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１ 都の現状と基本姿勢 



・2006年12月、東京都の全体計画『10年後の東京』において規定 

 ・『「2020年の東京」へのアクションプログラム2013』(2013年1月策定) 

 「2020年までに2000年比25％のCO２排出削減を目標に、 
           カーボンマイナス施策を東京全体で展開している。」 

 
2020年までに2000年比 25% 削減 

東京都の温室効果ガス削減目標 

【設定の考え方】 

・危険な気候変動による影響を回避するためには、 
 2050年には世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも半減 

・先進国の大都市こそ、大幅なCO２削減を可能とする低炭素型の   
 持続可能な社会への移行を先導しなければならない。 

・急成長を続けるアジアなど途上国の都市に対しても、目指すべき   
 都市の姿を実践的に示す 

・こうした認識に立ち、東京は世界の大都市に先駆けて、低炭素型の 
 都市モデルを実現していく。 
東京都 4 
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業務・産業 

部門 

約４５％ 

家庭部門 

約３０％ 

運輸部門 

約２３％ 

大規模事業所への「総量削減義務」の導入 

中小規模事業所の省エネを促進 

●環境促進税制 

家庭の節電・省エネを進める 

●環境学習の推進 ●家庭向け高効率給湯器の普及など 

●100万ｋＷソーラー（太陽光・太陽熱）の普及 

自動車部門のＣＯ２削減 

●電気自動車、プラグインハイブリッドなどの普及 

確実に「2020年2000年比▲25％削減」へ  
5050万㌧ 

（2011年度速報値） 

都ＣＯ２排出量（部門別） 

●地球温暖化対策報告書制度 
 ●無料省エネ診断 など 

環境都市づくり制度の導入・強化 

東京都の気候変動対策（部門別の主な対策） 

●物流ベンチマークによる効率化の推進 など 

大規模事業所 
約４割 
（1４００） 

中小規模 
事業所 
約６割 
（約６９万） 

・新築建築物の環境性能の評価と公表、・省エネ性能基準の義務付け 
・大規模都市開発での省エネ性能の条件化、地域でのエネルギーの有効利用 など 



都市開発 

諸制度 

 

 

 

 

地域における 

エネルギー 

有効利用計画 

制度（都条例） 

企画・基本設計   実施設計   建設   竣工・供用開始 

建築物に対する主な取組 

地球温暖化対策 

報告書制度 
（対象：中小規模事業所） 

（都条例） 

 総量削減義務と 

 排出量取引制度 
（対象：大規模事業所） 

＊キャップ＆トレード 

   制度  （都条例） 
建築物環境 

計画書制度 
（都条例） 

大規模 

小規模 

中規模 

新築建築物対策 既築建築物対策 

新築建築物 

対策 

既築建築物 

対策 
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7 → 順次具体化  

「10年後の東京」策定 

1990 2000 2006 2010 2008 2020 2050 

●2006.12 全世界で、2050年までに半減以下の削減が必要 

    →２００８年３月に「東京都環境基本計画」に位置づけ          
                        （分野別目標も設定） 
●2007.6 

「気候変動対策方針」策定 

目標達成に向けた「主な対策」を公表 

◆温暖化対策：温室効果ガス削減目標の設定  
 「2020年までに2000年比▲25％削減」 

東京都の気候変動対策 

●2008.6 

環境確保条例 改正 



１ エネルギーの大消費地としての責務 
  ・東京のエネルギー消費量は北欧の一国なみ 

    

２ 炭素制約時代での東京の成長を可能に 
  ・いちはやく低炭素型の都市に転換することが、 

   東京の持続可能な成長を可能に → 東京自身のメリット 

 

１ 都市における気候変動対策の意義 

気候変動対策への都の基本姿勢 

・２１世紀半ばまでには、世界全体でＣＯ２を半減以下にする必要 

・エネルギー供給側、製品生産側だけでなく、最終需要側の取組が不可欠 

・巨大な最終需要者である大都市の低炭素型への移行が必要 

「東京都気候変動対策方針」等より 



気候システムの温暖化については、疑う余地
はない 

過去20年、世界の氷河は縮小し続けている 

人間活動が、２０世紀半ば以降に観測された
温暖化の主要原因である可能性が極めて高い 
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⇒ 気候変動を制限するには大幅な削減が必要 

⇒ 2016-2035年までの気温上昇は、０．３～０．７℃ 

IPCC第5次評価報告書（2013年9月） 



世界の主なキャップ＆トレード制度：２０１３ 
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欧州域内排出量取
引制度（EUETS） 
（2005年1月開始） 

東京ｷｬｯﾌﾟ＆ﾄﾚｰﾄﾞ制度
(2008年6月条例化） 

カナダ 

 

 

 

ｹﾍﾞｯｸ州の 
排出量取引制度 
（2013年1月開始） 

米国：オバマ大統領、 
改めて導入検討に言及 

 

 

 

 

 

カリフォルニア州
（2013年1月開始） 

豪州：炭素価格付け制度
(2012年7月開始） 

ニュージーランド：国内排
出量取引制度(森林2008年、産
業・電力・運輸は2010年開始） 

韓国：排出量
取引制度法の
成立(2015年1月
導入予定） 

中国：２省５市での 
モデル事業を開始予定 

埼玉県：東京都との排出量
取引制度連携（2011年開始） 

ＲＧＧＩ（北東部地域
GHG削減イニシアティブ）

（2008年法制化） 

東京都 

環境省資料等より 

東京都作成 



２ 都の気候変動対策の経緯 



２-1 「地球温暖化対策計画書制度」の運用 

2000年12月、環境確保条例に基づく 

  「地球温暖化対策計画書制度」を導入（2002年施行） 

＊一定以上の温暖化ガスを排出する事業所に、温室効果ガスの計画的な削減を求める 

 

※事業所の自主的取組を推進 

自主的取組の
推進① 
(2002-2004) 

自主的取組の
推進②  
(2005-2009) 

総量削減の義務化 
(2010～) 

「地球温暖化対策計画書制度」（都環境確保条例） 

・第１ステップ 
・排出量の報告と 

 自主的な目標の設定 

 

＊３年間で２％ 

 

 

・第２ステップ 
・対象事業所がより高いレベルの削減対策に取り組む
よう、都が基本対策を提示 （都による指導・助言） 
・対象事業所は、毎年、排出状況報告を都に提出 

・より積極的に温暖化対策に取り組む事業所を、 

 都が 評価・公表      ＊５年間で６％ 
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   （１）2005年度からの制度：計画書の評価基準 

都が選定した一定の
対策（基本対策）の 

実施を計画化 

※基本対策 
 (全ての事業所が基本的に 
  取り組むべき標準的な対策） 

 「運用対策」＋ 
 「投資回収年数が概ね３年以内
 の省エネ対策」 
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（２） 2005, 6 (H17,18)年度計画書提出事業者 
        ～計画書の評価結果(推移） 

計画書（案） 
８月末提出 

※H17、H18年度の対象1,274事業所集計 

B or C 
55% 

A以上 
45% 

25% (315件) 

26% (330件) 

48% (610件) 

 0.5% (6件) 

計画書 
12月末提出 

1%    (13件) 

 

 

 

 

①「計画書(案)」提出段階では、 
過半の事業所が、Ｂ，Ｃ評価 
レベル 

②「計画書」提出段階では、 
都の指導・助言により、 
半分近い事業者が基本対策 
レベル（A評価）へ 
 

③しかし、基本対策を超える対策
をより積極的に計画する事業所 
（AA評価）は4分の1に留まった。 
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     （３） 総量削減義務の導入へ 
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○多くの対象事業所において取組内容が 

