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１．我が国のエネルギー消費の現状
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我が国のエネルギー消費状況
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（注）部門別 終エネルギー消費のうち、業務部門及び産業部門の一部（非製造業、食料品製造業、他業種・中小製造業）については、産業連関表（2005年実績が 新）

及び国民経済計算等から推計した推計値を用いており、統計の技術的な要因から、業務部門における震災以降の短期的な消費の減少は十分に反映されていない。

【出所】総合エネルギー統計、国民経済計算年報、EDMCエネルギー・経済統計要覧。

 石油危機以降、ＧＤＰは２．５倍に増加したにもかかわらず、産業部門はエネルギー消費量が
２割近く減少。一方、民生部門は大きく増加（業務部門２．９倍、家庭部門２．０倍）。

 産業部門は依然として、全体の４割の消費量を占める。



【我が国のエネルギー効率
（エネルギー供給量／実質ＧＤＰ）推移】

石油危機以降の我が国の省エネ努力

 我が国は、１９７０年代の石油危機以降、官民を挙げて精力的な取組を行った結果、１９７３年から２０１０年
までの約３７年間に約４割エネルギー効率を改善、世界的にも 高水準のエネルギー効率を実現。

 ただし、８０年代後半以降は、ＧＤＰ当たりの効率は伸び悩んでおり、一層の対策が求められている。
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（石油換算百万トン/兆円）

約4割改善

出所）総合エネルギー統計、国民経済計算年報
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【エネルギー効率の各国比較】

出所）IEA energy balance 2012/2011



２．我が国の省エネルギー政策
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産業部門 民生部門（業務・家庭） 運輸部門

1979 省エネ法制定
 エネルギー（熱・電気）管理指定工場の指定

住宅・建築物分野、機械器具分野の判断基準制定

1983 省エネ法改正
エネルギー管理士試験の導入

1993 省エネ法改正
基本方針の策定

定期報告書制度の導入※原単位年平均１％改善の努力目標

1998 省エネ法改正
エネルギー管理指定工場の拡充（第１種・第２種） 2002 省エネ法改正

 業務部門（事業場）の定期報告導入
2005 省エネ法改正
 輸送部門に規制対象拡充

2005 省エネ法改正
熱・電気一体管理の導入

2008 省エネ法改正
 事業者単位規制の導入（フランチャイズ含む）

1998 省エネ法改正
機械器具や自動車へのトップランナー制度の導入

2013年5月 省エネ法改正
需要家の電力ピーク対策

建築材料等へのトップランナー制度の導入

1947 熱管理法制定（石炭・重油）

石油危機を契機に制定

企業の技術革新を促し、自動車と家電の

エネルギー効率を改善

省エネ法の変遷
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 セクター別ベンチマークの導入 セクター別ベンチマークの導入



我が国の省エネルギー政策の全体像（規制措置）

え

規

制

措

置

(

省

エ

ネ

法

）

産 業 部 門 業 務 部 門 家 庭 部 門 運 輸 部 門

事

業

活

動

等

に

お

け

る

省

エ

ネ

●産業・業務部門の事業者に対して
・事業者へ原単位削減目標等の判断基準を提示
・特定事業者（年間エネルギー使用量1,500kl以上）への定期報告義務

●住宅・建築物の建築主・所有者に対して
・建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資する取組
への努力義務
・建築主等へ住宅建築物の断熱材や空調機器等の性能
に関する判断基準を提示
・特定建築物（300㎡以上）の新築・改修時の届出義務

●自動車・家電・建築材料等の製
造・輸入事業者に対して
・トップランナー規制

●自動車・家電等の卸・小売事業
者に対して
・省エネ性能の表示義務

●エネルギー多消費産業の事業者
に対して
・ベンチマーク指標と目標水準の設
定(定期報告)

※点線・赤枠ボックスは
今後実施予定の規制措置

製

品

等

に

お

け

る

省

エ

ネ
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●住宅メーカーに対して
・新築住宅に係るエネルギーの使
用の合理化に資する取組への努
力義務
・住宅メーカー（年間150戸以上
供給）の住宅に対するトップラン
ナー規制

住宅の所有者の省
エネに貢献

家庭やオフィスにおける自動車・家電・建築材料等の
使用者の省エネに貢献

●全てのエネルギー使用者に対して
・エネルギーの使用の合理化への取組の努力義務

●荷主に対して
・輸送事業者のエネルギーの使用の合
理化に資する取組への努力義務
・荷主へ原単位削減目標等の判断基
準を提示
・特定荷主（年間輸送量3000万ﾄﾝｷ
ﾛ以上）への定期報告義務

●輸送事業者に対して
・輸送事業者へ原単位削減目標等の
判断基準を提示
・特定輸送事業者（トラック200台以上
保有等）への定期報告義務

・新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準適合義務化



支

援

措

置

産 業 部 門 業 務 部 門 家 庭 部 門 運 輸 部 門

住宅リフォー
ム減税

クリーンエネルギー自動車

エコカー減税

我が国の省エネルギー政策の全体像（支援措置）

省エネ設備、トップランナー機器導入の際の
利子補給

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

省エネ技術開発への補助金（蓄電池、自動車等）

中小企業向けの省エネ診断

省エネ補助金（設備更新、省エネ改修、電力ピーク
対策、エネルギーマネジメント・システム導入）

省エネ補助金（設備更新、省エネ
改修、電力ピーク対策、エネルギー

マネジメント・システム導入）

住宅・建築物のネット･ゼロ･エネル
ギー化（ZEB・ZEH）への補助

省エネ設備、トップランナー機器
導入の際の利子補給

トラック・タクシー、海上輸送
分野の省エネ実証

生産性向上設備投資促進税制
（エネルギー効率向上）

家庭用燃料
電池（エネ
ファーム）

省エネ設備導入の際の融資制度

予

算

措

置

税

制

既築住宅・建築物への高性能建材

リチウムイオン蓄電池

製造プロセス改善に
資する技術開発への補助金
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省エネ設備導入の際の融資制度

導

入

支

援

技
術
開
発

気
付
き

実
証

個別機器の導入補助



２－１．省エネ法に基づく措置について
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特定事業者等の数の推移及び指定による捕捉率特定事業者等の数の推移及び指定による捕捉率

