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2030年に向けた政策対応のポイント 【需要サイドの取組】

⚫ 徹底した省エネの更なる追求

➢ 産業部門では、エネルギー消費原単位の改善を促すベンチマーク指標や目標値の見直し、「省エネ技術戦略」の
改定による省エネ技術開発・導入支援の強化などに取り組む。

➢ 業務・家庭部門では、2030年度以降に新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能
の確保を目指し、建築物省エネ法による省エネ基準適合義務化と基準引上げ、建材・機器トップランナーの引
上げなどに取り組む。

➢ 運輸部門では、電動車・インフラの導入拡大、電池等の電動車関連技術・サプライチェーンの強化、荷主・輸
送事業者が連携した貨物輸送全体の最適化に向け、AI・IoTなどの新技術の導入支援などに取り組む。

⚫ 需要サイドにおけるエネルギー転換を後押しするための省エネ法改正を視野に入れた制度的対応の検討

➢ 化石エネルギーの使用の合理化を目的としている省エネ法について、非化石エネルギーも含むエネルギー全体の
使用の合理化や、非化石エネルギーの導入拡大等を促す規制体系への見直しを検討。

→事業者による非化石エネルギーの導入比率の向上や、供給サイドの変動に合わせたディマンドリスポンス等の
需要の最適化を適切に評価する枠組みを構築。
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改正省エネ法の概要
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➢ 省エネ法の「エネルギー」の定義を拡大し、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合
理化を求める。

➢ 電気の一次エネルギー換算係数は、全国一律の全電源平均係数を基本とする。

①エネルギーの使用の合理化の対象範囲の拡大 【エネルギーの定義の見直し】

➢ 特定事業者等に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画及び非化石エネル
ギー使用状況等の定期の報告を求める。

➢ 電気事業者から調達した電気の評価は、小売電気事業者（メニュー）別の非化石電源比率を
反映する。

② 非化石エネルギーへの転換に関する措置 【新設】

➢ 再エネ出力抑制時への需要シフト（上げDR）や需給状況が厳しい時間帯の需要減少（下げ
DR）を促す枠組みを構築。

➢ 電気事業者に対し、電気需要最適化に資する料金体系等の整備に関する計画作成を求める。

➢ 電気消費機器（トップランナー機器）への電気需要最適化に係る性能の向上の努力義務

③ 電気の需要の最適化に関する措置 【電気需要平準化の見直し】

⚫ 2050年CNに向けて、①更なる省エネの深掘り、②需要サイドでの非化石エネルギーへの転換、③太陽光
等変動再エネの増加などの供給構造の変化を踏まえた需要の最適化が重要であることを踏まえ、2022年5
月に省エネ法を改正し、以下の措置を講じている。

2022年9月28日 総合資源エネル
ギー調査会 基本政策分科会 資料
一部加工
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【参考】エネルギーミックスにおける非化石電気

第６次エネルギー基本計画 「2030年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）」（抜粋）

2030年度におけるエネルギー需給見
通しについての基本的考え方

新たな2030年度におけるエネルギー
需給の見通しは、2030年度に温室
効果ガスを2013年度から46%削減
することを目指し、更に、50%の高みに
向けて挑戦を続けることを表明したこと
を踏まえ、46%削減に向け徹底した
省エネルギーや非化石エネルギーの拡
大を進める上での需給両面における
様々な課題の克服を野心的に想定し
た場合に、どのようなエネルギー需給の
見通しとなるかを示すもの。
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ヒアリングでいただいたご意見（抜粋）

【投資家サイド】 【事業者サイド】

⚫ 比較する上での前提条件の明記
…非化石エネルギー使用割合等、別業種同士では単
純に横比較できない項目について、それがわかるように
前提となる条件を明記してほしい。

⚫ 他制度の開示情報との相違点の明確化
…省エネ法におけるエネルギー等の算出方法をHP等
で明示してほしい。

⚫ エネルギーコストの類推可能性の懸念
…エネルギー総使用量等から、エネルギーコストが類
推されてしまう懸念がある。

⚫ 非化石転換における地域性の考慮
…DRの取組や非化石電力購入については、地域性
に配慮した開示を行ってほしい。

⚫ その他定性的な取組情報の開示
…副生エネルギーの有効利用等、報告数値上に表れ
ない取組についても開示の対象としてほしい。

⚫ 横比較可能なフォーマット
…一覧性のある開示フォーマットとすることで、開示され
た数値を同業種内で横比較を行えるように。

⚫ 判断材料となる周辺情報の充実
…産業別ベンチマーク等、開示された数字を見る上で
判断の材料となる周辺情報の開示を行う。

⚫ 迅速な公表
…報告書受領から開示までの期間をできる限り短縮
してほしい。

⚫ 他制度における開示情報との接続性
…例えば温対法における企業ごとのCO2排出量情報
とともに開示を行ってはどうか。

⚫ 開示の促進
…開示に応じた事業者に対するインセンティブの検討
が必要ではないか。
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任意開示項目案（２）

直近５年度間の原単位 ◎ 開示事項302-3 エネルギー原単位

５年度間平均原単位変化 ◎
直近５年度間の電気需要最適化原単位 ○
５年度間平均電気需要最適化原単位変化 ○
電気の非化石転換に関する目標・報告 ◎ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

目安設定業種における非化石転換に関する
目標・報告

◎ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

その他任意に設定する非化石転換に関する
目標・報告

○ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

合理化 原単位が改善しなかった理由等 ○ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

最適化 最適化原単位が改善しなかった理由等 ○

非化石転換
非化石エネルギーへの転換に関する指標の
状況が改善しなかった理由

○ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

第６表

ベンチマーク指標の状況

ベンチマーク

（合理化） ベンチマーク指標の状況 ◎ 開示事項302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減

第７表

ベンチマーク指標の参考情報

ベンチマーク

（合理化）

ベンチマーク指標の算出に当たる参考情報
等

○ 開示事項302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減

第８表

判断基準の遵守状況

合理化 判断基準の遵守状況 開示事項2-27 法規制遵守

合理化
エネルギーの使用の合理化に関するその他
の取組

○
開示事項2-22

開示事項302-
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持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

エネルギー消費量の削減

最適化
電気の需要の最適化に資するその他の取
組

○

非化石転換
非化石エネルギーへの転換に関するその他
の取組

○ 開示事項2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明

第１０表

指定工場一覧

事業者情報 指定工場一覧 開示事項2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体

第１１表

未指定工場一覧

事業者情報 未指定工場一覧 開示事項2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体

基礎排出量及び調整後排出量 ◎ 開示事項305-1 直接的なＧＨＧ排出（スコープ1）

排出量算定に係る参考情報
Jクレジット等の認証排出削減量 ○

第９表

その他の取組

※自由記述欄

最適化

合理化

温対法関連
第１２表

温対法情報

非化石転換

第４表

合理化/最適化/非化石転換

の評価

第５表

第４表の評価が

改善されなかった理由





御静聴ありがとうございました

＜参考＞
・省エネ政策について（省エネポータルサイト）出典：資源エネルギー庁ＨＰ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving and new/saving/index.html

・各種支援制度について 出典：資源エネルギー庁ＨＰ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving and new/saving/enterprise/support/

・改正省エネ法について 項以上等判断基準ワーキンググループ 出典：資源エネルギー庁ＨＰ
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene shinene/sho energy/kojo handan/

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
TEL:03-3501-9726