 標準レベルに留まった。 

○削減対策に積極的に取り組まない事業所が 

 見逃される不公平をなくす。 

○省エネを現場スタッフの努力の問題から、 

 トップマネジメントの課題に 

 

＊志高い自主的取組は極めて重要。 

 しかし、自主的な取組のみを促す制度だけでは、 
大幅なCO₂排出総量の削減は限界 

＊自主か義務かではなく、自主的取組をより促進す
るためにも、義務化が必要 



＊排出量取引への「誤解」を解く 

＊東京の事業者の実態等を踏まえた制度設計 

 

 東京商工会議所など東京の経済界の支持と理解 

 

   2008年6月 

   東京都議会全会一致で条例改正 
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２-2 導入の経緯 

  2007年6月 「東京都気候変動方針」発表 

 ・大規模事業者へのCO２排出量総量規制と排出量取引制度 
 （キャップ＆トレード）の導入を提起 

 

  2008年1月まで ステークホルダー会議を開催 

 ・経団連など１４経済団体の反対意見書 
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1. 技術的な裏づけなしに削減義務を設定しても削減に結びつかない。
（日本、特に、東京の事業所は効率が極めて高い。これ以上の削減は厳しい） 

2. 企業のＣＯ２排出量にキャップをかけることは、企業活動そのものに
制限をかけること。東京の経済活力を損なうおそれがある。 

3. 短期的視点から削減義務を設定すると、革新的技術の開発にイン 
センティブが働かない。排出量取引は技術革新の原資を奪う。 

4. 規制逃れのために生産拠点を他県や海外に移転する動きを助長。 
全国ひいては世界の排出量が増加するおそれがある。 

5. 公平かつ公正な排出枠の設定は不可能である。 

6. テナントビルはオーナーだけに責任をおわせるのはおかしい。 

7. 東京の温室効果ガスの２割を排出する大規模事業所にのみ削減を 
義務付けても、都全体の総量の削減は保証されない。 

（補）ＥＵ域内排出量取引制度（EU-ETS）の問題点を学ぶべき。 
ＥＵなどにおいても、EU-ETS は批判の対象となっている。 
都がＥＵの失敗例を後追いすることは、賢明な方策といえない。 

２-3 ステークホルダー会議での議論 
 ～経済界等からの主な意見と都の見解・制度設計での具体化  
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１．削減の技術的裏づけ 

技術的な裏づけなしに削減義務を設定しても削減に結びつかない。 

（日本、特に、東京の事業所は効率が極めて高い。これ以上の削減は厳しい） 

省エネ技術は日進月歩。最新の省エネ技術の活用で、CO2削減の
余地は十分にあると考えます。 

■空調、照明などの機器の省エネ効率は 

  大幅に上昇 
■最新の省エネ技術を導入する機会が存在 

 ＊最新の省エネ技術は十分に活用されていない状況も 

主な熱源の効率の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

（出典）NEDO住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
（建築物に係るもの）成果発表会資料（平成19年10月22日）より 

熱源（冷凍機）：設置年別の設置容量の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

（出典）平成１９年度東京都調べ（平成17年度からの制度対象事業所に対し実
施した調査の回答（業務部門437事業所）の集計 

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 
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２．削減義務と経済活動の制限 

企業のＣＯ２排出量にキャップをかけることは、企業活動そのものに制限 

をかけること。東京の経済活力を損なうおそれ。 

・多くの企業が、排出量削減と事業拡大の両立をめざす。 
・先進的な省エネ技術の活用、CO2排出量の少ないエネルギーへの転換、更には
排出量取引等の方法で、CO2削減と企業の成長を両立することは、十分可能 
・低炭素型への移行が、都市の活力維持につながると考えます。 

■削減義務は事業活動の決定を意味しない。事業活動の両立とＣＯ２削減の両立が必要 

 ・わが国でも、多くの企業が、事業拡大を目指しながら、総量削減目標を設定（生産規模の拡大とCO2の 

  削減を両立させる先進的な省エネ対策に成功している企業も） 

 ・先進的な省エネ技術の活用、CO2排出量の少ないエネルギーへの転換、更には排出量取引等の方法で、 

    CO2削減と企業の成長を両立することは、十分可能と考えます。 

 ・削減義務の導入は、今後、CO2排出量がどの程度になるか、どのように排出を小さくするか、 という観点 

    が経営判断の不可欠の要素になることを意味するもの。 

 ・これまでも事業活動は、環境保全ばかりでなく、労働者・消費者保護等のさまざまなルールの下で営まれて 

  きた。 

 ・気候変動の危機が迫る今日、削減義務の導入は、CO2排出に関する新たなルールが加わるものであり、 

  行政が恣意的な統制を加えるものではない。 

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 
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３．削減義務と長期対策、技術革新 

短期的視点から削減義務を設定すると、革新的技術の開発にインセン 

ティブが働かない。排出量取引は技術革新の原資を奪う。 

・都内の事業所では、既存の最適省エネ技術が十分に活用されていません。 
 削減義務の導入によって、高効率の省エネ機器の需要が拡大し、新しい 
 技術の開発も進む、と考えます。 

・省エネ技術や再エネへの投資が安定的に行われるためには、中長期的な  
 CO2削減目標が必要 

■既存の最適省エネ技術が十分に活用されて 

いない。～削減義務の導入で最新省エネ機器導入が拡大 

 ・熱源機器メーカーへのヒアリング結果 

販売されている機器のうち、 

標準レベルに比べ効率が大幅に高い機種の占める 

割合は、概ね１割から３割程度との事例 

→ 最新の省エネ機器が全面的には導入されて 

   いない。 

 ・都内事業所の今後の設備更新状況  

 ・削減義務の導入は、最新の省エネ機器に対する 

  需要を掘り起こし、高い省エネ技術を東京で有効に 

  活かすことに。 

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 

■大幅なＣＯ２削減に、新技術開発が必要な 

  施設への配慮は必要 

 ・石油精製プラントや発電所、製鉄所などの場合には、 

   大幅なCO2削減には既存技術では不十分で、新たな 

    技術開発が必要な場合もあると考えられるが、これら 

    の施設は、都制度の対象には存在しない。 

  ・我が国の優れた省エネ技術が、今後とも世界の温暖 

   化対策に活用されるべきであることは当然であり、 

   今後、全国的な削減義務制度を設計する中で、具体 

   的 な対応が検討されるべきものと考える。 



【参考】削減義務率  ～2020年までの見通しを提起  

  ●ご意見を踏まえて、第１計画期間だけではなく、第２計画期間の見通し 

  も併せて提示 
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◆「２０２０年、２０００年比２５％削減」に必要な業務産業部門の削減率は１７％ 

基準年度 2020年度 
第１計画期間 

（2010-2014年度) 

第２計画期間 
（2015-2019年度) 

 

５年平均６%削減 

５年平均約17%削減 
（見通し） 

◆第１計画期間（2010-2014年度）を「大幅削減に向けた転換始動期」と位置づけ 

  総量削減目標を▲６％に設定⇒これを前提に、区分ごとの削減義務率（８％又は６％）を設定 

◆第２計画期間における総量削減目標（キャップ） 
  見通し：約17％程度（平均）（基準年度比）、第２計画期間 開始前に決定 



工場が立地地域を選定する主な理由 
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４．他地域への経済活動拠点の移転 
規制逃れのために生産拠点を他県や海外に移転する動きを助長。 