 平成２０年の法改正により省エネ法に基づく規制の基本的な単位となった特定事業者等の数
は、現在全国で約１２，５００に上り、産業部門・業務部門は半々。近年はほぼ一定で推移。
（特定連鎖化事業者の割合は総数の１％未満。）

 特定事業者等指定による平成２４年度の捕捉率をエネルギー使用量ベース(エネルギー需給
統計に対する定期報告書記載エネルギー使用量のカバー率)でみると、産業部門では全体の
９割、業務部門では全体の４割強。事業者単位規制導入により、業務部門の捕捉率が向上。

出所：平成25年度工場等判

断基準遵守状況等分析調
査等

特定事業者等数の推移

注）平成21年度は特定3表の分類ごと、
平成22年度以降は特定12表の分類ごとに集計。

特定事業者等指定による
捕捉率の推移

産業部門
業務部門

H21FY H22FY H23FY H24FY

特定事業者 11,082 12,151 12,040 12,380

特定連鎖化事業者 103 104 109 106

合計 11,185 12,255 12,149 12,486

特定事業者等指定による捕捉率
（エネルギー需給統計における

エネルギー使用量ベースのカバー率）
（平成２４年度））

注：特定事業者等の新規指定・取消は年間合計500件程度、
エネルギー管理指定工場等の新規指定・取消は年間合計千数百件。

産業部門

業務部門

総エネルギー
使用量

50,511万ｋｌ

産業部門
特定事業者等
16,393 91％

業務部門
特定事業者等
5,970 45％

注：エネルギー需給統計と省エネ法定期報告書とでは対象範囲
等が異なるため、数値を加工した上で比較している。



省エネ法による規制の範囲について

規制対象：9割

規制対象：4割
省エネ法規制対象外：

エネルギー使用量の１６％
ほとんどが中小企業

省エネ法の規制対象のカバー率（エネルギー使用量ベース）

 省エネ法において、エネルギー使用量ベースで産業部門の約９割、業務部門の約４割を規制対
象（年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の工場・事業場及び事業者）としている。

 省エネ法の規制対象外（年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満）の工場及びビルの
エネルギー使用量は、我が国全体のエネルギー使用量の１６％程度を占める。
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省エネ取組の現状

 省エネ法における数値目標 （エネルギー消費原単位の年平均１％以上低減）は、既に相当程度省エネの
取組を進めてきた事業者にとって、達成を維持することが困難。

出所：平成23年度工場等判断基準遵守状況等分析調査等

原
単

位
変

化
（
平

成
11

年
度

を
10

0と
し

た
場

合
）

第一種指定工場の業種制
限撤廃、

第二種指定工場創設

熱・電気一体管理
（それぞれ1,500kl以上から、合計1,500kl

以上が対象に）

事業者単位規制への
移行

（再指定）

 産業部門では、一部の業界は停滞期に入っ
ている。

 業務部門は順調に低減するも、震災後の取
組で余地がなくなったとの意見もあり。
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エネルギー管理指定工場等においてエネルギー消費原単位を
年平均１％以上改善できなかった理由（部門別、５年度間平均）
エネルギー管理指定工場等においてエネルギー消費原単位を
年平均１％以上改善できなかった理由（部門別、５年度間平均）

出所：平成25年度工場等判断基準遵守状況等分析調査

 平成２４年度までの５年度間平均でエネルギー消費原単位を１％以上改善できなかったエネ
ルギー管理指定工場等は約４,０００あり、うち産業部門が約３,０００、業務部門が約１,０００。

 上記工場等のうち、エネルギー消費原単位を５年度間平均のみならず前年度比でも改善でき
なかった工場等についてその理由を部門別にみると、産業部門では、生産量の減少と製品構
成の変化等を挙げたものが半数を超え、設備に関する要因と合わせて約８割を占める。

 業務部門では、空調負荷の増加を挙げたものが も多く、設備要因及び建物利用状況要因
とを合わせて約８割を占める。

（回答工場数２８、複数回答

産業部門 業務部門

（回答工場数１６６、複数回答）
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エネルギー管理指定工場等単位の工場等判断基準の遵守状況エネルギー管理指定工場等単位の工場等判断基準の遵守状況

 管理標準の設定状況（省エネの観点からの運転管理・計測・保守等のマニュアルの策定状
況）を指定区分別・部門別にみると、第二種エネルギー管理指定工場等よりも第一種エネル
ギー管理指定工場等の方が設定率が高い。

 設備の種類毎にみると、第一種エネルギー管理指定工場等でも、設定率が比較的低いもの
がある（例：廃熱の回収利用、熱の損失の防止、照明設備等）

出所：平成25年度工場等判断基準遵守状況等分析調査

注）該当設備を保有していない場合は、各項目の集計対象から除いている。

管理標準の設定状況
（オフィスビル等に関する基準を適用するもの）

管理標準の設定状況
（工場に関する基準を適用するもの）



 特定事業者等は省エネ目標の達成のための設備更新を含む中長期的な（３～５年程度）計
画を毎年作成・提出。

 平成２５年度提出分においては、産業部門、業務部門とも、LED照明の導入件数が 多。
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中長期計画書中長期計画書

中長期計画書における省エネ計画の件数及び削減見込み量の合計
（産業部門）

中長期計画書における省エネ計画の件数及び削減見込み量の合計
（業務部門）

出所：平成25年度工場等判断基準遵守状況等分析調査



＜電気需要平準化時間帯の設定＞

 我が国の電気の需給状況に照らし、電気需要平準化対策を特
に行うべき時間帯（電気需要平準化時間帯）を設定する。

＜事業者が取り組むべき措置に関する指針の策定＞

 電気の需要の平準化を図るために、事業者が取り組むべき対
策を指針として定める。

例１）自家発電設備の活用や空調等の熱源変更

例２）蓄電池・蓄熱システムの活用や電気を使用する機械

器具の運転時間の変更

＜新たな評価指標の追加＞

 従来の省エネ法は、事業者が蓄電池や自家発等を活用した電
気需要平準化対策を実施した場合に、プラスに評価できる体
系となっていないため、これを評価できるようエネルギー消
費原単位の算出方法を見直す。

