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「エネルギー基本計画」（２０１０年６月改定）の概要①

１．基本的視点
エネルギー政策の基本である3E（エネルギーセキュリティ、温暖化
対策、効率的な供給）に加え、エネルギーを基軸とした経済成長の
実現と、エネルギー産業構造改革を新たに追加。
（※ 3E とは Energy Security、Environment、Economic Efficiency）

２ 2030年に向けた目標
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２．2030年に向けた目標
①エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増、
自主エネルギー比率を現状の38％から70％程度まで向上

②ゼロ・エミッション電源比率を現状の34％から約70％に引き上げ
③「暮らし」（家庭部門）のCO2を半減
④産業部門での世界最高のエネルギー利用効率の維持・強化
⑤我が国企業群のエネルギー製品等が国際市場でトップシェア
獲得



「エネルギー基本計画」（２０１０年６月改定）の概要②
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[2011.5.25/於：フランス・パリ]



「エネルギー基本計画」（２０１０年６月改定）の概要③

うち大規模水力
を除く割合(3％) うち大規模水力

を除く割合(1％)
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エネルギー政策の見直しの動き①

検討経緯

５月１７日５月１７日 「政策推進指針」閣議決定「政策推進指針」閣議決定
○新成長戦略実現会議において、革新的エネルギー・環境戦略を定めることを決定。
○電力制約の克服、安全対策の強化に加え、エネルギーシステムの歪み・脆弱性を是正し、安全・安定供給・効率・環境の要請
に応える短期・中期・長期からなる革新的エネルギー・環境戦略を検討することとした。

６月７日６月７日 [新成長戦略実現会議新成長戦略実現会議]（エネルギー問題に関する集中討議）（エネルギー問題に関する集中討議）
１）我が国は、現在、東日本大震災、福島原子力発電所の事故といったかつてない事態に直面しており、原子力発電への依存度
を2030年には5割とするとした現行のエネルギー基本計画を白紙で見直すべき状況にあること

２）我が国は、今までも、水力から石炭、石炭から石油、石油から原子力へ、と大きくエネルギーのベストミックスを変化させ、世界
各国も、それぞれに応じたエネルギー戦略を構築しており、経済成長と国民生活の安定を図るためのエネルギーの選択は、
常に、また、どの国でも重要課題であること

３）我が国は、今一度、前提であることと信じてきたことを含め白紙からエネルギー戦略を見直し、新たな合意形成を急がねばなら

6「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋、一部追記）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］

３）我が国は、今 度、前提であることと信じてきたことを含め白紙からエネルギ 戦略を見直し、新たな合意形成を急がねばなら
ないこと

６月２２日６月２２日 [エネルギー・環境会議エネルギー・環境会議]（第１回）（第１回）
○震災、福島原子力発電所の事故及び原子力発電の定期検査後の再稼働の問題を受けて、かつてなく逼迫する見通しのエネ
ルギー需給を前にして、当面のエネルギー需給を前にして、当面のエネルギー需給安定を急ぐ。

○同時に、新たな技術体系からなる中長期のエネルギー・環境戦略の論点整理を、ともに年央までに明らかにする。

７月２９日７月２９日 [エネルギー・環境会議エネルギー・環境会議]（第２回）（第２回）
○当面のエネルギー需給安定策とりまとめ
○「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理とりまとめ

１０月３日１０月３日 [エネルギー・環境会議エネルギー・環境会議]（第３回）（第３回）
○コスト等検証委員会の設置 等

１２月２１日１２月２１日 [エネルギー・環境会議エネルギー・環境会議]（第５回）（第５回）
○コスト等検証委員会結果報告
○来春の選択肢提示に向けた基本方針の決定

エネルギー政策の見直しの
「基本的方向性」が示される



エネルギー政策の見直しの動き②
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エネルギー政策の見直しの動き③

8「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き④

9「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑤

10「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑥

11「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑦

12
「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑧

13「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑨

14「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理のポイント（抜粋）［平成23年7月29日エネルギー環境会議決定］



エネルギー政策の見直しの動き⑩

15［平成23年10月3日第３回エネルギー環境会議配布資料より抜粋］



� 発電設備が国が定める要件（粗悪品でないかなど）を満たすものか確認を受けていただいた上で、決められた買
取価格で電力を売電する契約を電力会社と結んでいただきます。