全国ひいては世界の排出量が増加するおそれ 

・先駆的な取組がなければ、全国の対策も強化されない。 

・企業の立地はCO2削減コストのみを主要な要因として決まるものでは 
 ありません。 

■事業所の立地にはコスト以外の様々な要因が。 

  ・企業の立地を決める要因には、市場や関連企業への近接性、
経営者のつながりや労働力の確保などの人的要因など、コスト
要因以外にも様々な要因があります。 

・またコスト要因の中にも、地価を始め様々な要素があります。 

（出典：平成15年工場立地動向調査（経済産業省）から作成） 

  

■都は全国レベルでも導入されるべき対策を率先して提案。  

これまでの環境施策の歴史 

  東京を始め地方自治体の先駆的な施策が、事業者の協力を得て、我が国全体の対策強化を先導 

東京の企業と地方自治体が率先して、具体的な排出削減対策を強化することが、日本全体の気候変動 

 対策の強化を可能とする。（参：アメリカ）連邦政府に先んじた州レベルでの取組が拡大 

都制度では、東京以外の地域での削減量についても、一定量までは削減義務履行に活用可能 

 →「全国的な視点で生産・流通拠点等の最適化を進めて 

   いる企業」も、対策の効率性を考慮しながら、都制度への対応が可能  

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 
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５．公平・公正な削減義務水準の設定 

公平かつ公正な排出枠の設定は不可能である。 

・何をもって公平・公正と見るかについては、立場や利害によって様々な
意見がありえます。削減義務の設定に関しては、次のような点で、公平性、
公正さへの配慮が必要と考えます。 

①業種や事業所ごとの特性への配慮 

②これまで積極的に削減を進めてきた事業所への配慮 

③建物や設備の省エネ性能、運用面での取組が特に優れた事業所への配慮 

④事業所による単位あたり削減コストを大きく違わなくするための配慮 

■都は公平性・公正さへの配慮を、制度案検討段階で具体的に提案 

  ・都の制度案は、業種や事業所の特性、これまでの削減実績など、公平性に配慮したものです。 

■「自主的な削減対策」という枠組で生じる不公平  

  ・「自主的な削減対策」という枠組の下では、行政からどんなに強力な働きかけがあっても、踏み込んだ   

    削減対策を行わない業種や企業が、残ってしまうことは避けられません。 

  ・削減を行わない者が放置されてしまう「自主的な取組」だけの枠組みより、はるかに公平、公正な制度 

   であると考えます。  

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 



【原則】2002年度から2007年度までの間のいずれか連続する３か年度 

   

10,000 
ﾄﾝ CO2/年 

(2010-2014年度) 
削減計画期間 

9,500 

ﾄﾝCO2/年 

(2002-2004 
年度の平均) 

(2005-2007 
年度の平均) 

9,200ﾄﾝCO2/年 
      ×５年 

500ﾄﾝ削減の状況が維持されるとすると、追加的に必要な削減は 

300ﾄﾝ×５年に軽減される 
既に▲500ﾄﾝ削減  

（例）既に総量削減実績のある事業所は、より過去の年度での設定が可能  

【参考１】基準排出量の設定 ～事業所の実績等から算定 

 ●業種別・事業所別の特性への配慮：各事業所の過去の排出実績から算定 

 ●これまでの削減実績への配慮 

   ：既に総量削減実績がある事業所は、基準排出量をより過去の年度で算定 
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＊建物の増改築等による床面積の大幅な増減や生産ラインの増設・廃止など、建物の使用 

 形態が変わることで排出量が大幅に変わった場合には、設定した基準排出量を見直し 



〔総量削減義務履行の状態〕 
 

①2010-2011年度（2年間）：18,400㌧ （9200㌧（10000㌧×▲8%）×2年間） 
②2012-2014年度（3年間）：28,800㌧ （9600㌧（10000㌧×▲4%）×3年間） 
⇒５年間の排出量の合計を、47,200㌧以下に  

10,000 
ﾄﾝ CO2/年 

基準排出量 

9,200 
ﾄﾝCO2/年 

2010-2011年度 
の排出量上限 

9,600 
ﾄﾝCO2/年 

（例）２０１２年度から義務率１／２のトップレベル事業所と認定された場合 

2012-2014年度 
の排出量上限 

⇒ 2012年度以降の削減義務率が１／２ （第１計画期間中有効*） 

＊運用対策が基準不適合
になった場合は、認定を
取消 

● 「基準排出量」：10,000ﾄﾝ、 ●通常の削減義務率：▲８％削減   の場合 

【参考２】トップレベル事業所認定の仕組み 

 ●削減に向けた対策の推進の程度が、 特に優れた事業所への配慮 

  ：トップレベル事業所は削減義務率を軽減（トップレベル：1/2に軽減、準ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ3/4に軽減） 

25 
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６．テナントビルにおける対策 
テナントビルはオーナーだけに責任をおわせるのはおかしい。 

・ご意見をふまえて、テナントの協力が得られる仕組みづくりを検討 

 
 ○総量削減義務 

 ○ビルの省エネ推進体制の   

  整備義務 

 ○地球温暖化対策計画書 

  の提出・公表義務 

 

一定規模以上のテナントから 

提出された 

計画書も併せて、 

 都に提出 

 

 

特定テナント等事業者 

（一定規模以上の 

 テナント） 

 

③ 省エネ対策等の計画書を 
  提出し、対策を推進する義務  

  

 

①排出量の把握、排出抑制の実施等  

 の義務 ＜都内のすべての事業者＞ 

② すべてのテナント事業者に 
  オーナーの対策に協力する義務 

協力体制 

「特定テナント等
地球温暖化対策
計画書」 

「特定テナント等  

 地球温暖化 

 対策計画書」 

ビルオーナー テナント事業者 

計画書の
提出 

東  京  都 

計画書提出 指
導 

必要に応じ、 

計画書に基づいて 
不十分な場合には
勧告や氏名公表） 

（2007年度ステークホルダー会議での議論と、制度設計での具体化） 

【制度化した仕組み】 



大規模事業所：都内業務・産業部門のＣＯ２に占める割合 

 

＊主要な対象とする業務部門は、東京の中でCO2の排出増
加率が最も大きい分野であり、対策の強化が特に必要な分
野 
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７．東京都全体の削減対策 

東京の温室効果ガスの２割を排出する大規模事業所にのみ 

削減を義務付けても、都全体の総量の削減は保証されない。 

・気候変動対策に単一の特効薬はありません。 

・大規模事業所対策とあわせ、中小事業所、家庭、自動車対策の強化も
進めていきます。 

・とりわけ大規模事業所は、その排出量の大きさに応じた役割を果たすこ
とが求められます。（ＣＯ２削減対策：「共通だが差異ある責任」） 

■大規模事業所への削減義務のみで、都の
ＣＯ２削減対策が完結するなどとは、全く考え
ておりません。 

  
■中小規模事業所や、家庭・自動車部門 

 での主な対策も、「気候変動対策方針」で 

 同時に提案 

・加えて、「１０年後の東京実行プログラム」や  

 「カーボンマイナス東京１０年プロジェクト施 

 策化状況」、「東京都環境基本計画」で具体 

的施策を明らかにし、順次実施 

制度対象事
業所 約４割 

都内事業所数 
約70万に占める 
対象事業所の割
合は0.2％ 
 

比較的少ない事業所で
排出量の多くを占める 

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 



28 

（補）ＥＵ-ＥＴＳについて 

ＥＵ域内排出量取引制度（EU-ETS）の問題点を学ぶべき。 
ＥＵなどにおいても、EU-ETS は批判の対象となっている。 
都がＥＵの失敗例を後追いすることは、賢明な方策といえない。 