＜電気事業者による情報提供＞

 需要家への情報提供等、電気事業者が需要家の電気需要平準
化対策の取組を支援する仕組みについて、省エネ法上措置。
電気料金やスマートメーター等の整備に関する計画の策定・
公表を義務付け。

改正省エネ法による電気需要平準化対策

 平成２５年度の通常国会において省エネ法改正法が成立。省エネ法に、電気の需給状況を踏まえた日本全
体の電気の需要の平準化（電気需要平準化）の概念を追加。

 これにより、蓄電池や自家発等による電気需要平準化対策の取組を、全体としての省エネに反しない範囲
において、プラスに評価できる体系にする。

従来の省エネ対策

電力需給バランスを意識した対策

電力需要(kW)

朝 昼 夜

供給力

需要曲線

電力需要(kW)

朝 昼 夜

供給力

需要曲線

ピーク時間帯
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電力需給バランスを意識した対策



電気需要平準化対策として取り組むべき「指針」

改正省エネ法では、電気需要平準化の実施を図るため事業者が取り組むべき措置を、経済産業大臣が「指
針」として定めることとなっている（２０１３年１２月２７日公布、平成２６年４月１日施行）。

■電気の使用から燃料又は熱の使
用への転換（燃料転換）

自家発電設備の活用
①コージェネレーション設備
②モノジェネレーションの活用

空気調和設備等の熱源変更
①空調設備
②加熱設備

■「指針」において特に重要かつ共通的な事項を定める。
 「電気需要平準化」と「エネルギーの使用の合理化」の関係
 「電気需要平準化時間帯」の具体的な時間帯
 留意事項（地域の需給状況に応じた対応、労働環境の悪化・従業員の負担増加への配慮） 等

■電気を消費する機械器具を使用
する時間の変更（ピークシフト）

電気を消費する機械器具の操業
時間の変更

①産業用機械器具
②民生用機械器具

蓄電池及び蓄熱システムの活用
①蓄電池
②蓄熱システム

■その他の措置

エネルギーの使用の合理化に関
する措置

①エネルギーの使用の合理化の
徹底

②電気使用量の計測管理

サービスの活用
①ＢＥＭＳアグリゲータの活用
②電力会社の季時別料金の活用

（措置の一例）
・適正規模のコジェネ設備の導入の検討
・定期点検は春と秋に実施こと

・需給が逼迫した時は、発電を優先する
こと 等

（措置の一例）

・充放電効率の高い蓄電池の導入の検
討

・夜間に充電するように努めること

・需給が逼迫した時は、重点的に放電し
て機械器具を使用すること 等

（措置の一例）
・一定時間毎の電気使用量の計測
・デマンド監視装置の活用
・エネルギー管理システムの活用

等 18



定期報告書における新たな評価項目

事業者が毎年提出するエネルギー使用量等の定期報告書において、新たに「夏期・冬期における電気需要平
準化時間帯」の「電気使用量」の報告を求める。
電気需要平準化時間帯の電気使用量に１．３を乗じて重み付けすることで、電気需要平準化時間帯の電気使

用量を削減した場合、その削減量は、他の時間帯の削減量に比べて相対的に大きく評価されることとなる。

電

気

電気

事業者

昼間買電 千kWh
夏期・冬期における

電気需要平準化時間帯
千kWh （ ） （ ）

夜間買電 千kWh

その他
上記以外の買電 千kWh

自家発電 千kWh
小計 千kWh／GJ

※この他にも、平準化に資する取組についても定性的に報告できる
項目を追加

年度 年度 年度 年度 年度 ５年度間平均
原単位変化

電気需要平準化
評価原単位

対 前 年 度 比

（％）

電気需要平準化評価原単位の変化状況

19



２－２．産業部門における対策

20



産業部門のエネルギー消費状況（全体の状況）

製造業業種別エネルギー消費製造業のエネルギー消費原単位の推移

（注）
1．原単位は、製造業IIP（付加価値ウェイト）一単位当たりの 終エネルギー消費量で、
1973年度を100とした場合の指数である。

2.このグラフでは完全に評価されていないが、製造業では廃熱回収等の省エネル
ギー努力も行われている。

3．「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。

（出所）（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネル
ギー庁「総合エネルギー統計」、経済産業省「鉱工業指数」を基に作成

（注）
「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
化学業のエネルギー消費には、ナフサ等の石油化学製品製造用原料を含む。
（出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成

 製造業のエネルギー消費原単位（生産一単位当たりの 終エネルギー消費量）は、1973 年度に比べて
2012年度は43％改善。ただし、80年代後半以降は、改善が停滞しており、一層の対策が求められている。

 業種別にエネルギー消費の構成をみると、素材系産業である鉄鋼、化学、窯業土石（セメント）及び紙パル
プが製造業全体のエネルギー消費の8割弱を占める。

21



ベンチマーク制度の概要

22

 ２００８年度の省エネ法改正により、ベンチマーク制度を導入。現在、産業部門の６業種１０分野が対象。

 ベンチマーク制度とは、事業者の省エネ状況を比較できる指標（ベンチマーク指標）を定めることで、事業者
の省エネ努力をより公平に評価し、取組が遅れている事業者には更なる努力を促すもの。

 目指すべき水準は、各業種で省エネ取組が も優れた事業者（上位１～２割）が満たす水準として設定。

産業部門のベンチマーク指標

6業種10分野で設定

出所：ＥＤＭＣ

製造業の約8割をカバー



23

ベンチマーク指標状況の推移ベンチマーク指標状況の推移

 対象事業者の指標の平均値は一部業種を除き横ばい又は改善傾向にある。

 目指すべき水準を達成した事業者の比率は、一部業種を除き上昇しているとは言い難い。

 目指すべき水準を改善できなかった理由については、生産量の減少や製品構成の変化、エネ
ルギー種転換等を挙げたところが多い。

目指すべき水準を１とした場合の
業種ごとの平均値の推移

目指すべき水準達成率の推移

注）平成２１年度の対象業種は、高炉による製造業、電炉による普通鋼製造業、電炉による特殊鋼製造業、電力供給業及びセメント製造業のみ。

達成できなかった理由
（平成２４年度）

出所：平成25年度工場等判断基準遵守状況等分析調査等



２－３．民生（業務）部門における対策
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業務部門のエネルギー消費状況①

