけづくりになることを参加理

由に挙げた回答者が多かった54。反対理由の中では、買い取り費用を別の対策に用いた方

                                                  
53 買い取り制度は、自主参加型を想定しているため、選択肢が参加意思を問う形となっている。 
54 参加意欲回答者（1509 人）の 73%が選択（選択肢から理由を選択：複数回答可）。 
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が良いという回答が多かった55。時間帯別料金制度については、自分の工夫次第で料金を

下げられることを賛成理由に挙げる回答者が多い一方で56、反対理由の中では、エネルギ

ーの利用時間を変えられないと負担増になることを挙げる回答が多く見られた57。全体と

してみれば、参加による新たな負担が生じない買い取り制度の方が、制度導入によって負

担増が生じる可能性がある時間帯別料金制度と比べて、受容されやすかったという結果と

なった。 

 また、比較対象とした環境税については、無条件の場合と、税制の見直し（ガソリン等

の暫定税率分の環境税への転換など）によって全体の税負担が変わらないとする場合につ

いて、それぞれ導入に対する賛否を質問して受容度を見た。負担増につながる無条件の場

合の受容度が 42.2%と も低く58、全体の税負担が変わらない条件にした場合の受容度は

58.7%と、時間帯別料金制度の受容度とそれほど遜色のない値となった。 

 

図表 12 インセンティブの受容度比較（n=2060） 

 +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）富士通総研作成 
                                                  

④ 環境税（無条件

③ 環境税（

① 買い取り制度

② 時間帯別料金制度

）

全体の税負担が変わらない条件）

0% 10%

1

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.2%

73.3%

61.0%

58.7%

参加したい どちらかというと参加したい どちらかというと参加したくない 参加したくない わからない

55 参加意欲なし回答者（370 人）の 47%が選択（選択肢から理由を選択：複数回答可）。 
56 賛成回答者（1256 人）の 77%が選択（選択肢から理由を選択：複数回答可）。 
57 反対回答者（620 人）の 69%が選択（選択肢から理由を選択：複数回答可）。 
58 環境税導入賛成回答者（869 人）による平均支払意思額（概算）は 2,980 円であった。 
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賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 わからない
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賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 わからない

0% 10%
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賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 わからない
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5.1.4 測定器導入への受容度 

 図表 13 は、インセンティブ設計の前提条件である「見える化」のための、リアルタイ

ム測定器の導入についての設問に対する回答である。「自己負担が生じなければ賛成」とい

う回答が も多く、全体の 62.2%を占めた。「設置費用の補助があれば賛成」という回答

18.9%と、条件なしでの「賛成」という回答 4.6%を合わせると、回答者の 1/4 弱が負担増

を容認するという結果となった。これらの負担増を容認した回答者（484 人）に対して、

設置費用の平均支払意思額を概算すると 11,300 円であった。すなわち、このアンケート

結果からは、個人負担が 1 万円程度になるような助成を設定できれば、1/4 程度の家庭へ

の測定器導入が期待できるが、個人負担が生じない形での制度設計が可能であれば、85%

以上の賛成を得て、広範な普及を図りやすいということができる。 

 

5.1.5 アンケート結果からの示唆 

 以上、今回のアンケート結果からは、国民の地球温暖化問題に対する関心は高く、取り

組みを行いたいという意思はあるものの、実際に費用負担が生じることになると二の足を

踏む人々が少なくないということが明らかになった。全体の 2 割～3 割の回答者は、ある

程度の負担を許容する「環境意識の高い」層であると見ることができ、環境配慮型商品の

マーケティングなどを考える際のターゲットとなる層である。しかし、有効な家庭部門の

温暖化対策を進めるためには、多くの国民の積極的な取り組みを促すインセンティブ設計

が必要であり、アンケート結果を見る限りにおいては、費用負担が極力生じない制度設計

を検討することが望まれているということが確認された。リアルタイム測定器が無料配布

され、目標値より超過してCO2 を削減した分を買い取る制度が導入されるのが も多数の

賛成が得られやすい仕組みということになる59。 

 