� 電力会社は、この契約の申し込みを、国が定めた場合を除き断ることが出来ません。電力会社は、買電した再生
可能エネルギーを、電気利用者の皆様にお届けします。

� 再生可能エネルギーを買い取るための費用は、電気をご利用の皆様から、賦課金という形で頂戴します。集めた
賦課金は、支払った買取費用の多寡に応じて、電力会社に分配されます。

買取価格・期間設定

設備を認定

第三者委員会

再生可能エネルギー
の発電事業者の方 国

再生可能エネルギーの固定価格買取制度①

電力会社など

費用負担調整機関
（賦課金の回収・分配を行う機関）

国が定める
価格で支払い

国が定める期間
固定価格で電気を買取り

賦課金単価の決定

電気を供給

電気料金と合わせて
賦課金回収

※エネルギー多消費事業者等
に対する賦課金減免措置

回収した
賦課金納付買取費用の交付
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電気をご利用
の皆様

自宅で太陽光
発電をされる方



� 太陽光、風力、中小水力（3万kW未満）、

地熱、バイオマス（紙パルプ等の既存の用途に

影響がないもの）の５種類。

� 認定設備を用いて、新たに発電を始め
られる方。

買取対象は発電量全量

再生可能エネルギーの固定価格買取制度②

出典：資源エネルギー庁『日本のエネルギー2007』
新エネルギー財団『第11回新エネ大賞』 等

� 住宅用太陽光発電等（10kW未満）

� 認定した設備を用いて発電される方

買取対象は余剰電力
• 現状の配線を変更する必要がなく、そのまま利用可能です。
• 節電するほど売電量が増えるので売電収入もアップします。

17



� 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の検討経緯は、以下のとおりです。

2009年11月～ 再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム
（会合５回、ヒアリング６回開催）

2010年3月 制度のオプション案提示、ホームページ上において意見募集（～2010年5月、318件）
2010年4月～ 地域フォーラム開催（全国21ヵ所にて説明会、意見募集を実施）

再生可能エネルギーの固定価格買取制度③

18

2010年7月 「制度の大枠」発表
2010年10月～ 審議会（総合資源エネルギー調査会）での詳細設計の検討開始

2010年11月～ 再生可能エネルギーシンポジウム開催（全国９ヵ所）
2010年12月 詳細設計に関する報告書（案）」を提示、パブリックコメント募集（～2011年1月、8840件）

2011年2月 「買取制度小委員会報告書」とりまとめ
2011年3月11日午前中 法案閣議決定
2011年8月26日 法案可決成立「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法」(2012年7月1日施行)



再生可能エネルギーの固定価格買取制度④

附帯決議の概要（衆議院及び参議院 経済産業委員会でそれぞれ採択）
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規

制

産 業 部 門 民 生 部 門 運 輸 部 門

事業者（エネルギー使用量1,500kl以上）
の省エネ措置（定期報告）、年１％の削減努力

荷主・輸送事業者（一定規模
以上）の省エネ措置（定期報
告）等

（

省

エ

� 我が国の省エネルギー政策体系は「産業部門」「民生部門（業務・家庭）」「運輸部門」に
大別。

� 各部門において省エネ法による規制と支援（予算・税制等）の両面の対策を実施。
� 分野横断的な支援として、省エネ技術開発や、省エネ意識向上に向けた国民運動を展開。

業 務 部 門 家 庭 部 門

我が国の省エネルギー政策の全体像

制

措

置

支

援

措

置

住宅・建築物（ ３００㎡以上）について建築時に省エネ基準の遵守（届出）

自動車・家電等に対するトップランナー規制 等

家電の省エネ性能の表示 等

省エネ設備の導入に際しての補助金・利子補給等

省エネ設備の導入や省エネビル建築に
際しての税制（特別償却）等

住宅エコ
ポイント等

住宅リフォーム
減税 等

クリーンエネルギー
自動車の導入補助等

エコカー減税 等

省エネ技術開発への補助金等（高性能ヒートポンプ、高性能断熱材等）

省エネ意識の向上にむけた情報提供・国民運動（フォーラム活動等）の推進 等

エ

ネ

法

）

（
予
算
・
税
制
等
）
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・省エネ法は、我が国の省エネ政策の根幹。石油危機を契機として1979年に制定。
・産業・民生（業務・家庭）・運輸の各部門におけるエネルギーの効率向上を求めている。