 大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門についてみると、「床面積当たり」のエネルギー消費量は
近年横ばいから改善の傾向が見られる。

 床面積は一貫して増加傾向にある一方、エネルギー消費量は２０００年代半ばを境に近年減少傾向にある。

（出所）（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 25

業務部門におけるエネルギー消費量と床面積の推移



（注）
「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
（出所）
（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」により推計

業務部門のエネルギー消費状況②

 業務部門を９業種に大きく分類すると、かつては、エネルギー消費量のシェアが大きな部門は、ホテル・旅
館や事務所・ビルであったが、近年では、事務所・ビルや卸・小売業のシェアが大きくなっている。

 各設備の建物全体に占めるエネルギー消費割合は、建物用途によって大きく異なる。

（出展）
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現と展開に関する研究会報告書（2009年11
月経済産業省）

26



 業務部門は、産業部門と比較して事業コスト全体に占めるエネルギーコストの割合が低い。

 そのため、エネルギーコストが固定費に近い感覚で捉えられる傾向があり、実際にはコストメリットがある
ケースがあるものの、省エネ取組が経営課題として認知されにくい。

27

業務部門における省エネ取組の課題①

（出所）南斉規介，森口祐一 (2012) 産業連関表による環境負荷原単位データブック
(3EID): 2005年表, 独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター，
http://www.cger.nies.go.jp/publications/report/d031/index‐j.html

省エネ対策実施に対する必要性の
理解が得られない

＜国内生産額当たりのエネルギー投入量＞

現場の管理担当者等が
省エネ取組の提案を行ったとしても

組織内での理解を得るのが難しい傾向

業務部門では、アウトプット
（サービス等）を増加させたとし
ても、エネルギーコストがそれ
ほど増加しないケースが多い
（例：コンビニの客数）。



 業務部門のテナントビルや小売（デパートやショッピングセンター）等の業種では、1つの建物の中で複数の
事業者が事業活動を実施。

 アンケートによれば、業務部門において、ビル管理会社が省エネ対策を実施するにあたり、運用面の対策で
はテナント（入居者）、設備更新を伴う対策ではオーナーの理解が阻害要因となっており、省エネ取組を行う
上での意志決定プロセスが煩雑となる傾向。

28

業務部門における省エネ取組の課題②

複数の関係者の協力を得なければ
省エネ取組を実施できない

（出所）ビル省エネルギー手法・設備の調査・研究（その４）[業務用ビルにおける省エ
ネ阻害要因調査とその対策の研究] , 一般社団法人日本ビルエネルギー総合管
理技術協会（2008）より抜粋

【運用管理面の対策の阻害要因：n=4,879】

【設備更新・リニューアル面の対策の阻害要因：n=3,810】

＜ビル管理会社からみる民間テナントビルにおける省エネ対策の阻害要因＞

運用面対策の阻害要因
は入居者の理解が得ら

れないこと

設備更新・リニューアル
面の対策の阻害要因は
オーナーの理解が得られ

ないこと

業務部門において省エネ対策を実施
する場合、複数の関係者の協力が必要
になることが多いため、当事者間での

コミュニケーションが重要

空調や照明等の建物オーナー
所有の設備であっても、テナン
ト側が運営・管理を行っている
設備が多く存在。

建物オーナーとテナントの関係
性は、事業形態によって様々で
あり、テナントの管理権限が強
い事業形態も存在する。



業務部門におけるベンチマーク制度の導入に向けた検討状況

近年、エネルギー消費の増加が著しい業務部門についてもベンチマーク制度の対象とすることで、同部門
の省エネを徹底していくことが重要。

現在、業務部門におけるベンチマーク制度について検討する研究会を開催中。

研究会では、業界ごとに適切な評価指標・評価水準の設定に向けた検討を行い、 終的にベンチマーク制
度に位置付けることを目標としている。

評価指標は、業界ごとの特徴を踏まえる必要があり、現在、各業界団体と個別に検討中。

研究会で評価指標・基準を検討中の団体
 日本ショッピングセンター協会
 日本チェーンストア協会
 日本百貨店協会
 日本ビルヂング協会連合会
 日本フランチャイズチェーン協会
 日本ホテル協会
 不動産協会 2012年度

1,673(PJ)

業務部門の約5割をカバー
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２－４．民生（家庭）部門における対策

30



家庭部門のエネルギー消費状況①

 大幅にエネルギー消費量が増加している家庭部門についてみると、「世帯当たり」のエネルギー消費量は近
年横ばいから改善の傾向が見られる。

 世帯数は一貫して増加傾向にある一方、エネルギー消費量は増加傾向に歯止めがかかり、近年横ばいの状
況。

（出所）（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 31

家庭部門におけるエネルギー消費量と世帯数の推移



業務・家庭部門の対策強化（住宅・建築物の省エネ性能向上）

 業務・家庭部門ではエネルギー消費量が大幅に増大。業務・家庭部門において無理なく、持続的な省エネ
を進めるためには住宅・建築物の省エネ性能を上げることが必要。

 熱の出入りが大きい開口部や壁等に、高性能の窓や断熱材等を導入することで、住宅におけるエネルギー
消費量の約４分の１を占める冷暖房や給湯の一部のエネルギー消費効率を改善することが可能。

厨房用
8%

給湯用
29%

冷房用
2%

25%
暖房用

36%
動力他

夏 冬

住宅の熱の出入り

出所）2011年12月省エネルギー部会社団法人日本建材・住宅設備産業協会提出資料

夏の冷房時（昼）に開口部や壁から熱が入る割合

９４％
冬の暖房時に開口部や壁等から熱が流出する割合

８５％

換気6%

外壁7%

屋根11% 屋根5%

換気15%

外壁15%

住宅におけるエネルギー消費の内訳

外壁、窓、
エアコン等

給湯器等

照明、
パソコン、
冷蔵庫等

ガスコンロ等

32

＜建築物のリフォーム例：窓の交換＞

出所）（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧。」推計



トップランナー制度対象品目（３１品目）

１．乗用自動車

２．貨物自動車

３．エアコンディショナー

４．テレビジョン受信機

５．ビデオテープレコーダー

６．蛍光灯器具及び電球形蛍光ランプ

７．複写機

８．電子計算機

９．磁気ディスク装置

１０．電気冷蔵庫

２１．ＤＶＤレコーダー

２２．ルーティング機器

２３．スイッチング機器

２４．複合機

２５．プリンター

２６．ヒートポンプ給湯器

２７．三相誘導電動機

２８．電球形ＬＥＤランプ

２９．断熱材

３０．サッシ ３１．複層ガラス

１１．電気冷凍庫

１２．ストーブ

１３．ガス調理機器

１４．ガス温水機器

１５．石油温水機器

１６．電気便座

１７．自動販売機

１８．変圧器

１９．ジャー炊飯器

２０．電子レンジ

我が国においては機械器具分野においてトップランナー制度を導入し、その効率の改善に大きな成果をあげ
てきた。

トップランナー制度とは、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 も優れた機器の水準に技術進歩を加味した基準（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する制度。