図表 13 家庭へのリアルタイム測定器の導入（n=2060） 

賛成  ４．６％ 

設置費用の補助があれば賛成 １８．９％ 

自己負担が生じなければ賛成 ６２．２％ 

どちらかというと反対  ６．３％ 

反対  ４．２％ 

わからない  ３．９％ 

（出所）富士通総研作成 

                                                  
59 アンケート結果のクロス分析からは、環境意識の高い（費用負担を許容する）層と日和見（費用負担

がなければ参加する）層にはインセンティブへの賛意に大きなギャップが見られる。例えば、リアルタ

イム測定器の費用負担許容層（484 人）と負担なし参加層（1281 人）の買い取り制度への参加意欲を

見ると、前者が 92%であるのに対して後者は 75%。同様に時間帯別料金制度への賛意を見ると、負担

許容層が 77%に対して負担なし参加層では 59%にとどまるという結果であった。 
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5.2  先行事例からの示唆 

 前述の個人アンケート結果を踏まえると、個人負担が生じない形での「見える化」とイ

ンセンティブ設計が望ましいということになる。以下では、「見える化」や個人行動を促す

インセンティブ設計を検討している海外の先行事例を紹介しながら、国内の取り組みと比

較する。 

 

5.2.1 カナダ・オンタリオ州の取り組み①：見える化＋インセンティブ設計 

 3.1 に前述したように、海外では省エネルギーの推進を目的として、スマートメーター

と呼ばれる計測器の導入計画が進行している国・地域が多い。その中で、カナダのオンタ

リオ州の取り組みは、「見える化」とインセンティブ（時間帯別料金制度）を組み合わせて

いるという点が特徴的である。 

 オンタリオ州は、人口（1,289 万人：2008 年 4 月 1 日現在）とGDP（5,578 億カナダド

ル：2006 年）ともにカナダ 大の州である60。2005 年にオンタリオ州政府は、スマート

メーターを 2007 年末までに 80 万世帯、2010 年末までに州内の全 450 万世帯に導入する

という意欲的な計画を発表した61, 62。この計画に対する 2010 年までの投資費用が約 10

億カナダドル、スマートメーター全戸配付後の運転費用が年間約 5,000 万カナダドルと推

定されている。州内の地域配電会社が、顧客に対してスマートメーターの導入を図ること

になっているが、スマートメーター導入に係る費用は、電気料金の原価に算入することが

認められている63。 

 2008 年 5 月から、スマートメーター導入家庭に対するインセンティブとして、3 段階の

時間帯別電気料金制度が開始されている64。図表 14 に示すように、電気の需要が少ない

オフピーク時間帯の価格と需要が多いオンピーク時間帯の価格を比較すると、3 倍以上の

価格差がついており、オンピークからオフピークへの需要シフトを促すものとなっている。

時間帯別料金制度の本格導入に先駆けて 2006 年～2007年に行われたパイロットプロジェ

クトでは、需要シフトによって全体で 3%の電気料金の削減、6%の省エネルギー効果が得

られ、参加者の 75%が電気料金の支払額を削減することができたという報告がなされてお

り、参加者の 78%が同制度を支持する結果となった65。このように、スマートメーターの

導入によって、リアルタイムに電気利用状態を知ることができた消費者の多くが、自発的

にオンピーク時間帯の電気使用を削減する行動をとったということが言える。 

                                                  
60 人口、GDP ともにカナダ全体の 4 割弱を占める。 
61 http://www.oeb.gov.on.ca/documents/communications/pressreleases/2005/press_release_sm_260105.pdf 
62 家庭以外に、州内の全ての小規模事業所（50kW未満）約 50万ヶ所と大規模事業所（50kW以上 5,000kW

