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国際的な取組み（京都メカニズム等の活用）国際的な取組み（京都メカニズム等の活用）

○

＜電気事業の主な取組み＞＜電気事業の主な取組み＞

Ⅰ－１９

京都議定書で定められた京都メカニズムを通じたクレジットの獲得を目指した

京都議定書目標達成計画において「民間事業者等が自主行動計画を始めとした自らの
目標を達成するために、自らの負担において自主的に京都メカニズムを活用すること
は、優れた技術による地球規模での排出削減や費用対効果の観点から、積極的に評価
することができる」とされている。

地球規模での温暖化対策に資するとともに、国内対策の補完措置として重要である
との認識の下、京都メカニズムクレジット等の活用に取り組んでいる。

○

1

温室効果ガス削減貢献見込量：約温室効果ガス削減貢献見込量：約2.62.6億t-COCO2程度程度

京都議定書で定められた京都メカニズムを通じたクレジットの獲得を目指した
バイオマス発電、熱効率改善事業および植林事業など、海外で温室効果ガス
削減に資する事業の展開および事業への出資

世界銀行炭素基金(PCF)や我が国の産業界が一体となって参画している日本

温暖化ガス削減基金(JGRF)等へ出資
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電気事業者による海外での温室効果ｶﾞｽ削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ例など

件 名 実施国 概 要

養豚場屎尿由来メタンガス回収・
燃焼プロジェクト

チリ
最新式し尿処理設備により大気中に放出していたメタンを回収・
燃焼する

ルエタイ12.2MW水力発電プロジェ
クト

中国 12.2MWの流れ込み式水力発電所を建設

カンフェン15MW水力発電プロジェ
クト

中国 15MWの流れ込み式水力発電所を建設

ピチット県における籾殻バイオマス
発電プロジェクト

タイ 籾殻を燃料とする発電プロジェクトへの参画

パーム椰子房バイオマス発電事業 マレーシア
新規にパーム椰子房発電プラントを建設し、廃棄されていた椰子

【国連CDM理事会承認プロジェクト例】

Ⅰ－２０

2

パーム椰子房バイオマス発電事業 マレーシア
房を発電用燃料として有効利用

件 名 実施国 概 要
炭鉱メタンガス利用JIプロジェク
ト

ポーランド 炭鉱内に熱電併給設備を新たに設置

ドネツク地方ﾎﾛﾄﾞｩﾅﾔ･ﾊﾞﾙｶ炭鉱
メタン回収利用プロジェクト

ウクライナ 炭鉱メタンを回収し、ガスエンジン発電機で発電

ハオクン水力発電プロジェクト 中国 広西チワン族自治区澄碧河で水力発電所（25.5MW）を建設

【日本国政府承認プロジェクト例】

【各種炭素基金への参加例】

基 金 名 概 要 期間

世界銀行炭素基金（PCF） 世界銀行が設立した信託基金 2000. 4～

日本温暖化ガス削減基金（JGRF） 民間企業３１社、国際協力銀行、日本政策投資銀行が参加 2004.12～



www.***.co.jp電気事業連合会

Ⅱ．省エネ・低炭素社会への転換を目指した．省エネ・低炭素社会への転換を目指した
取組み取組み

3

（１）電気事業者自らの取組み
（２）社会への呼びかけ・提案
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CO2排出抑制に向けた電気事業の取組み