１９９８年の改正省エネ法に基づき、自動車や家電等についてトップランナー方式による省エネ基準を導入し
ている。現在、３１品目（２８機器、３建材）が対象となっている。

従来のトップランナー制度はエネルギーを使用する機器のみが対象であったが、民生部門の更なる省エネ対
策のため「自らはエネルギーを使用しなくとも、住宅・ビル等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品」
を新たにトップランナー制度に追加（2013年省エネ法改正：建材トップランナー制度の創設）

平成25年12月28日に断熱材を建材トップランナー制度に追加。平成26年11月30日、新たに窓（サッシ、複層ガラ
ス）を建材トップランナーに追加。

トップランナー制度の概要

33



建材トップランナー制度のカバー率

 建材トップランナー制度の対象建材（特定熱損失防止建築材料）は、住宅・建築物からの熱損失を防止
する建築材料を想定。

 一般的な住宅において、昨年度までに導入された断熱材で住宅からの熱損失の約31％をカバー。サッ
シ・ガラスの追加により、住宅からの熱損失の約81％をカバー。

 残り20％は換気に伴う熱損失であり、建材の高性能化では対応困難。

住宅からの熱損失の割合

※東京地域の標準的住宅の例

参考：世帯あたり消費エネルギーにおける
機器トップランナーのカバー割合
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３．予算
（平成２６年度補正、平成２７年度予算案）

予算案は、平成２７年２月１４日時点の情報です。

御検討の際には、 新の情報をご確認ください。
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省エネルギー対策関連 平成２６年度補正予算案省エネルギー対策関連 平成２６年度補正予算案

■エネルギーコストの高止まりに苦しむ地域の工場・事務所・店舗等において、 新モデルの省エネ
設備・機器の導入や既存設備の更新・改修による省エネの促進を緊急的に支援。また、地域でき
め細かく省エネの相談に対応するプラットフォームを構築。

○補正予算案 ９２９．５億円
① 新モデルの省エネ機器等の導入支援（Ａ類型）

【補助率 １／３以内（中小企業、エネルギー多消費企業は１／２以内）】
②地域の工場・オフィス・店舗等の省エネ促進（Ｂ類型）

【単独事業 補助率 １／３以内（中小企業、エネルギー多消費企業は１／２以内）】
【ＥＭＳ事業 補助率 １／２以内（中小企業、エネルギー多消費企業は２／３以内）】

③省エネ相談等の地域プラットフォーム構築 【定額補助】

地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金

■ZEH及びZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物の建築、高性能断熱材や窓等の導入を支援。
○平成26年度当初予算 ７６億円
○補正予算案 １５０億円

①ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業 【定額補助 １件あたり１３０万円程度】
②ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業

【省エネ率等により、補助率１／２～２／３以内】
③既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業 【補助率１／３以内】

住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金

（平成26年12月19日閣議決定）

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
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地域⼯場・中⼩企業等の省エネルギー設備導⼊補助⾦
平成2６年度補正予算額 929.5億円

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
補助

事業イメージ

補助対象のイメージ

事業活動を営んでいる法⼈及び個⼈事業主

事業⽬的・概要
地域の⼯場・オフィス・店舗等の省エネに役⽴つ設備の導⼊等を⽀援し
ます。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応することができる体制を
整備します。
最新モデルの省エネ機器等の導⼊⽀援（Ａ類型）
①最新モデルかつ②旧モデルと⽐較して年平均１％以上の省エネ性
能の向上が確認できる機器等の導⼊を⽀援します。

地域の⼯場・オフィス・店舗等の省エネ促進（Ｂ類型）
⼯場・オフィス・店舗等の省エネや電⼒ピーク対策、エネルギーマ
ネジメントに役⽴つ既存設備等の改修・更新を⽀援します。

省エネ相談等の地域プラットフォーム構築
地域の中⼩企業や個⼈事業主における省エネや節電等のニーズに応
えるべく、地域毎にきめ細かな省エネ相談を実施します。

成果⽬標
最新モデルの省エネ機器の導⼊促進等により約1,800億円程度の設
備投資を創出することにより、エネルギーコスト⾼を乗り越えるための企業
の体⼒強化と、省エネ投資の促進による経済活動の活性化を⽬指しま
す。

⺠間団体等
(地域ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑ)

事業者
補助

相談・対応

補助率
（A類型）

補助率
（B類型）

※EMSを導⼊してエネルギー管理⽀援サービスを提供する事業者

事業者区分 通常事業 エネマネ事業者(※)
連携事業

中⼩企業
エネルギー多消費企業 １／２以内 ２／３以内

その他事業者 １／３以内 １／２以内

１／３以内
（中⼩企業、エネルギー多消費企業は１／２以内）

⼯場
照明設備

圧縮機・送⾵機

給湯（⾼効率熱源）

例：⾼効率ヒートポンプ
⾼効率ボイラ

空調

例：⾼効率空調

例：冷凍冷蔵庫
冷凍機

例：⾼性能⼯業炉

店舗

冷凍・冷蔵設備

その他
例：産業⽤モータ

断熱材、⾼断熱窓

⼯業炉

例：⾼効率照明（LED含む）

例：⾼効率コンプレッサ

（定額）（定額）

A類型、B類型

⺠間団
体等

対象者

※補助対象経費下限：補助率１／３の場合は150万円
補助率１／２の場合は100万円

補助

 ⽀援対象機器等の範囲を予め明確にし、申請⼿続きを簡素化します。
 中⼩企業やｴﾈﾙｷﾞｰ多消費企業に対して補助率を引き上げます(1/2）。
 中⼩企業等に対する補助対象経費下限を100万円に引下げます。