工場・事業場
運輸・荷主

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の体系

●エネルギー使用量もしくは輸送能力が一定以上の事業者に、以下の項目について

毎年定期報告を求め、国が確認。

①エネルギー消費原単位（目標：年平均１％）の推移

②省エネ措置（定性的なガイドラインに基づき省エネにつながる個々のアクションをとることを求めるもの）の取組状況

●省エネ取組が著しく不十分な場合、指示、公表、命令（違反時は罰金）の措置あり。

※その他、住宅・建築物についても一定の規制措置あり。

機械器具
（トップランナー制度）
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●エネルギー消費機器の製造・輸入事業者に対し、３～１０年程度先に設定される目標年
度において高い基準（トップランナー基準）を満たすことを求め、目標年度になると報告を
求めてその達成状況を国が確認。

●性能向上を相当程度行う必要がある場合、勧告、公表、命令（違反時は罰金）の措置あり。

トップランナー基準（２３機器）
乗用自動車、ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ等について、それぞれの機器の目標年度において、基準策定時に商品化さ
れている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを求めるもの。

【効率向上の実績】 乗用自動車の燃費…４７％（1997→2009） エアコンのエネルギー効率…６８％
（1997→2004）



今後の省エネ施策の検討の方向性①

「ピーク対策」の必要性

◆震災により顕在化した電力の供給制約を踏まえ、エネルギー効率の向上のみを求めていた現
行省エネ法について、「ピーク対策」も積極的に評価する体系に変更してはどうか。その際には、
需要側だけの取組だけでなく、需給カーブ等の情報提供を始めとする供給側の取組も求めるこ
とが必要ではないか。

◆また、規制の実効性を高めるため、事業者による目標への到達度による評価を重点的に行うこ
ととし、「箸の上げ下げ管理型」の規制を見直すことを検討してはどうか。

【制度上の措置（イメージ）】 【支援措置】【制度 措置（ ）】

・「ピーク対策」の積極的な評価

（自家発や蓄電池を活用したピーク対策の
目標設定等）

・供給者による需要側への協力

（全体・個々の需要カーブの情報提供、ス
マートメーター導入 等）

・目標への到達度の重点評価と併せた「箸
の上げ下げ管理型」の規制の見直し

３次補正で節電・省エネ対策を強力に支
援。

（家庭用）
・エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン電池
・太陽光発電システム
・燃料電池システム

（工場・ビル用）
・自家発設備
・エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）
・建築物節電改修
・高効率ガス空調設備

22



今後の省エネ施策の検討の方向性②

「民生分野」における省エネ対策の強化

◆最終エネルギー消費量の増加幅が大きい民生（業務・家庭）部門を中心に一層の省エネを図
る必要があるが、今夏の節電対策を踏まえれば、オフィスや家庭に我慢を強いる省エネ対策に
は限界あり。

◆そこで、直接オフィス・家庭に義務づけるのではなく、例えば、建材等に係るトップランナー基準
を新たに策定し、こうした分野の事業者の努力によって円滑に省エネが進展するような仕組み
を検討してはどうか。
※機器についてはトップランナー基準により大幅な効率改善が図られている。

◆また、欧米のように、建築時に省エネ基準への適合を義務づけることを検討してはどうか。

【制度上の措置（イメージ）】

・建材等（断熱材や窓、浴槽）の省エネ基準の
策定

・建築物の省エネ基準の強化

・住宅の性能表示制度の改善

・新築住宅・建築物の省エネ基準適合義務化

【支援措置】

３次補正予算、２４年度予算で民生分野
の省エネ推進を重点的に実施。

（家庭用）
・エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
・ネットゼロエネルギー化の推進（ＺＥＨ）
・住宅エコポイント

（工場・ビル用）
・エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）
・ネットゼロエネルギー化の推進（ＺＥＢ）
・省エネ無料診断
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九州におけるスマートグリッド・スマートコミュニティ実証事業一覧

北九州市スマートコミュニティ創造事業（北九州市）
◆新日鐵、日本ＩＢＭ、富士電機、安川電機、日鉄エレックス
ＮＴＴ西日本ほか

◆太陽光、水素などの新エネルギー基盤やコミュニティ基盤を
生かしたスマートグリッドを中核に実証事業

福岡スマートハウスコンソーシアム（福岡市）
◆スマートエナジー研究所、ｄＳＰＡＣＥ ｊａｐａｎ、ほか
◆アイランドシティのスマートハウスに太陽光発電、風力発電、リチウム蓄電池を