＜需要側におけるエネルギー利用の効率化＞＜需要側におけるエネルギー利用の効率化＞

Ⅱ-(１)-１

・ヒートポンプ、蓄熱式空調、電気自動車等
・国内クレジット制度を活用した省エネルギー・省ＣＯ２活動への参加

省エネルギー 未利用エネルギーの活用

電化の推進、省エネルギー・高効率電気機器の普及

電気事業者は、目標に掲げているCO2排出原単位低減のみならず、自らオフィスビルや自社保有車輌利用

におけるエネルギー消費削減、森林整備等に取組んでいる。

また、お客さまにも省エネ機器導入の働きかけや様々な啓発活動を通じ、CO2の排出抑制を呼びかけている。

4

・河川水、清掃工場や変電所の廃熱等の有効活用

・環境家計簿、省エネ機器の展示会、省エネセミナーの開催

・ヒートポンプ蓄熱式空調／給湯

電気事業者自らの
使用者としての取組み

＜研究開発等＞＜研究開発等＞

研究開発等

クリーンコールテクノロジー、 CO2回収・貯留技術
次世代送配電技術

『供給面』

『需要面』

オフィス利用、自社保有車輌利用における取組み
・電気使用量の削減、電気自動車や低燃費型車輌の導入

ヒートポンプ蓄熱システムなど負荷平準化の推進

省エネルギー・省CO2 PR活動・情報提供

超高効率ヒートポンプ、電気自動車等
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各事業所で環境マネジメントシステムを構築し、
事業所毎に目標を設定

オフィス利用での主な取組みと実績オフィス利用での主な取組みと実績

電気事業では、自ら係わるオフィス利用に伴う電力使用（民生部門に分類）などの削減について、

各社が目標を掲げ、その達成に向け取組んでいる。

Ⅱ-(１)-２

取組み効果取組み効果

オフィスビル等における2009年度の使
用電力量は、電気事業者合計で8.8億
kWhとなり、2000年度から約1.9億kWh
（約19％）削減、CO2排出量では約9万

オフィス利用における具体的取組み

■主な目標（具体的な目標は各社毎に設定）
○電力使用量の削減
○コピー・プリンター用紙の使用量、購入量削減
○水道使用量の削減
○

5

事業所毎に目標を設定 t-CO2削減した。

＜オフィスビル等における電力使用量の推移＞■具体的な取組み内容
○空調の効率運転
○昼休み、時間外等の消灯徹底
○階段利用の励行によるエレベータ使用削減
○社有建物におけるエネルギーマネジメント
○氷蓄熱式空調システムの導入
○業務用高効率給湯機の導入
○太陽光発電設備の導入
○水道バルブの締め込みによる流量抑制
○窓ガラスへの日射遮へいフィルム貼付け など
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■主な目標（具体的な目標は各社毎に設定）
○業務用車輌への電気自動車の導入
○車輌燃料使用量の削減
○低公害車導入率の向上

■具体的な取組み内容

自社保有車輌利用における取組みと実績自社保有車輌利用における取組みと実績

取組み効果取組み効果

自社保有の車輌利用に伴う2009年度の
燃料使用量（ガソリン、軽油）は電気事業
者合計で約2.8万klとなり、2000年度から
約3.7千kl（約12％）、 CO2換算で約9千t-

自社保有車輌利用における具体的取組み

Ⅱ-(１)-３

電気事業では、自社保有車輌の利用に伴う燃料使用（運輸部門に分類）などの削減について、

各社が目標を掲げ、その達成に向け取組んでいる。

6

■具体的な取組み内容
○電気自動車の率先導入（約840台導入済み）
○ クリーンエネルギー車などの低公害・低燃費
型車輌の導入

○ノーマイカーデーの実施
○エコドライブの励行（適正タイヤ空気圧による
運転、アイドリングストップ運転の実施など）

○効率的な車輌運行（乗り合いの実施など）
○石炭センターの集約化などによる物流効率化
○グループ会社全体の共同配送実施による
物流効率化を行い、トラック台数を2割削減

○バイオエタノール3％混合燃料（E3）の実用化
実証事業への協力

2
CO2削減した。

＜自社保有車輌利用に伴う燃料使用量推移＞
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研究開発等の取組み
地球温暖化問題へ対応するため、中長期的な視野に立って、供給面、需要面及び環境保全に