 ⽀援対象機器等の範囲を予め明確にし、申請⼿続きを簡素化します。
 中⼩企業やｴﾈﾙｷﾞｰ多消費企業に対して補助率を引き上げます(1/2）。
 中⼩企業等に対する補助対象経費下限を100万円に引下げます。
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住宅・ビルの⾰新的省エネルギー技術導⼊促進事業
平成2６年度補正予算額 150.0億円

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
補助（定額、1/3〜2/3）

事業イメージ

事業⽬的・概要
 【ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）⽀援事業】
ZEH（※）の普及を加速化し、住宅の省エネルギー化を推進するため、建売住宅も含め、
⾼性能建材や⾼性能設備機器等の組合せによるZEHの導⼊を⽀援し、その価格低減を
⽬指します。

 【ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業】
ビルの省エネルギー化を推進し、ZEB（※）を実現するため、トップレベルの省エネルギーを
実現する先進的な取組に対し、その構成要素となる⾼性能建材や⾼性能設備機器等の
導⼊を⽀援します。
※ZEH/ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル）
：年間の１次エネルギー消費量がネットでゼロとなる住宅／建築物

 【既築住宅・建築物における⾼性能建材導⼊促進事業】
既築住宅・建築物の抜本的な省エネルギーを図るため、既築住宅・建築物の改修におい
て、⼀定の省エネルギー性能を満たす⾼性能な断熱材や窓等の導⼊を⽀援し、その市場
拡⼤と価格の低減を⽬指します。

成果⽬標
住宅や建築物におけるエネルギーコスト削減に向け、省エネルギー性能の⾼い住宅や建築
物の普及を促進することで2020年までに標準的な新築住宅でのZEH実現と建築物にお
けるZEB実現を⽬指し、⾼性能建材については約2割の価格低減を⽬指します。

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
製造産業局 住宅産業窯業建材課
03-3501-9726（省エネルギー対策課）

補助
⺠間団体等 設置者国

ＺＥＨ

ＺＥＢ実現に向けた先進的省エネルギー建築物
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定置⽤リチウムイオン蓄電池導⼊⽀援事業
平成2６年度補正予算額 130.0億円

商務情報政策局 情報通信機器課
03-3501-6944

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

補助（定額）

事業イメージ

事業⽬的・概要

成果⽬標
家庭等の光熱費削減に向けて電⼒需給のピークコントロールが可能と
なる定置⽤リチウムイオン蓄電池の普及を加速することにより、2017年
度までに機器価格を1/3程度に低減させ⾃⽴的な市場の創出を⽬指
します。

夜間電⼒を充電
充電した電⼒を
昼間放電

蓄電システムを利⽤した消費電⼒

ピークコントロール

通常の場合の消費電⼒

電⼒需給のピークコントロールが可能となる
定置⽤リチウムイオン蓄電池の導⼊を⽀援

 エネルギー価格の⾼⽌まりを背景に、家庭等におけるエネルギーコスト対
策として、需要側で電⼒需要を削減するピークコントロールに対する社
会的関⼼やニーズが⾼まってます。

本事業では、家庭等に設置される定置⽤リチウムイオン蓄電池の導⼊
時の費⽤を補助することで蓄電池の普及拡⼤を⽬指します。

国 ⺠間団体等 設置者
補助（2/3・1/3以内）

※補助率：機器購⼊費と⽬標価格との差額の2/3もしくは1/3以内
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⺠⽣⽤燃料電池（エネファーム）導⼊⽀援補助⾦
平成2６年度補正予算額 222.0億円

資源エネルギー庁燃料電池推進室
03-3501-7807

事業の内容
事業⽬的・概要
家庭等における省エネを促進するため、2009年から世界に先駆けて本
格販売が開始された家庭⽤燃料電池（「エネファーム」）の普及拡⼤
と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。

特に、既設給湯器の取り外しや廃棄等の追加コストがかかるなどの理由
から普及が遅れている既築住宅向けへの導⼊を重点的に促進すること
で、エネファームによる省エネ等の家庭部⾨への広い波及を⽬指します。

成果⽬標
家庭の省エネ及び光熱費削減に向けて既築住宅を含め住宅への家庭
⽤燃料電池の普及を加速することにより、2020年までに140万台普
及させる⽬標の達成を⽬指します。

国 設置者
補助(1/2)補助

⺠間団体等

事業イメージ

家庭⽤燃料電池システム「エネファーム」【出典】パナソニック

燃料電池のエネルギー効率

エネファーム模式図⼾建住宅⽤ 集合住宅向け

 家庭⽤燃料電池は化学反応によ
り直接電気と熱を発⽣させるため
⾼効率。

 また、分散型電源のため送電ロス
が少なく、電気に加えて熱を有効
に利⽤するため、総合エネルギー
効率が⾮常に⾼い。

省エネルギー

ＣＯ２削減

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
対象者
・家庭⽤燃料電池を設置する者
・リース等により家庭⽤燃料電池を提供する者
補助率
従来型給湯器との価格差の1/2＋設置⼯事費の1/2

補助上限額
・PEFC：30万円※１ 、SOFC：35万円※２

・既築住宅は、設備除去等に係る追加コスト分を⼀部上乗せ
※１：固体⾼分⼦形。排熱回収効率が⾼く起動停⽌が⽐較的容易。
※２：固体酸化物形。発電効率が⾼く本体も⼩型。
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省エネルギー関連予算について
■ エネルギーコストが上昇する中で産業部門を始めとする省エネ投資を促進することは
経済の活性化の観点からも重要。また、エネルギー消費量の増加が著しい家庭・オフィ
ス、運輸部門での省エネルギーを強化することが必要。

主な平成２７年度当初予算案

平成２７年度の主な省エネルギー関連当初予算案について

エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金
【２６．１億円（２４億円）】

省エネ設備や一部のトップランナー機器の導入を促進するため、民間金融機関等から融資
を受ける事業者に対し、利子補給を行う。事業実施に当たっては地域金融機関等との連携を強
化し、地域の中小・中堅企業等の積極的な省エネ投資を後押しする。