（経団連等からのご意見（2008 年１月、都に提出）の趣旨） 

・都が提案している制度案は、EU-ETSと同じものでありません。 
・「削減義務＋排出量取引制度」には、様々なバリエーションがありえます。 
 世界各地でその地域の実情に合わせた制度設計が進んでいます。 
・したがって、都の提案に関する議論の中で、EU-ETSそのものについて  
 論ずることは、あまり大きな意味をもちません。 
 しかし、今後、都提案についての建設的な議論を可能とするために、 
 ご指摘いただいた点について、都は、情報確認のための調査等を実施。  
 得られたいくつかの情報をご紹介（※別紙参照） 

・論点１：衡平かつ合理的な義務設定は極めて困難 
       ～義務の割当の公平性を巡り、EU では訴訟が多発 
・論点２：排出削減の点で効果なし 
・論点３：制度の実態はマネーゲーム 
・論点４：ＥＵ内部でも批判の声あり 

■ステークホルダー会議 
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kikaku/kikouhendouhousin/index.htm 

（2007年度ステークホルダー会議での議論より） 



<2008年度＞ 
・6月    東京都議会全会一致で条例改正 

・7～8月    対象事業所向け説明会開催 

・2月     削減義務率など制度の重要事項に関するﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

・3月      パブリックコメントの結果等も踏まえ規則制定 
              （削減義務率等の決定） 

<2009年度> 
・6月    地球温暖化対策指針作成、対象事業所向け説明会開催 

・7月       ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所認定基準（区分Ⅰ）策定・公表 
      CO２排出量算定・検証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定・公表・説明会 

・8月～      制度のﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ開設、登録検証機関の申請・登録 

・10月末    排出の状況に関する届出、提出締切 

・11月末    ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所認定基準（区分Ⅰ）説明会 

・3月       ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所認定基準（区分Ⅱ）策定・公表・説明会 

     各種ｵﾌｾｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ算定・検証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定・公表 

     排出量取引のしくみ（概要）公表 

     1332事業所を対象事業所として指定 

＜2010年度＞ 2010年4月、削減義務の開始（制度施行）   29 

２-4  条例改正後の取組み 



<2010年度＞ 
・4月   削減義務の開始 

・5月中旬 2010年度制度説明会 

 排出量取引の仕組み（概要）、各種クレジットガイドライン等を説明 

・6月上旬 統括管理者・技術管理者講習会 

    6月下旬 ﾃﾅﾝﾄ省ｴﾈ対策ｾﾐﾅｰ 

・7月上旬 中小ｸﾚｼﾞｯﾄ事業化ｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ 

 7月中旬 地球温暖化対策計画書作成説明会等 

・9月末  基準排出量等の申請締切（削減義務率と削減義務量の確定） 

・11月末   地球温暖化対策計画書提出締切 

・12月末   ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所(区分Ⅰ）の認定申請締切 

・年度後半  省ｴﾈﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実践ｾﾐﾅｰ、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ化ｾﾐﾅｰ 

・3月末     ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所(区分Ⅱ）の認定申請締切 

 

<2011年度> 
・排出量取引制度の開始（削減量口座簿の運用開始） 

 30 

 削減義務開始後のスケジュール 
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■削減対策計画の提出は、毎年１１月末まで 
   →削減に向けた取組みの全体状況はその時点から把握可能に 

       

■いくつかの特徴的な動き 
 １ 省エネ性能の高い新築オフイスビルの建設へ 
   ・従来型ビルに比べ５０％削減を目標 

   ・太陽光発電設置率の急増（２割(2008)→４割程度(2009)） 

 ２ 既存施設での省エネ改修・運用改善策の強化 

       ・大手不動産会社で削減義務期間にあわせたCO2削減工事計画の策定 

        ・地域冷暖房施設等での省エネ投資の強化 

３ テナントと共同での削減対策の開始 

   ・大手デベでは、条例化を機にテナントへの具体的対策提案を開始 

４ トップレベル事業所認定のための対策強化の動き 

       ・トップレベル認定めざした削減対策の強化 

 ５ データセンターの動き 
   ・データセンターの省エネに関する、事業者団体からの協働取組提案 
 

２-5 条例運用の状況  
    ～総量削減義務と対象事業所等の動き 



３ 都の気候変動対策の展開 



建築物環境計画書制度（概要①）  

 
対象 延床面積 5000㎡* 超の新築建築物 
           * 平成22年10月から対象拡大 
        （従来は、延床面積10000㎡超）  

目的 環境性能の優れた建築物が評価 
   される市場の形成 

義務 建築主は、都の指針に基づいて 
   環境配慮の取組を計画し、 
   環境計画書を作成・提出（義務） 
 
＊延床10,000㎡超の建築物（住宅、倉庫、  
 工場、駐車場等を除く） には、 
 省エネ法の基準を上回る省エネルギー性能   
  （ERR10％以上）を義務付け（平成22年１月） 
  建物の断熱等の性能（ＰＡＬ低減率）に応じて 
  緩和措置あり 

評価項目 区        分 

エネルギーの
使用の合理化 

建築物の熱負荷の低減 

再生可能エネルギー利用 

省エネルギーシステム 

地域における省エネルギー 

効率的な運用のしくみ 

資源の 

適正利用 

エコマテリアル 

オゾン層保護等 

長寿命化等 

水循環 

自然環境の 

保全 緑化 

ヒートアイラン
ド現象の緩和 

建築設備からの人工排熱対策 

敷地と建築物の被覆対策 

風環境への配慮 
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新築建築物対策 



東京都ホームページでの公表 

建築物環境計画書制度 

 ●グラフによる評価結果の表示 

 ●地図から各建築物を検索 

■環境配慮の取組と評価結果(3段階) ■マンション環境性能表示制度 

 建築主に販売広告等への 

 ラベル表示を義務付け 

 （平成17年10月） 

 購入者・賃借人へ環境性能を
情報提供 

 

 
  

建築物環境計画書制度（概要②）  
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新築建築物対策 



 建築主に対し省エネルギー性能評価書を、
建築物の売却・賃貸の際に、相手方への 

交付を義務付け 

 省エネルギー性能を５段階＊で表示、 

省エネ対策も表示 

 交付実績を都に報告 

2010(平成22)年1月開始 

評価 PAL低減率 評価 ERR 環境計画書 
制度の評価 

AAA 25%～ AAA 35%～ 段階3 

AA 20～25% AA 30～35% 段階2 

A 15～20% A 25～30% 段階2 

B 10～15% B 15～25% 段階1 

C     ～10% C     ～15% 段階1 

＊環境計画書制度の３段階評価を基に、AAA～Cの５段階評価へ 

■省エネルギー性能評価書の交付制度 

建築物環境計画書制度（概要③）  
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新築建築物対策 



〔制度のねらい〕2010年1月施行 
 ☞  大規模開発において、開発計画の早い段階からエネルギーの有効利用を図るための計画策定を求める。 
 ☞ 地域冷暖房により供給する熱のエネルギー効率を評価・公表し、その向上を促す。 

     対象：特定開発事業者 
 一の区域において一又は二以上の建築物で延べ面積の合計が５万㎡超の新築等を行う者 

  エネルギー有効利用計画書の作成・提出 
  

 特定開発事業者に「エネルギー有効利用計画書」の提出を義務付け  
 
   
  
 
      

※特定開発事業において新築等を行う特別大規模特定建築物（延べ面積
10,000㎡超）のうち、最初に建築確認申請を行う日の１８０日前までに提出 

   【主な記載事項】 
◇省エネルギー性能目標値 

 の設定 

    PAL、ERRの目標値 

 