おける技術の研究開発を進めている。

＜クリーンコールテクノロジー＞＜クリーンコールテクノロジー＞

エネルギーセキュリティの確保及び環境保全の観点から、供給安定性や経済性に優れた石炭を高効率
に利用するクリーンコールテクノロジーの開発が必要であり、その一例として石炭ガス化複合発電(IGCC)
の開発に取り組んでいる。

現在、商用機の1/2規模の実証機（出力250MW級）の実証研究に取り組んでおり、2007年9月より本格的
な運転試験を開始し、長時間連続運転試験、耐久性及び経済性の確認を実施した。2010年度は運用特
性、複数炭種の適用性等を検証する予定。

Ⅱ-(１)-４

�

�

【供給面供給面】

7

＜次世代送配電技術（日本におけるスマートグリッド）＞＜次世代送配電技術（日本におけるスマートグリッド）＞

性、複数炭種の適用性等を検証する予定。

＜COCO22回収・貯留技術＞回収・貯留技術＞
本技術は、国内外において温暖化防止対策の有効な革新的技術として位置付けられているが、CCSの
実施に向けては多くの課題も存在。引き続き、CO2回収技術については、コスト低減やエネルギーロス
低減に向けた改良・開発を実施するとともに、CO2貯留技術については、国内外の技術動向調査・評価
を進めていく。

低炭素社会を実現する手段の一つとして、太陽光発電については国が高い導入目標を掲げており、電気
事業では、次世代送配電網の構築に向けて、太陽光発電の大量導入時の電力系統全体への影響評価や
蓄電池を活用した系統安定化対策の検証など、国の協力を得ながら研究開発を推進していく。

�

�
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研究開発等の取組み
地球温暖化問題へ対応するため、中長期的な視野に立って、供給面、需要面及び環境保全に

おける技術の研究開発を進めている。

Ⅱ-(１)-４

【需要面需要面】

＜電気を効率よくお使いいただくための技術＞＜電気を効率よくお使いいただくための技術＞

「 CO2冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）」について、省エネルギーやCO2排出抑制による環境保全を

より一層推進するため、高効率化などの技術開発を推進するとともに、その他のヒートポンプ技術や蓄熱・
蓄電利用技術についても高効率化、コンパクト化に向けて取組む。

�

一般家庭におけるエネルギーマネージメントによって、快適性を損なうことなく省エネルギーや負荷平準化
の実現を目指し、国のスマートメーター実証事業等により、効果の検証を進めていく。

�
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＜より便利に電気をお使いいただくための技術＞＜より便利に電気をお使いいただくための技術＞

電気自動車は、ガソリン車と比較してCO2排出量を大幅に抑制できるなど環境性が高く、近年のリチウムイ
オン電池の性能向上などを背景に、各自動車メーカーでは本格的な普及に向けた開発が進められ、2009
年度から従来より大幅に性能が向上した新世代の電気自動車などが、市場投入されている。電気事業とし
ても、走行実証試験や急速充電器の開発・国内外での標準化等に取り組むとともに、業務用車輌への電
気自動車やプラグイン・ハイブリッド車の導入を進めている。

�
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森林の活用・整備等の取組み

Ⅱ-(１)-５

＜森林保全・植樹等の取り組み事例＞＜森林保全・植樹等の取り組み事例＞

○尾瀬戸倉山林(16,000㌶)の森林管理・保全
○社有林を活用した市民参加型森林活動「森への招待状」
○100万本の植樹(九州ふるさとの森づくり)
○郷土の森の復元(「残波しおさいの森」づくり)

○お客さま(学校など) 苗木 配布 植樹

○ 電気事業では、社有林、発電所の緑地の整備をはじめ、各地での植樹および森林
整備活動への協力などを行っています。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆様との植樹活動