省エネルギー対策導入促進事業費補助金 【５．５億円（５．５億円）】

中小・中堅事業者等に対し、省エネ・節電ポテンシャルの導出をはじめとした診断事業等を
実施するとともに、診断事業で得られた事例や省エネ技術を様々な媒体を通じて情報発信する。

中堅・中小企業における省エネ取組の推進

住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 【７．６億円（７６億円）】

エネルギー消費量が増大している住宅・ビルの省エネ化を推進するため、ZEHの導入及びZEB
実現に向けた先進的省エネルギー建築物の導入を支援する。また、既築住宅・建築物の断熱性
能向上を図るため、高性能な断熱材や窓等の導入を支援する。

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

住宅・建築物の省エネ対策推進

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 【４１０億円（４１０億円）】

工場・事業場等における省エネ設備・システムへの入替や製造プロセスの改善等の改修によ
り省エネや電力ピーク対策を行う際に必要となる費用を補助する。また、工場間で一体となっ
た省エネの取組を支援対象に加える。

産業・業務部門における省エネ設備等の導入促進

戦略的省エネルギー技術革新プログラム 【７５億円（９３億円）】

開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術について、シーズ発掘から事業化
までフェーズに応じて支援を行う提案公募型研究開発を戦略的に実施する。
事業化を見据えた企業に対し、多段階競争選抜方式（ステージゲート方式）
の審査の導入により目標達成を徹底させ、革新的技術の実用化を推進する。

省エネルギー技術開発の一層の推進

超高性能真空断熱材

ZEH ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物

運輸部門における省エネ対策推進

省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金 【５１．１億円（５０．１億円）】
荷主・運輸部門の省エネを推進するため、トラックドライバーのエコドライブ促進による省エネル

ギー化実証事業や革新的な省エネルギー型海上輸送システムの実証事業などを行い、得られた
データを活用・分析し、その効果を展開することで、効果的な省エネ対策の普及に繋げる。

※【】は平成２７年度当初予算案額、（）は平成２６年度予算額 42



エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援補助⾦
平成2７年度予算案額 410.0億円（410.0億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 事業者

補助（1/2,1/3）

事業イメージ

事業⽬的・概要
⼯場・事業場等における⾼効率設備・システムへの⼊替や製造プロセス
の改善等の改修により省エネや電⼒ピーク対策を⾏う際に必要となる費
⽤を補助します。

 エネルギー管理⽀援サービス事業者を活⽤した更なる省エネの取組や
電⼒のピーク対策についても⽀援します。

 さらに、⼯場間で⼀体となった省エネの取組についても⽀援の対象としま
す。

成果⽬標
平成10年からの事業であり、申請時に計画された省エネ量が実績値と
しても100％を超えて確実に達成されることにより、事業者等におけるエ
ネルギーコストの削減を⽬指します。
※省エネルギー⼩委員会での中間的整理（案）（平成26年12⽉25⽇）
も踏まえつつ、効果的な⽀援のあり⽅について検討を⾏います。

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

⺠間団体等

補助

⾼効率コンプレッサー 最新型ターボ冷凍機

省エネ・電⼒ピーク対策のための⾼効率設備・システムへの
⼊替や製造プロセスの改善等の改修事業

エネルギー管理⽀援サービス事業者を活⽤した
更なる省エネの取組

エネルギー管理⽀援
サービス事業者

（エネマネ事業者）
ＥＭＳによるエネ
ルギー管理

エネルギー
利⽤情報

需要家

省エネ・電⼒ピーク
対策設備導⼊

⼯場間で⼀体となった省エネの取組の事例
（複数⼯場にまたがる⽣産ラインの集約、コンビナート内の連携）

A⼯場

B⼯場

上
⼯
程

廃⽌

集約
新設

下
⼯
程

存続
A製品
出荷

B製品
出荷

 補助対象者
全業種、事業活動を営んでいる法⼈及び個⼈事業主

 補助率
①省エネ設備導⼊、電⼒ピーク対策、⼯場間で⼀体となった省エネの取組1/3以内
②エネマネ事業者を活⽤した事業1/2以内
※エネマネ事業者：エネルギー管理⽀援サービスを通じて⼯場・事業場等の省エネルギー事業を

⽀援する事業者。
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事業イメージ事業の内容

エネルギー使⽤合理化特定設備等導⼊促進事業費補助⾦
平成2７年度予算案額 26.1億円（24.0億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

事業⽬的・概要
省エネ投資を⾏いたくても、⼗分な資⾦調達ができずに⼆の⾜を踏ん
でいる事業者の省エネ投資を⽀援します。

具体的には、省エネルギー設備の導⼊や⼀部のトップランナー機器の
設置を⾏う事業者に対し、⺠間⾦融機関等から受けた必要な資⾦
の貸付の利⼦補給を⾏います。

事業の実施に当たっては、地域⾦融機関等と連携し、省エネに積極
的に取り組む地域の中⼩・中堅企業の省エネ投資を⽀援します。

成果⽬標
平成24年度からの事業であり、平成27年度は補助対象となる貸付け
を⾏う指定⾦融機関の数を前年度（22⾏）以上とすることにより、地
域⾦融機関等と連携して⾦融⽀援を⾏い、地域の中⼩・中堅企業の
省エネ投資の増加を⽬指します。

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

省エネルギー設備の導⼊

トップランナー機器の設置

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間事業者等
定額

（利⼦補給⾦1.0%以内）

⺠間団体等
補助

⾼効率ターボ冷凍機

トップランナー機器の例

複写機 業務⽤冷蔵庫⺠間⾦融機関等

貸付
返済
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省エネルギー対策導⼊促進事業費補助⾦
平成2７年度予算案額 5.5億円（5.5億円）

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業イメージ事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

⼯場・オフィス
ビル等

事業⽬的・概要
診断事業 中堅・中⼩事業者等に対し、省エネ・節電診断事業等
を無料で実施します。また、省エネ運転調整等のチューニング診断や
省エネ設備投資の相談体制や診断後のフォローアップを強化すること
で、より円滑に省エネ・節電の取組が進むよう⽀援します。