◇地域冷暖房の導入検討 

 

◇未利用エネルギーの導入 

 検討 

 

地域冷暖房の導入検討項目 

  

□ 建築物が複数棟又は周 

  辺の開発動向 

□ 最大熱需要21GJ/ｈ以上 

□ 熱需要密度の高い用途 

□ 負荷平準化等の効果 

地域におけるエネルギー有効利用計画制度① 
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新築建築物対策 



都内地域冷暖房のエネルギー効率
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  【主な記載事項】 
① エネルギー供給区域及び供給設備等の
概要 

② 供給するエネルギーの種類・量、熱媒体 

③ 利用可能エネルギーの利用実績 

④ 供給した熱のエネルギー効率・評価 

エネルギー効率の値 評  価 

０．９０以上 ＡＡ 

０．８５以上０．９０未満 Ａ＋ 

０．８０以上０．８５未満 Ａ 
０．７３以上０．８０未満 Ａ－ 
０．６５以上０．７３未満 Ｂ 

０．６５未満 Ｃ 

〔制度のねらい〕2010年1月施行 

 ☞ 大規模開発において、開発計画の早い段階からエネルギーの有効利用を図るための計画策定を求める。 

 ☞   地域冷暖房により供給する熱のエネルギー効率を評価・公表し、その向上を促す。 

  地冷事業者（地域エネルギー供給事業者） 
 毎年度、地域エネルギー供給実績報告書の 

 提出を義務付け 

  地域エネルギー供給実績報告書 

  
 
 

 
 
 
   
 

 

※2009年度－2010年度比較 

• エネルギー効率が向上した地冷43区域（全体の59％） 
• エネルギー効率0.7未満が22区域→15区域に減少 

• エネルギー効率の平均 0.808→0.813 

 （全国のエネルギー効率 2009年度0.79） 

地域におけるエネルギー有効利用計画制度② 
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新築建築物対策 



   東京キャップ＆トレード制度  
    （CO２排出総量削減義務と排出量取引制度） 

TOKYO 

METROPOLITAN  

GOVERNMENT 

 オフィスビル等を対象とする 

   世界初の 都市型 キャップ＆トレード   

都内 業務産業部門の排出量の 40%  

・対象：年間エネルギー消費1500kl（原油換算）以上 

    約1,400 事業所 
      業務部門（オフィス、商業施設、大学等）：1,200  

        産業部門（工場等）：200 

 既築建物（大規模事業所対策） 
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１．制度の対象事業所全体が 

 排出できる「ＣＯ２の上限総量」を設定 
全体で●●●

㌧ 

キャップ＆トレードとは 
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２．制度の各事業所が排出できる 

   「ＣＯ２の上限量」を決める。 
  → 事業所の排出量にフタを付ける。 

３．排出上限量の範囲内に 
  収めるため、事業所は 
  省エネ対策や取引を実施 

 
ＣＯ
２ 

排出してよい量はここまで。 

 

 

 
ＣＯ２  

 

義務以上に削減した事業所は、削減で
きなかった事業所に売ることができる。 

（または、対象事業所以
外のところで削減した量
（クレジット）を購入するこ
とで、「排出上限量」の範
囲内に収める。） 



 

 

 

 

 

 

キャップの設定  
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第１計画期間 
2010-2014 

第２計画期間 
2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年間の平均で 

6%削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年間の平均で 

17%削減 

基準排出年 

（基準排出量） 

このＣＡＰの範囲内に、 

対象事業所全体の排出量を 

収めるため、各事業所に 

排出上限量を設定 

（削減義務率の設定） 

●オフィスビル等：８％ 

●工場等：６％ 

●オフィスビル等：１７％ 

●工場等：１５％ 

 既築建物（大規模事業所対策） 



各事業所の排出上限量（排出枠）の設定  

・基準排出量×(１ー削減義務率)×５年間 

●「基準排出量」：10,000 ﾄﾝ  

●第１計画期間の削減義務率： ▲8%  の場合 

 ・過去の排出実績に基づき設定 

    

排出量の限度 

 46,000=9,200＊×5年間  
＊10,000×8% 

５年間の排出量の合計 
  手法１：自ら削減 

  手法２：排出量取引  

≧ 
削減
義務
履行 

            2010   ’11   ’12    ’13    ’14                                                  2010   ’11   ’12    ’13    ’14 

削減義務 

未達成の場合 

◆ 義務不足量×1.3倍の削減命令 

◆ 命令違反の場合： 

     罰金、違反事実の公表 等 
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 既築建物（大規模事業所対策） 



①超過削減量：対象事業所が義務量を超えて削減した量 

②中小ｸﾚｼﾞｯﾄ：都内中小規模事業所において認定基準に基づく対策による削減量 

③都外ｸﾚｼﾞｯﾄ：都外の大規模事業所の省エネ対策による削減量 

（削減義務量相当を超えた量に限る） 

④再エネｸﾚｼﾞｯﾄ：再生可能エネルギー環境価値 

（グリーンエネルギー証書、生グリーン電力等を含む。） 

⑤埼玉連携クレジット：埼玉県の超過削減量及び県内中小クレジット 

２ 排出量取引 

☆①～④の量は、検証を経て、都に認定されることが必要（グリーンエネルギー証書については、既に認
証手続を経ているので、都の検証機関の検証は不要） 

高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用対策の推進 など 

１ 自らの事業所で削減 

都基準によりクレジット化した削減量を取引で取得 

2-5-5 キャップ＆トレード制度（義務の履行手段） 
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 既築建物（大規模事業所対策） 



 

 

 

 

 ○総量削減義務 

 ○ビルの省エネ推進体制の   

  整備義務 

 ○地球温暖化対策計画書 

  の提出・公表義務 

 

 

一定規模以上のテナントから 

提出された 

計画書も併せて、 

 都に提出 

 

 

特定テナント等事業者 
（一定規模以上のテナント（約800）） 

 

 

 

 

③ 省エネ対策等の計画書を 

  提出し、対策を推進する義務  

  