9

○お客さま(学校など)への苗木の配布・植樹

○植林ボランティアへの参加

○水源涵養を目的とした社有林の維持管理

○森林基金などへの拠出

○森林保全指針の制定

○間伐材の有効利用や里山再生へ貢献する
印刷用紙の環境報告書等への使用

＜国内材等の活用事例＞＜国内材等の活用事例＞

○間伐材の環境報告書・うちわ等への利用
○流木の活用(建築用材料や造園・ガーデニング資材等)
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CO2以外の温室効果ガス排出抑制への取組み

Ⅱ-(１)-６

SF6

○電気事業から排出されるCO2以外の5つの温室効果ガスが温暖化に及ぼす影響は、
同じく電気事業から排出されるCO2による影響の1/310程度ですが、以下の対策に
より排出を極力抑制するよう努めています

優れた絶縁性能・消弧性能・人体に対して安全かつ安定という特徴を持つことから
ガス遮断器等に使用しているSF6については、設備がコンパクトに構成でき、安全

性、環境調和、代替に有効なガスが見つかっていない等の理由から今後とも継続
的に使用しますが、排出抑制とリサイクルを念頭においた自主行動計画に基づい
て、今後とも高い水準で大気への排出を抑制します

10

HFC

PFC

N2O

CH4

空調機器の冷媒等に使用されているHFCについては、今後とも規制対象フロンか
らの代替が進むと予想されますが、機器設置・修理時の漏洩防止・ 回収・再利用
に努め、極力排出を抑制します

一部の変圧器で冷媒等に使用されているPFCは液体のため、回収・再利用が容易
であり、通常時はもちろん、機器廃棄時にも外部への排出はありません

火力発電所における燃料の燃焼に伴い排出するN2Oについては、発電効率の向上
等に取り組むことで極力排出を抑制します

火力発電所における燃料の燃焼において、未燃分として排出されるCH4は、排ガス

中濃度が大気中濃度以下であることから、実質的な排出はありません
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Ⅱ．省エネ・低炭素社会への転換を目指した．省エネ・低炭素社会への転換を目指した
取組み取組み

11

（１）電気事業者自らの取組み
（２）社会への呼びかけ・提案
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エコキュートの給湯システム概要図

Ⅱ-(２)-１

大
気
熱

２
以
上

電気
１

１＋２以上

= ３以上

電気エネルギー １ 大気熱 ２以上 得られる給湯エネルギー ３以上※
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エコキュートエコキュート

東京電力、㈱デンソー、(財)電力中央研究所の共同研究により､世界で初めて実用化に成功した家庭用自然
冷媒（CO2）給湯機。2001年度から給湯器メーカーより販売。従来型の燃焼式給湯器に比べ大幅な省エネ効果、
CO2の排出抑制にもつながる。
割安な夜間の電気を使用するため、ランニングコストも安価。

※年間給湯効率APFの評価

エコキュートの累積普及台数（2010年3月末）：225万台（約160万t-CO2の削減量）
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排出抑制効果の定量的評価（エネルギー利用の効率化）

( )：2009年度の設備別 利用可能な

ヒートポンプ
COP4

＜電気のPS to Home (PS:発電所)＞

100の化石燃料を投入して、264のエネルギーを利用することが可能

Ⅱ-(２)-２

大気熱198

13

Home原子力

水 力

発電ロス55

7( 9％)

送配電ロス等7

264

45(61％)

＜発電時＞

発電電力量比率

電気 66

エネルギー

お客さまサイドの取り組み

非化石ｴﾈﾙｷﾞｰ
PS

(発電所)

化石燃料
100
PS

(発電所)

Ｃ
Ｏ
２
排
出

21(29％)

火力

※LHV基準
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民生部門（業務・家庭）の従来型の空調・給湯、産業部門の燃焼式の空調・加温等
をすべてヒートポンプ式に置き換えると、我が国全体で1.4億t-CO2／年のCO2抑制
が可能（電力部門は年間約4千万t-CO2の排出増だが、民生・産業部門は年間約
1.8億t-CO2の排出減）。