設置し、電気自動車等エネルギー変換装置とつないで管理する地域のＨＥＭＳ
の実証事業

長崎五島エコアイランド構想（五島市）
◆長崎ＥＶ＆ＩＴＳコンソーシアム
◆１００台のＥＶ（リチウム電池）・ＩＴＳと充電装置（太陽光・風力）を組み

合わせ、ドライブ観光・エコアイランドを実現する地域ＥＭＳの実証事業

電力需要抑制・高自給コミュニティ実証事業（佐世保市ハウステンボス）
◆双日、PeoplePower、伊藤忠テクノソリューション、システムファイブほか

次世代パーソナルモビリティ（熊本市）
◆ホンダ、熊本県、熊本市
◆実際の都市交通環境下において、ＥＶ・ＰＨＶ等や情報通信技術、太陽光

発電によるエネルギー供給などを用いた実証実験。今後は水俣市や阿蘇
エリア、天草エリアにも拡大。

アイランドシティ・スマーコミュニティ構想（福岡市）
◆福岡市、アイランドシティ・スマートコミュニティ構想検討委員会、スマートプロジェクト
◆青果市場へのバイオマスエネルギー活用システムの導入、エコホスピタルへの熱融通、
情報ネットワークを活用した民間住宅の省ＣＯ２事業

防災型エコエネステーション・チャレンジ福岡（福岡市）
◆新出光、相光石油、国公私立コンソーシアム・福岡
◆福岡市に急速充電スタンド（コンビニ併設）を設置し、ＥＶ急速充電サービスの提供等

の災害時のエネルギー管理

集合住宅における通信技術を活用した電気自動車充電ビジネス可能性調査
（福岡市）

◆九経調、福岡大学、九州電力、九州ソーラーネットワーク 他
◆太陽光等の再生可能エネルギーシステムと電気自動車の効率的連動システムの構築

ガ を活 デ 事業化検討 査
◆双日、PeoplePower、伊藤忠テクノソリュ ション、システムファイブほか
◆ハウステンボス内のホテル、ショップ、居住区における太陽光発電や天然ｶﾞｽｺｼﾞｪﾈ等

を活用した制御による省ｴﾈ化と省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ提供（ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ等）の構築

九州電力のスマートグリッド実証
◆玄海・薩摩川内・離島（黒島、竹島、宝島などの６島）地区で
スマートグリッド実証実験。

特定地域内の部分最適化と電力系統延滞での最適化の協調
性を検討

東長崎エコタウン推進事業（長崎市）
◆長崎県、東長崎エコタウン等構想推進協議会
◆下水汚泥メタン発酵ガス、太陽光発電、ＥＶ、ﾊﾞｲｵﾏｽﾌﾟﾗﾝﾄ等のＥＭＳの構築

西薩中核工業団地を中心とするスマートコミュニティ構築事業
（いちき串木野市）

◆パスポート、濱田酒造、九州電力、串木野漁協、オリックスほか
◆工業団地における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの出力変動の調整、消費電力の見える化・制御
等のＥＭＳ構築。ＥＶ・ＨＶ等のカーシェアリングの実証事業。

農山漁村地域における低炭素化コミュニティ構想（水俣市）
◆富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ、三菱商事、熊本ソフトウェアほか
◆農山漁村の施設、工場における新ｴﾈﾙｷﾞｰやＥＶトラック等の導入と

省エネ促進のためのＥＭＳの構築

雲仙西部地域再生可能エネルギースマートコミュニティ事業化調査
（雲仙市）

◆エディット、長崎県雲仙市、小浜温泉エネルギー活用推進協議会

◆未利用温泉水を活用したﾊﾞｲﾅﾘｰ発電、温泉ファンドを活用した太陽光発電灯

メガソーラーを活用した地産地消モデル事業化検討調査
（都農町）

◆国際航業、宮崎県、宮崎大学、九州電力他
◆メガソーラー発電地域での系統連携構成及び電力需給、地域での
エネルギー需給の管理等

電気バスのＶ２Ｇとバッテリーの２次利用による離島型
スマートコミュニティ構想に係るＦＳ事業（奄美市）

◆道の島交通、鹿児島県奄美市、琉球大学、観光協会、九電ほか

◆再生可能エネルギーや電気バス等を用いて離島における効率的な
需給バランスを実現するＥＭＳの構築

スマートコミュニティによる漁村の第６次産業化に関する調査
（水俣市）

◆建設技術研究会、水俣市漁業共同組合 ほか

◆再生可能エネルギーを核とした既存のシステムと丸島漁港地域の漁港施設
との系統連携

その他

ＦＳ調査
（９件／全国４８件）

技術実証
（２件／全国７件）

社会実証
（１件／全国４件）

九州の採択状況
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○再生可能エネルギーは、エネルギー起源の温室効
果ガスの排出削減に寄与すること等から、一定程
度、自家消費向けとして導入されています。