講師派遣事業 地⽅公共団体等が参加費無料で開催する省エネ
等に関する説明会やセミナー等に、省エネルギー及び節電の専⾨家を
無料で派遣します。

省エネ情報提供等事業 中⼩企業者の省エネ活動を⽀援するため
に、具体的な省エネ診断事例や省エネ技術を様々な媒体を通じて情
報発信します。

成果⽬標
平成16年からの事業であり、地域の中堅・中⼩事業者等に対して省
エネ・節電診断等を無料で実施し、診断の結果、提案された省エネの
取組の８割以上※が実施されることを⽬指します。
※（省エネ実施量／診断時において提案した省エネ量）で算出

地⽅公共団
体等

診断事業

講師派遣事業・省エネ情報提供等事業

国 ⺠間団体等

補助
専⾨家派遣

講師派遣

（診断レポートの⼀部）
（照度測定⾵景）

（省エネ診断の例）

（説明会の様⼦） （ポータルサイトでの事例紹介）

オフィスの空調の運⽤改善
⼯場の廃熱の有効利⽤ 等
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住宅・ビルの⾰新的省エネルギー技術導⼊促進事業
平成2７年度予算案額 7.6億円（76.0億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
補助

（1/3〜2/3）

事業イメージ

事業⽬的・概要
 【ZEB実証事業】
ZEB（※）の実現と普及拡⼤を⽬指し、その構成要素となる⾼性能
建材や⾼性能設備機器等の導⼊を⽀援します。

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
：年間の１次エネルギー消費量がネットでゼロとなる建築物

 【既築住宅・建築物における⾼性能建材導⼊促進事業】
既築住宅・建築物の抜本的な省エネルギーを図るため、既築住宅・建
築物の改修において、⼀定の省エネルギー性能を満たす⾼性能な断熱
材や窓等の導⼊を⽀援し、その市場拡⼤と価格低減効果を狙います。

成果⽬標
 【ZEB実証事業】
平成24年度から平成28年度までの5年間の事業であり、2020年まで
のZEB実現を⽬指します。

 【既築住宅・建築物における⾼性能建材導⼊促進事業】
平成25年度から平成28年度までの4年間の事業であり、同事業期間
中に⾼性能建材の約2割の価格低減を⽬指します。

産業技術環境局 ⼤学連携推進室
03-3501-0075

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
製造産業局 住宅産業窯業建材課
03-3501-9726（省エネルギー対策課）

補助

既築住宅・建築物における⾼性能建材導⼊促進事業

⺠間団体等 設置者国

ＺＥＢ実証事業

天井・壁・床等
の断熱改修

ガラスの交換 窓の取替え

※ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の導⼊⽀援を含め、平成26年度補正予算事業(150.0億円)を実施。
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省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助⾦
平成2７年度予算案額 51.1億円（50.1億円）

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課

事業の内容 事業イメージ

国⼟交通省総合政策局環境政策課
03-3501-9726（省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課）

補助（1/2）
国

⺠間
団体等 事業者

補助
（1/2,1/3）補助

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的・概要
東⽇本⼤震災以降、省エネルギー対策の抜本的強化が必要となる
中で、我が国の最終エネルギー消費の約２割を占める運輸部⾨の省
エネルギー対策を進めることは重要です。

中でも、⾃動⾞、海事の各運輸分野について、省エネルギー化のため
の先⾏事業を⾏い、その成果を展開することで、効果的な省エネル
ギー対策の普及を図ります。

成果⽬標
平成25年度から平成27年度までの3年間の事業であり、2020年
度までに当該補助事業及びその波及効果によってエネルギー消費量
を原油換算で約110万kL削減することを⽬指します。

Ⅰ．トラックドライバーのエコドライブ促進による
省エネルギー化の実証事業

 トラックドライバーに着⽬したエコドライブの効果を実証するため、トラック
運送事業者が専⾨のコンサルタント会社からエコドライブ指導を受ける
ために必要な経費等を⽀援し、エコドライブによるトラック輸送の省エネ
ルギー化を促進します。

Ⅱ．新型のＤＰＦ装置装着⾞への移⾏による
トラック運送の省エネルギー化

新⻑期規制に対応するディーゼルトラックを使⽤しているトラック運送
事業者に対し、ポスト新⻑期規制対応⾞への買換えに要する経費の
⼀部を補助することにより、省エネルギー化を促進します。
※DPF（Diesel Particulate Filter)：ディーゼルエンジンの
排気ガス中の粒⼦状物質を減少させるフィルター

Ⅲ．⾰新的な省エネルギー型海上輸送システムの実証事業

⾰新的技術の導⼊による船舶と運⾏システムの省エネルギー化を⽬
指した実証事業の実施に要する経費の⼀部を補助することにより、⾰
新的技術を内航船に確実に普及させ、海上輸送システム全体として
の省エネルギー化を促進します。
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戦略的省エネルギー技術⾰新プログラム
平成2７年度予算案額 75.0億円（93.0億円）

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課
03-3501-9726

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 企業
⼤学等

補助
（2/3、1/2）

事業イメージ

事業⽬的・概要
第４次エネルギー基本計画にも記載のあるように、本事業において、
「業種横断的に、⼤幅な省エネルギーを実現する⾰新的な技術の開
発を促進」していきます。

具体的には、開発リスクの⾼い⾰新的な省エネルギー技術について、
シーズ発掘から事業化まで⼀貫して⽀援を⾏う提案公募型研究開
発を戦略的に実施します。

産学官連携による成果重視の研究開発を⼀層促進するため、ステー
ジゲート審査の導⼊により⽬標達成を徹底し、事業化を⾒据え、企
業の参画と⾃⼰負担を求めることで、⾰新的技術の実⽤化を着実に
進められる有望テーマの⽀援を推進します。

成果⽬標
平成24年度から平成33年度までの10年間の事業であり、本事業
を通じて、省エネルギーの技術開発・普及が拡⼤されることにより、我
が国におけるエネルギー消費量を2030年度に原油換算で1,000万
kL削減することを⽬指します。

ＮＥＤＯ
交付⾦ 超⾼性能

真空断熱材
⾼効率⼩型
蒸気発電機

ハイブリッド
油圧ショベル

開発成果として製品化された事例

48