ヒートポンプによるCO2排出抑制の可能性

＜ヒートポンプによる＜ヒートポンプによるCOCO22排出抑制効果＞排出抑制効果＞

Ⅱ-(２)-３

（試算（財）ヒートポンプ・蓄熱センター）

○

これは、2008年度の日本のCO2排出量（12.14億t-CO2）の１割以上に相当。○

24,000

14

現状システムにおける
CO2排出量（2002年度実績）

民生部門・産業部門にヒートポンプ
が普及した場合のCO2排出量

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

産業部門
業務用給湯
業務用空調
家庭用給湯
家庭用暖房

CO2排出抑制ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
約1.4億t-CO2
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○

＜環境家計簿＞＜環境家計簿＞

○

電気事業では、お客さまが省エネルギーに取り組む際に役立つ情報の提供や、

エネルギー診断による対策の提案など、お客さまの省エネルギー推進に資する

取組みを積極的に展開。

Ⅱ-(２)-４

社会への呼びかけ・提案（環境家計簿）

2007年度から電力業界を挙げた取り組み
として、「見える化」の一環として、利用拡

15

○

大に取り組んでいる

電気事業連合会のHPに各社の環境家計
簿へのリンクを設定

各電力会社が、営業所などの窓口をはじ

め、ホームページ、検針票などを用いて、

社員の参加者を拡大するとともに、お客さ

まへの積極的な参加の呼びかけ

○

関西電力(株)環境家計簿「エコｅライフチェック」
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その他民生部門への貢献（お客さまへの啓発活動等）

項 目 概 要 等

高効率給湯機エコキュートの普及
2010年3月末累積普及台数225万台。約160万t-CO2の削減に相当す
ると試算

環境家計簿の実施
（参加人数：約7万人以上）

電気やガス等の使用量入力により、排出されるＣＯ２量を自動計算し
グラフ化したものをご覧頂き、省エネ意識、温暖化防止意識を啓発

省エネ宣言の実施
（宣言人数：39万人以上）

家庭で取り組む温暖化防止行動をＨＰやＦＡＸにてお知らせ（宣言）し
て頂く。参加人数に応じて小学校などに苗木を寄贈。

環境エネルギー教育
（参加人数：約20万人）

小学校等に講師を派遣し、環境エネルギー教育、効率的な電気利用
の教室など省エネルギーの啓発活動を実施

Ⅱ-(２)-５

16

お客さまへの省エネコンサルティング・
省エネ提案の展示会の開催

（参加人数：約40万人）

展示会では冷蔵庫やエアコンの上手な使い方やテレビの待機電力な
どを紹介し、省エネ情報を提供。また、お客さま宅へ訪問し、電気機器
のアンペア測定や契約・省エネアドバイスを実施。

省エネに繋がる家電製品の
利用方法紹介

家電機器の上手な使い方や選び方などの省エネ情報をテレビ・ラジオ
のＣＭ放送で紹介

全戸配布広報誌等での環境・
省エネ情報の提供

省エネ啓発ＰＲ冊子、環境レポートなどで省エネ情報を提供

ホームページでの啓発活動
「省エネルギー度チェック」や「おトクな家電製品の使い方・選び方」な
ど、ホームページを活用して省エネルギーに関する情報を提供

検針票での省エネ啓発 電気の検針票に前年同月実績を記載し、省エネを啓発
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電気自動車について

Ⅱ-(２)-６

電力業界は、2020年度までに10社合計で約1万台の電気自動車（プラグイン・ハイブリッド車を
含む）を業務用車輌として導入する計画。

○ 日本全国の軽自動車をガソリン車から電気自動車に置き換えた場合のCO2排出量を導入前後
で比較すると、我が国全体では約2,600万t-CO2／年のCO2排出抑制が可能（電力部門は年間
約1,400万t-CO2の排出増だが、運輸部門は年間約4,000万t-CO2の排出減）。

○

ＣＯ２排出抑制ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙＣＯ２排出抑制ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