○具体的には、企業等が環境問題に積極的に取り組
むことに加え、東日本大震災以降の電力供給への
懸念等から、再生可能エネルギー発電設備を設置
し、その電力を自ら消費するニーズが高まってい

独立型再生可能エネルギー発電システム等
導入支援対策費補助金
９．８億円（新規）

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

資源エネルギー庁
新エネルギー対策課
03-3501-4031

○再生可能エネルギーの内訳
・太陽光発電
・バイオマス発電
・地熱発電

※上記のうち「固定価格買取制度」において設備
認定を受けないものを対象とする。

・風力発電
・小水力発電

等

取り組み例

ます。

○また、再生可能エネルギー発電設備は、季候等の
環境条件によって発電量が変動しますが、蓄電池
を対象に加えることによって、安定供給の向上を
図ることができます。

○本事業により、蓄電池を含めた自家消費向けの再
生可能エネルギー発電システムに対する支援を行
い、再生可能エネルギーの導入拡大を図ります。

○地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事業
【補助率１/２以内】

－地方自治体等による再生可能エネルギー発電システム設備導
入及び地方自治体と連携して行う設備導入に対して補助を行い
ます。
○再生可能エネルギー発電システム等事業者導入促進対策事業
【補助率１/３以内】

－民間事業者による設備導入に対して補助を行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助

民間団体等 設置者

補助（1/2・1/3）

太陽光発電（東京都の例）
蓄電池

太陽光発電＋蓄電池の電力変動

：充電

：放電



○再生可能エネルギーの中でも、太陽熱やバイオマス熱
等の熱利用については、給湯や冷暖房等で活用されて
いますが、その導入は必ずしも進んでいるとは言えま
せん。特に、熱利用分野の大きな課題は導入コストが
高いことであり、そのコストをいかに下げるかが導入
拡大にとって重要な課題です。

再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金
４０．０億円（３５．０億円）

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的
○再生可能エネルギー熱利用の内訳
・太陽熱利用
・地中熱利用
・温度差エネルギー利用

・バイオマス熱利用
・雪氷熱利用
・バイオマス燃料製造

資源エネルギー庁
新エネルギー対策課
03-3501-4031

○また、２０２０年における再生可能エネルギーの導入
目標達成のためにも、発電分野だけでなく、熱利用分
野での導入拡大は非常に重要です。

○本事業により、例えば木質チップバイオマス熱供給設
備を地方自治体の庁舎等の公共施設へ、また太陽熱給
湯システムを民間事業者のチェーン店舗へ等、波及効
果の期待できる案件を中心に熱利用設備等の導入に対
して支援を行い、導入の拡大を図ります。

バイオマス熱利用太陽熱利用 雪氷熱利用

出典：ＮＥＤＯ新エネ
ガイドブック

出典：ＮＥＤＯ新エネ
ガイドブック

出典：ＮＥＤＯ太陽熱ＦＴ
業務報告書

○地域再生可能エネルギー熱導入促進対策事業
【補助率１/２以内】

地方自治体等による熱利用設備導入及び地方自治
体と連携して行う熱利用設備導入に対して補助を行
います。

○再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業
【補助率１/３以内】

民間事業者による熱利用設備導入に対して補助を
行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助

民間団体等 設置者

補助（1/2・1/3）
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○家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
（通称：エネファーム）は、電気と熱を同時に発生・
活用するため、エネルギー利用の総合効率が８０％以
上と高く、省エネルギーとそれに伴うＣＯ２削減に寄与
します。

○また、一般家庭における年間の電力需要の４０％
を供給し、系統電源の需給緩和に貢献できます。

○本事業では、平成２１年５月から世界に先駆けて

民生用燃料電池導入支援補助金
９０．０億円（８６．７億円）

※このほか、平成２３年度三次補正予算において５０．０億円を措置

資源エネルギー庁
燃料電池推進室
03-3501-7807

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

出典：ＮＥＤＯ ホームページ

＜燃料電池のエネルギー効率＞

○家庭用燃料電池コージェネレーションシステムは、
本格販売が開始された家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステムの普及促進及び早期の自立的
な市場の確立を目指し、導入費用の一部を補助し
ます。

○なお、本事業は、初期段階に限定し家庭用燃料電
池導入の支援を行うものです。製品の低価格化を
促すために、毎年補助単価を低下させることとし
ており、平成２７年度までに限って事業を実施す
る予定です。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 設置者
補助