未満）約 5 万ヶ所、一部の大口需要家も、スマートメーター導入対象。 
63 消費者にとって月あたり 3～4 カナダドルの負担増となることが見込まれている。 
64 家庭以外に、小規模事業所（50kW 未満）も時間帯別料金制度の対象。 
65 Ontario Energy Board (2007) 
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図表 14 カナダ・オンタリオ州の時間帯別電気料金 

対象時間帯 
区分 

冬季(11 月～4 月) 夏季(5 月～10 月) 
料金 

オフピーク 
平日：10PM～7AM 

土・日：終日 
２．７セント/kWh 

ミッドピーク 
平日：11AM～5PM 

    8PM～10PM 

平日：7AM～11AM 

    5PM～10PM 
７．３セント/kWh 

オンピーク 
平日：7AM～11AM 

    5PM～8PM 

平日：11AM～5PM 

 
９．３セント/kWh 

（出所）オンタリオ州エネルギー委員会資料を基に富士通総研作成 

 

5.2.2 カナダ・オンタリオ州の取り組み②：グリーンクレジット構想 

 ここでは、同じくカナダのオンタリオ州における個人レベルの削減活動を促すインセン

ティブの事例として、現在、NPOのゼロフットプリント66が州政府に対して提案している

グリーンクレジット構想について紹介する。この構想は、図表 15 に示すように、中小事

業者や個人を対象とした自主参加によるもので、登録した参加者の温室効果ガス削減実績

に応じて州政府がクレジットを付与する仕組みとなっている。削減実績については、参加

者自身が報告する必要はなく、エネルギー会社、水道会社、航空会社、運輸局などから、

制度に参加した事業者や個人（家庭）のエネルギー・水道使用量、航空機の利用実績など

が、直接、州政府に報告されることになる67。クレジットの算出については、例えばエネ

ルギーや水道の使用量の場合、過去 1 年間の利用実績をベースラインとして、削減実績に

応じたクレジットを州政府が参加者に発行する。クレジットを受け取った参加者は、年間

累積クレジットを換金するか税額控除に利用することができるという具体的なメリットを

享受できる（市場取引も想定されている）。このように、参加者は、登録手続きをするだけ

でクレジットを獲得する資格を得ることができ、参加障壁が低い仕組みとなっている。な

お、クレジットの原資は州政府の温暖化対策予算が充当されることが想定されている68。 

この構想は、まだ提案段階であり、前述のスマートメーター導入プログラムとの関係づ

けた検討も行われていないようである。しかし、このようなグリーンクレジットの仕組み

を導入するうえで、家庭レベルで（少なくとも電力使用について）「見える化」が進行して

いれば、省エネ（温室効果ガス削減行動）を円滑に進めるインフラが整備されているとい

うことであり、時間帯別料金制度に加えて、さらなる取り組みの相乗効果が期待される。 

                                                  
66 2005 年にトロントに設立されたNPOで、イギリス、オーストラリアにも支部を持つ。webサイトでは

独自のCO2 カリキュレーターを設置し、自治体、企業、個人向けに、排出量管理支援、オフセット商品

提供、その他情報提供などを行っている。トロント市の排出量オフセットプロジェクトに参画している

（http://zerofootprint.net/）。 
67 参加者は、この制度に登録する際に、エネルギー会社等から州政府へ使用量などの情報を報告するこ

とを承諾しなければならない。 
68 民生部門の削減取り組みが進むことによって回避できる対策費用を原資として想定している。 
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図表 15 グリーンクレジット構想 

 

事業者・個人事業者・個人

政府政府

エネルギー
会社

エネルギー
会社

水道
会社

水道
会社

航空
会社

航空
会社

運輸
局

運輸
局 等

登録

 

 

 クレジット付与

 

 

 

取引可

換金 or
税額控除可

利用実績の報告

 

（出所）ゼロフットプリント資料を基に富士通総研作成 

 