①排出量の把握、排出抑制の実施等  

 の義務 ＜都内のすべての事業者＞ 

② すべてのテナント事業者に 

  オーナーの対策に協力する義務 

東  京  都 

協力体制 

計画
書提
出 

指
導 

必要に応じ、 

計画書に基づいて 

必要に応じて
指導 

「特定テナント
等地球温暖化
対策計画書」 

「特定テナント
等地球温暖化
対策計画書」 

ビルオーナー テナント事業者 

計画書の
提出 

2-5-6 キャップ＆トレード制度（テナントビルへの対応） 

※要件 
 延床面積5,000㎡ 
 以上を使用 
 年間電気使用量が 
 600万kWh以上 

点検表 
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 既築建物（大規模事業所対策） 



キャップ＆トレード制度（2011削減実績の状況） 
                     （2012年11月暫定集計） 

■2011年度削減実績 

 ・基準排出量比で約２３％削減 （前年度に比べ、さらに１０ポイント削減） 

 ・９割を超える事業所において、第一計画期間の削減義務率以上に削減 

 ・７割の事業所において、１７％以上削減を達成 

  対象事業所で震災後の節電取組が進んだことと、震災前から本制度に対応するため取組体制  

  等が整っていたことにより、このように大幅な削減が実現できたと考えられる。 

2010(平成22)年度と2012(平成23)年度の比較 
（平成22年度実績は、平成24年5月21日報道発表資料より（集計件数1,159））  

東京都 
44 

排出実績の推移 

 既築建物（大規模事業所対策） 



2015年度から（第２計画期間）の削減義務率等を決定 
                    （2013/4/8プレス） 

 第１計画期間（2010-2014） →「大幅なＣＯ２削減にむけた転換始動期」  

 第２計画期間（2015-2019） →「大幅なＣＯ２削減を定着・展開する期間」 

 既築建物（大規模事業所対策） 
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＜目的＞ 

都内すべての中小規模事業所※ 

の地球温暖化対策の底上げを図る 
※原油換算エネルギー使用量が1,500kL/年未満の事業所等 

都による報告書の公表により、温暖化対策の推進に 
積極的な企業の姿勢をＰＲ 

・中小規模事業所ごとに前年度のCO2排出量 
 と温暖化対策の実施状況を都に報告 
 

・都内に設置（所有又は使用）する事業所の 
 エネルギー使用量の合計が3,000kL以上の 
 場合、報告書の提出と公表の義務 

＜2010年４月報告開始＞ 

        地球温暖化対策報告書制度 

既築（中小規模事業所対策） 



毎年度、３万件を超える 
事業所から提出 

東京都 

※提出年度の前年の実績 

（前年度実績を報告） 

地球温暖化対策報告書の提出実績 
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任意で提出する 
事業者も増加 

既築（中小規模事業所対策） 
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地球温暖化対策報告書の報告データを活用して、中小規
模事業所が自らのＣＯ２排出水準を把握・評価し、地球温
暖化対策のステップアップにつながる自己評価指標（ベンチ
マーク）を作成（２０区分） 

事業所ごとの1年間の 
延床面積当たりのＣＯ２排出量 

（kg-CO2/m2） 
延床面積当たり（排出原単位）とすることで、 
事業所の規模に関わらずＣＯ２排出水準が 
比較可能となる。 

自己評価指標 
(ベンチマーク) 

自己評価指標（ベンチマーク）の作成 

東京都 

既築（中小規模事業所対策） 
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自己評価指標（ベンチマーク）の見方 

東京都 

レンジ 基準 原単位(kg/m2)範囲 

A4 0.25以下     19.6  以下 

A3 0.25超-0.50以下 19.6  超 39.1  以下 

A2 0.50超-0.75以下 39.1  超 58.6  以下 

A1 0.75超-1.00以下 58.6  超 78.1  以下 

B2 1.00超-1.25以下 78.1  超 97.7  以下 

B1 1.25超-1.50以下 97.7  超 117.2  以下 

C 1.50超 117.2  超     

    平均原単位 78.1 

例）中規模テナントビルのベンチマーク 

平均 
原単位 

ＣＯ２排出量 

“小” 

ＣＯ２排出量 

“大” 

～都環境局ホームページにて２０区分のベンチマークを公表～ 

拡大図 

既築（中小規模事業所対策） 
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自己評価指標（ベンチマーク）２０区分 

東京都 

既築（中小規模事業所対策） 

注）本ベンチマークは、2009（平成21）年度実績の地球温暖化対策報告書に基づき作成し、2012
（平成24）年５月公表。電力の二酸化炭素排出係数は、0.382[kg-CO2/kWh]で算出。 

〔平成21年度実績〕 
平均原単位 平均原単位

（kg-CO2/m
2
） （kg-CO2/m

2
）

1 88.1 10 291.3

小規模(1,000m2以上3,000m2未満） 86.2 11 679.2

中規模(3,000m2以上10,000m2未満） 78.1 12 126.2

準大規模(10,000m2以上20,000m2未満） 77.4 13 107.5

3 487.8 14 20.5

4 541.2 15 102.0

5 668.4 16 48.4

6 283.2 17 63.0

7 552.3 18 198.7

8 261.2 19 300.1

9 246.5 20 236.6

フィットネス施設

パチンコ店舗

カラオケボックス店舗

学校・教育施設

病院・診療所

保育所

保健・介護施設(保育所を除く)

生鮮食品小売店舗

食品製造小売店舗

服飾・雑貨店舗

旅館・ホテル

ベンチマーク区分

コンビニ店舗

2

百貨店・スーパー

テナントオフィス（専有部）

テナント
ビル

ベンチマーク区分

その他飲食店舗（喫茶・焼肉・ラーメン等）

ドラッグストア

居酒屋

食堂・レストラン（ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ)

ハンバーガー店舗

地球温暖化対策報告書に基づく自己評価指標（ベンチマーク）【試行版】 
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《ベンチマークの活用》 低炭素不動産の推進 

既築（中小規模事業所対策） 

（50音順） 

 「中小低炭素モデルビル」の募集・公表 

 CO2排出量の少ない低炭素なビルが評価される不動産市場の形成 

 積極的に取り組む中小テナントビルを低炭素モデルビルとして公表 

 公表を希望する中小テナントビルを募集（平成25年6月より募集開始） 
 

 先行公表 

（５物件） 
 

 

 

 

 

 

     詳細は、都環境局 

  ホームページに 

  掲載しています。 
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《ベンチマークの活用》 低炭素不動産の推進 

既築（中小規模事業所対策） 

都の事業所がテナントビルに入居する際の基準にビルの
低炭素レベルを新設             （平成25年3月） 

都がテナントビルに入居する際の推奨基準として、「低炭素ビル
ベンチマーク区分のA1レンジ以上」を東京都グリーン購入ガイド
に新設しました。 

品名 環境配慮仕様 

都保有以外の
建築物の借上 

借上契約の対象となる建築物（都が定めるテナントビルの
ベンチマークの対象となる建築物のうち「新築建築物」（供
用開始日以後の最初の3月31日を越えていない建築物）を
除く。）の前年度の延床面積当たりのCO2排出量が、都民の
健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく「地球温
暖化対策報告書」により、テナントビルのベンチマーク区分
のA１レンジ以上に該当する建築物を選択すること。 



中小規模事業所向けの支援策 

・省エネルギー相談窓口 ⇒制度・支援策の問合せにも対応 

・無料省エネルギー診断 ⇒省エネの専門家を派遣 

・ビジネス事業者登録・紹介制度 ⇒民間の技術・知見を活用 

・区市別省エネルギー研修会 ⇒区市町村と連携 

・業種別省エネルギー研修会 ⇒業界団体と連携 

東京の中小規模事業所・家庭部門の地球温暖化対策の拠点として、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止活動推進セン

ターを指定し、平成20年４月から活動を開始。 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 
（(公財)東京都環境公社） 

東京都 53 

既築（中小規模事業所対策） 
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中小規模事業所対策支援（環境局） 

既築（中小規模事業所対策） 

 無料省エネルギー診断 

・省エネの専門家を事業所に派遣し、省
エネ・節電の余地を調査 

 
・後日、診断結果と提案内容をまとめた
報告書を送付 

 

平成20年度以降、2000件を超える診断実績 
 

平均光熱水費削減額 141 (万円/年) 

平均CO2削減量 27.4 (t-CO2/年) 

平均CO2削減率 16 (%) 

省エネ診断提案による試算効果（平成24年度） 
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中小規模事業所対策支援（主税局・環境局） 

既築（中小規模事業所対策） 

 省エネ促進税制（東京都版環境減税） 

 

 

 
 

 環境減税の対象となる省エネ機器（導入推奨機器） 

 

 

 

 
 

 

 対象期間 

・空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機） 
・照明設備（蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具） 
・小型ボイラー設備（小型ボイラー類） 
・再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム） 