40

＜電気自動車によるＣＯ２排出抑制効果試算例（軽自動車）＞

17

【電気自動車の特徴】

◎ CO2排出量が少ない
※（ガソリン車の３割程度）

◎ 総合効率※が高い（エネルギー投入量がガソリン車の３割程度）

◎ 燃料費が安い（ガソリン車の３割程度以下）

◎ 都市環境の改善（排気ガスがない、騒音が小さい など）

※「CO2排出量」、「総合効率」はエネルギーの生産・供給・消費
までの全体を通しての評価

軽自動車（燃費19.2km/L）を電気自動車（交流電力量消費率125Wh/km）

が代替したとして、

国土交通省「自動車輸送統計年報 平成20年度」エネルギー消費量を

用いて電気事業連合会にて試算
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ＣＯ２排出抑制ﾎ ﾃﾝｼｬﾙ
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排出抑制 ﾃ ｬ
約２６百万ｔ-ＣＯ２

現状における軽自動車からのＣＯ２排出量
（2008年度推定値）

全ての軽自動車が電気自動車に
置き換わった場合のＣＯ２排出量

旅客軽

貨物軽

旅客軽

貨物軽
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Ⅲ．長期的視点に立った地球温暖化問題への対応．長期的視点に立った地球温暖化問題への対応
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長期的視点に立った地球温暖化問題への対応

Ⅲ－１

◆◆ 20202020年度までに原子力を中心とする非化石エネルギー比率年度までに原子力を中心とする非化石エネルギー比率 5050％％

20202020年度の電力年度の電力1010社計のＣＯ社計のＣＯ２排出原単位排出原単位 0.33kg0.33kg-COCO2/kWh/kWh程度程度を目指すを目指す

＜具体的な取組み＞＜具体的な取組み＞

供 給 面

20202020年度に向けた電気事業者の取組み年度に向けた電気事業者の取組み

19

◆◆ 年度ま 原子力を中心 する非化 ギ 率年度ま 原子力を中心 する非化 ギ 率

◆ メガソーラーへの取組みや太陽光発電の新たな買取制度への協力メガソーラーへの取組みや太陽光発電の新たな買取制度への協力

◆ 化石燃料利用の高効率化（世界最高効率のｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電の導入や石炭ガス化複合発電化石燃料利用の高効率化（世界最高効率のｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電の導入や石炭ガス化複合発電
の開発など）の開発など）

◆ COCO２冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）や電気自動車の導入拡大など電化の推進冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）や電気自動車の導入拡大など電化の推進

需 要 面

◆ APPAPP活動や石炭火力設備診断等を通じて、途上国への日本の電力技術の移転・供与により活動や石炭火力設備診断等を通じて、途上国への日本の電力技術の移転・供与により
低炭素化を積極的に支援低炭素化を積極的に支援

国際的な取組み国際的な取組み
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Ⅲ－２

＜ＣＯ＜ＣＯ２排出原単位実績と見通し＞排出原単位実績と見通し＞
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

0.33程度

柏崎刈羽原子力発電所をはじめ、
近年の原子力トラブルが無く順調に
稼働していたとした場合、2009年度の
原単位は0.357ｋｇ-CO2/kWh程度

0.30

0.32

0.34
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電気事業者としては、低炭素社会を実現するための鍵は、「電化の推進」である電気事業者としては、低炭素社会を実現するための鍵は、「電化の推進」である
と考えており、低炭素化の実現、社会全体のと考えており、低炭素化の実現、社会全体のCOCO2の大幅削減に寄与するために、の大幅削減に寄与するために、
20502050年に向けて長期的に、系統電力の一層の低炭素化とエネルギー需給構造年に向けて長期的に、系統電力の一層の低炭素化とエネルギー需給構造
の電力シフトに最大限の努力を重ねていく。の電力シフトに最大限の努力を重ねていく。

20502050年に向けた電気事業者の取組み年に向けた電気事業者の取組み