5.2.3 スマートメーター導入を巡る英国の議論 

 3.2 にも前述したとおり、2008 年末までに、配電事業者に対して家庭へのスマートメー

ター導入を義務付けるかどうかの結論を政府が行うことになっている69。導入義務付けが

決定すれば、2019 年までに全世帯 4,500 万台の導入計画が実施されることになる70。設置

費用は配電事業者が負担することになるが、負担分はスマートメーター導入によるコスト

削減で回収できると考えられており、政府から長期（15 年程度の）融資も受けられる予定

である71。また、併せて、オンタリオ州同様に、時間帯別料金制度導入についても検討さ

れている72。 

 スマートメーター導入に関して英国で行われている議論は、電力市場自由化の度合いと

大きく関係している。日本と異なり、英国では電力市場が完全自由化しているために、一

般家庭で自由に配電（小売）事業者を選択することができる73。このため、配電事業者は、

様々なサービスメニューを提案して顧客獲得競争を行っているが、一方で、顧客の流出入

が頻繁になることにもつながっている。スマートメーターの導入は、本来、配電事業者に

とって、自動検針によるコスト削減に加えて、リアルタイムの需要把握に基づく 適な負

荷制御や配電自動化、停電復旧管理、送電損失低減など、様々なコスト削減効果が期待さ

れる。しかし、顧客が流動している英国では、配電事業者は、 適な負荷管理が困難なた

めにメリットが少ないとして、スマートメーター導入にあたって「地域フランチャイズモ

デル」の採用を提案している。このモデルは、英国内をいくつかの地域に分割して、地域

ごとにメーター設置を行う配電事業者を入札で選ぶという方式であり、計画に則った確実

                                                  
69 http://www.berr.gov.uk/whatwedo/energy/environment/smart-metering/index.html 
70 英国の世帯数は約 2,500 万世帯だが、電力用メーターが 2,500 万台、ガス用メーターが 2,000 万台導

入されるという計算である。 
71 10 年間で 50 億ポンドの設置費用がかかる見込みである。 
72 消費者団体、環境団体、業界団体とも、時間帯別料金制度には好意的とのこと（ヒアリングによる）。 
73 海外電力調査会によると、2008 年 2 月現在、小売供給ライセンスは 66 社に配給されているが、市場

の大半は6大グループが占めているとのこと（http://www.jepic.or.jp/overseas/stance/england.html）。 
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なメーター導入を保証する一方で、地域ごとの配電事業者によるコントロール強化につな

がり電力市場完全自由化から後退するとして、論点になっている74。 

 日本の状況を鑑みれば、小売部門の自由化が進行しておらず、10 電力会社による地域ご

との電力供給体制が保持されていることから、国内でスマートメーター導入を図る場合、

英国よりも円滑に進めることができる可能性が高いとも考えられよう。 

 