民間団体等

（従来型給湯器との価格差の1/2＋設置工事費の1/2、上限70万円）

補助(1/2)
出典：燃料電池普及促進協会ホームページ

○家庭用燃料電池コ ジェネレ ションシステムは、
都市ガスやＬＰガスから水素を製造し、大気中の酸
素との化学反応により、電気と熱のエネルギーを家
庭で有効利用することが可能なシステム。

出典：パナソニック（株）ホームページ

＜エネファーム模式図＞
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エネルギー使用合理化事業者支援補助金
２９８．０億円 （４００．１億円）

※このほか、平成２３年度三次補正予算において、
建築物節電改修支援事業１５０．０億円を措置

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

○ 事業者が計画した省エネ取組のうち、「技術の先端性」、
「省エネ効果」及び「費用対効果」を踏まえて政策的意義
の高いものと認められる設備導入費（リプレースに限る）
について補助を行います。

○ また、「先端的な設備・技術」等に対する導入補助に重
点を置きます。

○ 省エネ投資の一層の促進のため、中小企業等に対して重

事業イメージ

新型ターボ冷凍機

資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

０３-３５０１-９７２６

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

省 投資 層 促 、中 業等 対
点的に支援を行うとともに、電力需給対策として、節電効
果の高い事業に重点支援を行います。

国 事業者
補助

民間団体等
公募／補助

申請

次世代コークス炉

○補助対象者
全業種
設備等を設置・所有する事業者（法人格を有すること）
○補助率
① 単独事業 1/3以内
② 連携事業（※） 1/2以内

（※）コンビナート等における資本関係の異なる者同士の連携



省エネルギー対策導入促進事業費補助金
６．０億円 （８．８億円）

○中堅・中小事業者等に対し、省エネ技術の導入可能性に
関する診断事業等を実施します。これにより、工場及び
オフィスビル等における省エネを促進します。

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

省エネルギー対策導入指導事業

資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

０３-３５０１-９７２６

○対象者
工場及びオフィスビル等に対して、省エネ技術の導入の
可能性の検討を含めた診断事業等を希望する中堅・中小
事業者等

※ 震災後の状況変化を踏まえ、平成２４年度より、
診断を行う対象の事業者を拡充するとともに、節電に
関する診断等も受け付けます。

国
工場・

オフィスビル等

補助
（定額(10/10)）

民間団体等

派遣

（省エネ診断の例）
○オフィスの空調の運用改善
○工場の廃熱の有効利用 等



住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業
７０．０億円（新規）

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

【ＺＥＢ実証事業】
○建築物の省エネ化を推進するため、ＺＥＢ（※）の実現に

資するような省エネルギー性能の高い建物（新築・既
築）に対し、高性能設備機器等の導入費用を最大で３分
の２補助します。

【ＺＥＨ支援事業】
○住宅の省エネ化を推進するため、ＺＥＨ（※）の普及促進

を図り 中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅の取

外気冷房、ＣＯ２制御
変流量・変風量制御システム

デシカントシステム
（除湿を活用した冷房システム）

Hf照明、ＬＥＤ照明
人感センサ 制御

光ダクトシステム

自動換気制御システム

ハイブリッド空調制御技術

太陽光発電システム

ZEB

事業イメージ

資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

０３-３５０１-９７２６

国 設置者

補助（定額(10/10)）

民間団体等

補助（最大1/2）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

ZEH

を図り、中小工務店におけるゼロ・エネルギ 住宅の取
組み、高性能設備機器と制御機構等の組合せによる住宅
のゼロエネ化に資する住宅システムの導入を支援する。

（経済産業省・国土交通省 共同事業）

※ＺＥＢ／ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル／ハウス）
：年間の1次エネルギー消費量がネットで概ねゼロとなる建築物／住宅

人感センサー制御
初期照度照明
昼光連動制御

統合制御システム

国 設置者
補助（定額(10/10)）

民間団体等
補助（最大2/3）

【ZEB実証事業】

【ZEH支援事業】

蓄電池

躯体の高断熱化

太陽熱温水器

高効率空調機
輻射空調機

高効率給湯器 HEMS

LED照明
人感センサー
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ご清聴ありがとうございました。

新エネルギー・省エネルギーに関する
ご意見・ご質問がございましたら

経済産業省
九州経済産業局

環境部 エネルギー対策課
℡：０９２－４８２－５４７５

HP： http://www.kyushu.meti.go.jp/

39

ご意見・ご質問がございましたら、
どうぞお気軽にご相談下さい！