※LED照明器具は平成24年7月1日以後、LED誘導灯器具は平成25年7月1日以後に取得し、減免申請期
限までに指定を受けたものが対象となります。なお、照明設備については対象設備の設置に工事が伴うもの
が対象です。（LED照明器具は、LEDランプのみの交換は対象となりません。） 

《法人》 2010（平成22）年3 月31 日から2015（平成27）年3 月30 日までの間に終了する各事業年度 
《個人》 2010（平成22）年1 月1 日から2014（平成26）年12 月31 日までの間  
※2010（平成22）年中に対象設備を設置した場合、2011 （平成23）年度の定期課税分から減免対象になります。  

※ 法人事業税・個人事業税の減免（最大2分の1 上限1千万円） 
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既築（中小規模事業所対策） 

＜目的＞ 

資金調達が困難な
中小規模事業所が
初期投資ゼロで、継
続的な運用改善サ
ポートを受けることが
できるビジネスモデル
を構築する。 

事業の成果を踏まえ、運用改善サポートの有効性
を実証し、民間ビジネスを主体に本格実施 

《H25新規》初期投資ゼロ省エネ支援モデル事業 



57 

《H25新規》初期投資ゼロ省エネ支援モデル事業 

既築（中小規模事業所対策） 

 中小規模事業所が本事業を活用するメリット 

 ◎ 初期投資の負担がない 

  ◎ 都に登録された信頼できる事業者から、継続的な省エネサポートを受けられる 

  ◎ コンサル料が不要（報酬を光熱水費の削減額の一部からまかなう） 

    ◎ 都が技術相談に応じるなど、事業を様々な面からサポート 

    ◎ 光熱水費削減分の配分等に関するルールを都が策定 
 

 支援対象事業所 
都の省エネ診断を受診した中小規模事業所   25件程度 
（25年度に受診する事業所も対象） 
 

 サポート実施事業者 
地球温暖化対策ビジネス事業者のうちから募集  5社程度 
 

 説明会  
  7月中旬に開催予定  ※ 詳細は、後日、都のホームページ等でお知らせします。 



４ スマートエネルギー都市東京 



 日本が直面する２つのエネルギー問題 

●日本の電力システムを 

  いかに安全で持続可能なものにしていくか。 

    ●気候変動の危機を 

     回避できるエネルギー社会への転換 
・化石燃料の消費によるＣＯ２排出量の増加と、大気中のＣＯ２濃度の上昇 

・原発停止のなかで、どのように安定的な電力バランスを確保するか。 

「節電・省エネ」と「低炭素な分散型エネルギーの選択」 

●需要側の取組（効率化、ピークシフト） 

●分散型エネルギー供給（再エネ、コジェネ等） 

＊国の役割＋自治体が実施するに相応しい課題 
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東京都 

東京がめざす都市の姿 
～節電の先のスマートエネルギー都市へ～ 

 

①省エネ技術やノウハウ
を最大限に活用した賢
い節電・省エネ 

 
＋ 

②低炭素・自立分散型エ

ネルギーの利用拡大 

③エネルギーマネジメント

による需給の最適制御 

＋ 快適性 
（オフィスの知的生産性も向上） 

防災力 
（高度防災都市を実現） 

低炭素 

（気候変動に先導的に対処） 

●「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」（2012年5月） 
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エネルギーの需要側、供給側 

双方の努力での目標達成 

61 

・東京のエネルギー消費量（2010年度） 

  9.8％減（2000年度比） 

 ⇒2011、12年度は、節電・省エネで更に減の見込み 

   今後とも、更に促進 

需要側 

供給側 ・原発停止による電気の排出係数の悪化 

 ⇒高効率天然ガス発電への転換 

   再生可能エネルギーの飛躍的拡大 

     高効率なコージェネレーションの普及          

※供給側での取組強化が必要 

※環境エネルギー問題の観点でも、気候変動対策の観点でも、  

  需要側での節電・省エネは引き続き重要 

東京都 



東京都 

東京の環境エネルギー対策 

 ～需要側と供給側の両面の取組を推進 

62 

◇需要面での取組 
 - 安定的な電力確保にもつながる需要側からの節電・省エネ対策 

 

◇供給面での取組 

  - 再エネ・コジェネなど、分散型エネルギーの導入拡大 

  - 「熱は熱で」 
 

◇電力の需給両面からの最適化に向けた取組 

  - 地域で効率的な電力融通を行う、エネルギーマネジメント 

   システムの導入 

東京都 62 
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 東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針            
（2012年5月） 



最大電力実績（7/1～9/30）

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7月1日 7月8日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月12日 8月19日 8月26日 9月2日 9月9日 9月16日 9月23日 9月30日

【万kW】

    最大電力平均 

 820万kW減 (16.5%減) 

    2013/7/1～9/30 

（東京電力資料等より東京都作成） 

2010年度 対象期間 
最高気温平均 
（相当日） 

7月:32.0℃ 

8月:34.1℃ 

9月:28.3℃ 

2013年度 対象期間 
最高気温平均 

 
7月:31.4℃ 

8月:33.2℃ 

9月:28.8℃ 

7月:0.7℃下降 

8月:0.8℃下降 

9月:0.5℃上昇 

2012年度と同水準の削減傾向が継続 
      ⇒空調・照明など無理のない節電・省エネが定着 

7月 

最大電力平均 

896万kW減 

（17.7%減） 

8月 

最大電力平均 

889万kW減 

（16.8%減） 

 《2013年7月～9月》節電状況   2010年度同時期比（相当日比較） 

東京電力管内 最大電力を平均約16％（約820万kW）削減 

東京電力管内の最大電力推移（2013/7/1～9/30） 2010年度（相当日） 

2013年度 

2012年度（相当日） 

9月 

最大電力平均 

670万kW減 

（14.8%減） 

2010 2012 2013

5,078 5,093

-921 -906

-15% -15%

7/23(金) 8/30(木) 8/9(金)

14:00 14:00 14:00

35.7℃ 35.6℃ 34.5℃

4,225 4,153

-748 -820

-15% -16%

31.1℃ 31.2℃

-0.4℃ -0.3℃

最高気温平均

最大電力（万kW）

（参考）発生日時・東京の最高気温

最大電力平均（万kW）

31.5℃

夏期（7月～9月）実績_2010比

5,999

4,973



2012年、一層深化した東京の省エネ 

大規模事業所だけでなく、中小規模事業所においても、概ね、
2011年夏とほぼ同様の取組が円滑に継続されており、「2012年夏
の節電対策レベルであれば、2013年夏も無理なく実施できる」と
して約８割の事業者が2012年夏と同程度の取組を継続意向 
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全体（最大需要電力（kW）の削減状況）

62%

58%

58%
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14%
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10%

10%

13%

9%

13%

1%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年夏の実績

2012年夏の実績

2013年夏【予定】

15%以上 10%以上15%未満 5%以上10%未満 0%以上5%未満 マイナス（増加）

全体（電気使用量（kWh）の削減状況）

55%

44%

41%

16%

18%

20%

14%

17%

18%

11%

13%

17%

5%

8%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年夏の実績

2012年夏の実績

2013年夏【予定】

15%以上 10%以上15%未満 5%以上10%未満 0%以上5%未満 マイナス（増加）

全体（最大需要電力（kW）の削減状況）

62%

58%

58%

16%

14%

14%

8%

10%

10%

13%

9%

13%

1%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年夏の実績

2012年夏の実績

2013年夏【予測】

15%以上 10%以上15%未満 5%以上10%未満 0%以上5%未満 マイナス（増加）

全体（最大需要電力（kW）の削減状況）

62%

58%

58%

16%

14%

14%

8%

10%

10%

13%

9%

13%

1%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年夏の実績

2012年夏の実績

2013年夏【予測】

15%以上 10%以上15%未満 5%以上10%未満 0%以上5%未満 マイナス（増加）

◆使用電力量(kWh）の削減割合：  ※削減率の回答があった389事業者の状況 

◆使用最大電力(kW）の削減割合：  ※削減率の回答があった146事業者の状況 

2010年夏と比べた削減割合（都内中小規模事業所の全体傾向） 

※都条例「地球温暖化対策報告書制度」の報告書提出者：1,568事業者（企業）に送付（回答576事業者。回収率37%） 

（2012年秋に東京都が実施したアンケート調査結果（「東京では、2012年も節電効果継続中 ～東京における「2012年夏の節電対策」の実施結果（2012年12月12日公表）」より抜粋） 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/201224.html 