5.2.4 国内の先行取り組み 

 国内でも、家庭部門対策に関して、個人行動を促すインセンティブ設計を実施・検討し

ているいくつかの取り組みがある。例えば、オンタリオ州の事例で紹介した家庭向け時間

帯別電気料金制度と同様の仕組みとして、国内の各電力会社が、時間帯別電灯という契約

メニューを設定している。例えば、東京電力の場合、３段階の時間帯と２つの季節（夏季・

その他季）に分けた「季節別時間帯別電灯」契約メニューを設定しており75、ピーク時と

オフピーク時の単価差は３倍以上である76, 77。しかし、時間帯別料金を利用できるのは、

一定容量の電気温水器（「エコキュート」）などの夜間蓄熱式機器を使用している家庭に限

定されている78, 79。 

 地域レベルでの検討事例としては、東京都が 2009 年度に創設を予定している「グリー

ン熱証書」が挙げられる。これは、太陽熱利用機器を利用した家庭におけるエネルギー使

用節約分をCO2 排出量に換算して発行された「証書」を都が買い上げるという仕組みであ

る。都が買い上げた証書は、2010 年度から導入予定の大規模事業所を対象とした排出量取

引制度において、事業者が購入できる仕組みとすることも検討されている80。また、広島

市でも、個人レベルの削減取り組みに対するインセンティブとして、2010 年度から市民参

画型排出量取引制度の導入を検討している。この考え方は、家庭における省エネ活動に伴

うCO2 削減量を第三者機関（自治会など）が購入して大口化することによって、市内で導

                                                  
74 地域フランチャイズモデル以外の導入オプションとしては、配電事業者の判断に任せる自由市場モデ

ルや、メーターの新設・更新時のスマートメーター導入義務付けなどのモデルが検討されている。 
75 北海道電力、東北電力、中部電力は季節別の設定をしていない。 
76 東京電力の季節別時間帯別電灯契約「電化上手」の場合、2008 年 10 月現在のオフピークの夜間時間

（午後 11 時～午前 7 時）が 9.17 円/kWh であるのに対して、オンピークの昼間時間（午前 10 時～午

後 5 時）が夏季（７月～9 月）33.37 円/kWh、その他季（10 月～6 月）28.28 円/kWh。 
77 電力各社は、3 段階の時間帯別電灯契約のほか、2 段階の時間帯別電灯契約メニューも設定している。 
78 東京電力管内の場合、2007 年度末現在、エコキュートの普及台数は 33 万台である。普及台数と時間

帯別電灯の契約口数が等しいと仮定しても、同管内の総電灯契約 2,600 万口の 1%強に過ぎない。 
79 エコキュートの導入にあたって、一部の地域では、計測器「省エネナビ」設置によって補助が得られ

る制度が導入されていた（http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p05014.html）。これは、「見える化」

＋インセンティブ供与という点で理想的であったが、地域限定であったことと 2007 年度で補助事業が

終了してしまったため、十分な広がりのある仕組みになりえていない。 
80 2008 年 6 月に東京都が改正した環境確保条例では、2010 年度から大規模事業所に対してエネルギー

起源CO2 を対象として総量排出削減が義務付けされ、削減義務の履行手段の一つとして、排出量取引制

度が導入される予定である（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/joureikaisei2008/index.htm）。 
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入予定の排出量取引制度で取引可能とするものである81。さらに、NPO法人の北海道グリ

ーンファンドが、2009 年 1 月から試行予定の「地域協働型カーボンオフセット事業」で

は、家庭でのペレットストーブ利用等で削減したCO2 をクレジット（グリーン熱証書を想

定）として、オフセットを希望する企業等に対して販売する仕組みとなっている82, 83。 

 このように、国内においても、個人行動を促すことを主眼とした取り組みが行われてい

るが、現状では、対象が限られているものが多いことと、「見える化」との連携が不十分で

あることなどが、広範で有効な家庭部門対策とするための課題となっている。 

 

5.3  有効な家庭部門対策の検討 

 以上、本章で述べてきたことを整理すると、まず、個人アンケート結果からは、地球温

暖化問題に対する関心が高く、提案したインセンティブの受容度も比較的高かったものの、

自己負担が生じないものが高く評価される傾向にあった。このため、多くの国民の積極的

な取り組みを促すためには、極力、国民の費用負担が生じない制度設計であることが望ま

しいということがわかった。また、先行事例からは、特に海外では、省エネニーズが主体

であるとはいえ、個人負担があまり生じないスキームで、「見える化」とインセンティブを

組み合わせた取り組みが進んでいる。日本の家庭部門対策の方が、温暖化対策（CO2 削減）

を主体としているものの、対象が限定されていることと「見える化」が十分に進んでいな

いという点で、全体としての取り組みの有効性（総量削減）が損なわれている。しかしな

がら、国内で、測定器の全戸配布など「見える化」を進めていこうと考えた場合、英国で

議論されているような電力完全自由化に伴う足枷が弱いために、電力会社主導による測定

器配付が十分可能であり、政治的な意思決定次第で取り組みが進むポテンシャルを十分に

有していると考えられる。 

 国内で、家庭部門対策を抜本的に行うためには、全ての家庭が参加可能な仕組みを導入

すべきである。すなわち、早急に、家庭部門の「見える化」インフラを整備し、個人の CO2

削減行動に直結するインセンティブを設計・供与すべきである。第一段階としては、モデ

ル事業等を通じて、有効なインセンティブの検証を実施すべきであろう。 

 ここでは、一つの例として、先行事例で紹介したオンタリオ州のモデルを参照した国内

モデルの設計を検討してみよう。このモデルの構成要素は、①リアルタイム測定器の全戸

配付、②時間帯別料金制度の導入、③買い取り制度の導入、である。 

                                                  
81 広島市が 2009 年度中の導入を目指している排出量取引制度は、大規模事業者に削減計画を義務付け、

計画達成手段として、市が創設する取引市場での排出枠の売買を認めるというものである

（http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1202948884867/files/datu.pdf）。 
82 平成 20 年度経済産業省「環境負荷低減国民運動支援ビジネス推進事業」として採択。北海道グリーン

ファンドは、取引仲介を行う（http://www.h-greenfund.jp/carbon_offset/co_metimodeljigyo.html）。 
83 北海道グリーンファンドは、道内でのグリーン電力証書発行の実績を有しており、このスキームにお

いても、家庭での太陽光発電や風力発電の実績（自家消費分）に基づいたグリーン電力証書を発行し、

企業のオフセット手段として併せて供給することが想定されている。 
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 まず、我が国でリアルタイム計測器の配付を考える場合、仮に計測器単価を 2 万円とし

て84、5 千万世帯の全戸に配付しようとすれば、初期費用だけで 1 兆円規模の原資が必要

となる。全戸配付の期間は、対策の成果という観点からは極力短期であることが望ましい

が、計測器の供給体制を勘案して 長でも 10 年以内で設定することが望ましい。例えば、

電力会社に自己負担による配付義務を課すとした場合、必要に応じて政府保証の長期低利

（あるいは無利子）融資等の助成を行うことも考えられよう。例えば、10 年間で電力会社

が初期費用を返済するとした場合、 大で年間 1,000 億円規模の負担になり85、これは、

電力 10 社の年間設備投資額の 5%程度に相当する86。すなわち、リアルタイム計測器の普

及とインセンティブの組み合わせによって、負荷平準化が実現し、設備投資を抑制するこ

とができれば、十分回収可能な範囲と考えることができよう87。 

 リアルタイム計測器の普及と併せて、全ての家庭を対象とした時間帯別料金制度を導入

するとともに、買い取り制度を導入することができれば、家庭部門にとって追加的な費用

負担が生じない形で、エネルギー需要シフトと、省エネルギーなどによるCO2 排出削減の

インセンティブを与えることができる。買い取り制度の設計にあたっては、5.2.2 に紹介し

たようにクレジット付与による換金や税額控除という仕組みも検討に値するであろう。ま

た、買い取り制度の原資については、政府の家庭部門の温暖化対策費用を充当させるとい

う考え方ができる。例えば、同制度の適用によって、政府が海外からクレジットを追加的

に取得することを回避できれば、その費用を原資とすることができよう。仮に、買い取り

制度によって 1,000 万t-CO2 の排出削減分に寄与することを見込めば88、海外からのクレ

ジット取得価格を 2,000 円/t-CO2 とすると、クレジット取得の回避費用約 200 億円を原資

とみなすことができる。これは、政府の温暖化対策予算の 2009 年度概算要求額 1.3 兆円

の 2%弱にあたる。また、買い取ったクレジットの一部を国内の大規模事業所向けのオフ

セット市場等で流通されることができれば、原始の一部を回収することも可能となる。 

 

 

 

 