東京都 

東京の環境エネルギー対策 

 ～需要側と供給側の両面の取組を推進 
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◇需要面での取組 
  - 安定的な電力確保にもつながる需要側からの節電・省エネ対策 

 

◇供給面での取組 

  - 再エネ・コジェネなど、分散型エネルギーの導入拡大 

  - 「熱は熱で」 
 

◇電力の需給両面からの最適化に向けた取組 

  - 地域で効率的な電力融通を行う、エネルギーマネジメント 

   システムの導入 

東京都 66 



東京都 

2013年度予算（                          ） 

（円） 

事業名 予算額 

 家庭の創エネ・エネルギーマネジメント促進事業  

 （ＨＥＭＳ（家庭のエネルギー制御機器）導入を条件とした蓄電池・コジェネ等の補助） 
６７億７千万 

   オフィスビル等事業所の創エネ・エネルギーマネジメント 

 促進補助制度（ＢＥＭＳ（ビルの電力制御システム）導入を条件としたコジェネ補助） 
30億 

 中小テナントビルのエネルギー管理支援サービス普及促進事業 
  （ＢＥＭＳ（ビルの電力制御システム）導入補助） 

2億7千万 

テナントビルにおける電力デマンドレスポンス実証事業 1億 

地域エネルギーマネジメントシステムの構築に向けた調査検討 １千万 

合計 約１０２億円 

【主な具体的推進策①】 
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●オフィスビル等事業所の 

  創エネ・エネルギーマネジメント促進事業 

東京都 
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＜ Ｈ25年度 予算額 ＞ 30億円  

オフィスビル等におけるエネルギー利用の効率化・最適化を推進するため、ＢＥＭＳ（ビルの

電力制御システム）の導入を条件に、コージェネレーション設備に対する補助制度を創設  

対象機器（セット）  補助率 

BＥＭＳ＋コージェネレーション設備 機器設置経費の1/2（上限3億円） 

※国補助と併給の場合は、合算して経費の１/2まで 

【コ－ジェネレーション設備の要件】  

 低炭素な燃料を使用し、高効率 

 出力は50kW 以上、かつ契約電力の10%以上 

【交付条件】  

 ＢＥＭＳを導入すること 

 中小規模施設 (契約電力50kW以上 500kW未満)の場合、省エネ診断を受けること                              

  大規模施設 (契約電力500kW以上)の場合、帰宅困難者受入施設等を整備すること 

  事業期間：平成25～29年度（補助金の交付は31年度まで） 



●オフィスビル等事業所の 

  創エネ・エネルギーマネジメント促進事業 

東京都 
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オフィスビル等のガスコージェネレーションに対する補助金 

• 補助対象者 
 

オフィスビル所有者等の民間事業者 
 

• 今後のスケジュール 
 

 ６月中旬 具体的な補助対象機器や申請方法、 

       必要書類等を示した補助要綱の公表 
 

 ６月下旬 申請の受付開始 
 



●中小テナントビルの 

   エネルギー管理支援サービス普及促進事業                

東京都 
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＜ Ｈ25年度 予算額 ＞ 2億7千万円 
  
自社ビルに比べ省エネ・節電対策が進んでいない中小規模のテナントビルを対象として、

ＢＥＭＳの導入を補助し、テナント単位のエネルギー需要を把握するとともに、照明、空

調等の効率的な運転管理を誘導  

対象機器 補助率 

BＥＭＳ 補助対象経費の1/4 （上限250万円） 

事業期間：平成25年度（補助金の交付は26年度まで） 

 

見える化 

分析 
節電 

テナント A 

テナント B 

ビルオーナー 

ｻｰﾋﾞｽ提供事業者 

光熱費デー

タの共有化 

きめ細かな 

計測・制御 

エネルギー 

管理支援 



東京都 
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中小テナントビル向けのBEMSに対する補助金 

• 補助対象者 
 

・中小企業者、又は資本金１０億円未満の会社 

・地球温暖化対策報告書を提出している事業者 
 

• 今後のスケジュール 
 

 ６月中旬 BEMS設置予定者及び 

      BEMSアグリゲータ向けに説明会を開催 

      （具体的な補助対象機器や申請方法、 

       必要書類等を示した補助要綱の公表） 
 

 ６月下旬 申請の受付開始 

●中小テナントビルの 

   エネルギー管理支援サービス普及促進事業                
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太陽光等の普及拡大~「屋根貸しビジネス」等の推進 

【主な具体的推進策②】 

■都が実施した補助事業等による効果 
   
 ⇒ 都内太陽光発電の導入量は、 

   3年間で3倍に増加（住宅用・事業用）    

8
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2009 2010 2011 2012(見込）

設備容量は 

8万kWから24万kWへ 

都が実施した補助事業等による効果 

●2012年度からは、 

 国の固定価格買取制度 

 （ＦＩＴ）が開始 
 

●これからの取組 
 

 固定価格買取制度を活用した 

 「屋根貸しビジネス」の推進 

 による設置拡大を図り、更に 

 導入を促進 

        ＋ 

 「ソーラー屋根台帳（仮称）」 

 による設置ポテンシャルの 

 「見える化」 



●「屋根貸しビジネス」の推進 

＜発電事業者＞ 

 ○ 建物所有者から賃貸契約により屋根を借受けて太陽光発電を設置 
                                                       （費用負担は発電事業者） 

 ○ 設置した太陽光発電のメンテナンスを実施 

 ○ 設置した太陽光発電設備からの電気を固定価格買取制度のもと電力 
 会社に売電 

 ○ 売電収入の中から建物所有者に賃料を支払 

＜建物所有者＞ 

 ○ 発電事業者に賃貸契約により屋根を貸し出し、賃料収入 

電力会社 
発電事業者 

買い取り費用の
支払 

    設置した太陽
光発電設備から
の電気を売電 

・賃料の支払 

・太陽光発電設備 

 の設置・運営 

屋根のスペース 

の貸し出し 

建物所有者 
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●「ソーラー屋根台帳（仮称）」による「見える化」 

74 赤色⇒とても適している 黄色⇒適している 青⇒適してない 

屋根にカーソルを合わせると設置
可能容量が表示。この屋根の場合
は「とても適している  
設置可能容量 21.7kW」 

完成イメージ図（ドイツ・ボン市の実例） 
 

■設置効果を表示 

ボン市ホーム
ページより作成 

http://stadtplan.

bonn.de 

東京都 



東京都環境局  http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 

東京都環境局twitter  http://twitter.com/#!/tochokankyo 

 

「スマートエネルギー都市東京」の実現を目指して 

電力エネルギー対策と気候変動対策を 

一体的に推進 
 

Tokyo Climate Change and Smart Energy Strategy 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
http://twitter.com/#!/tochokankyo