                                                  
84 現在国内で一般的に販売されている家庭用の計測器（省エネナビ）の価格は 3 万円台であるが、市場

拡大による価格低下を見込んだもの。海外の計測器 1 台あたりの設置単価が、カナダで約 220 カナダ

ドル、英国で約 110 ポンドであることも考慮した。 
85 毎年同数の計測器配付を行うと仮定した場合。 
86 中央電力協議会によれば、2007 年度の設備投資額（工事資金）実績は 1.85 兆円、08 年度計画は 2.21

兆円。 
87 また、測定器に関する運転費用については、発電原価に算入することが妥当と考えられるが、測定器

の導入による業務効率化の効果を勘案すれば、必ずしも電気料金上昇につながるとは限らない。 
88 家庭部門の 2007 年排出実績（1.8 億 t-CO2）と京都議定書目標達成計画の排出量目安（1.38 億～1.41

億 t-CO2）の差 3,900 万～4,200 万 t-CO2 の 24%～28%分に相当する。 
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6 おわりに 

 

わが国にとって、京都議定書の目標達成への対応、2013 年以降のポスト京都議定書期間

における温室効果ガス削減、さらには 2050 年に向けた低炭素社会への転換を図るための

意識変革という、短期・中期・長期のそれぞれの視点から、民生部門の地球温暖化対策の

進展が 重要課題となっていることは、本レポート内で何度も言及してきた。特に、長期

的な視点から実効性のある民生部門対策を進めるためには、「人々が意識をしなくても機械

や仕組みが勝手に働いてくれる」という従来の低炭素型設備機器の導入（初期投資）偏重

型の対策ではなく、「人々が自発的に環境に配慮した行動を起こす」ための対策が望まれて

いる。低炭素社会に向けた人々の意識変革は、持続可能な社会を構築するための様々な行

動やビジネスアイディアの創発を引き起こすこととなろう。本レポートでの具体的提案は、

事業者や個人の低炭素行動の実績に応じたインセンティブ供与を重視した政策への転換で

あり、その前提として、排出量の「見える化」を進めるための計測器の普及が欠かせない

ということである。さらには、近年メーカー主導で取り組みが進められているグリーン IT

を有効に活用していくことを踏まえれば、持続可能な知識社会の形成に向けた人類の取り

組みの大きな一歩と捉えることもできよう。 

 本レポートで、提示したインセンティブ試案の根底にあるものは温室効果ガスの削減と

いう行為に環境価値が生じるということであり、この環境価値を事業者や個人が認識した

行動を促すためのインセンティブ設計をすべきということである。国際的な排出量取引市

場の拡大、ボランタリーなカーボン・オフセット市場の出現など、我々が炭素の環境価値

を認識する機会は間違いなく増えている。米国も 2009 年からオバマ民主党政権が誕生す

ることになり、温暖化対策推進に向けた大きな政策転換が図られるところである。我が国

が、国際的な低炭素社会構築という流れの中で、存在感を発揮するためには、先進的な環

境技術の開発や普及、環境分野の海外投資促進ということだけでなく、我が国自身が低炭

素型の社会モデルを構築してみせるということが重要なのではないか。5 章でも示したよ

うに、温暖化対策についての国民の受容度は高いレベルにあり、極力費用負担が生じない

枠組みを設計できれば、人々の低炭素行動への転換を促すことが十分可能である。ここで

検討した計測器普及を含めた必要費用は、海外からのクレジット取得の回避費用や温暖化

対策予算の規模、さらには昨今議論されている追加経済対策等の規模などと比較しても決

して無理のある金額ではなく、長期的な投資という観点からすればむしろ安いとも言える

のではないか。 

 民生部門対策は、多くの先進国が直面している課題であり、途上国においても今後の重

要課題となることは間違いない。わが国がいち早く有効な民生部門対策を実施することで、

低炭素社会構築への先駆けとなるとともに、低炭素型の新たな社会・ビジネスモデルの展

開による国力の向上が期待されているのであり、我が国がどれだけ本腰を入れて、制度設

計の転換を行うことができるかどうかが問われている。 
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