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Cities as Climate Action Actors 
Increasing Expectation in COPs 

Paris Agreement = “From Negotiation to Implementation”

COP21: Lima-Paris Action Agenda（リマ＝パリ・アクション・アジェンダ）

COP22: Global Climate Action Agenda（グローバル気候行動）

COP23: Global Climate Action Agenda

Cities and Sub-
National 
Government play 
critical role in 
bringing about a 
solution to climate 
crisis.

Cities can help 
reduce emissions
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気候変動対策の担い手としての都市～ＣＯＰにおける期待の高まり～



 December 4th ､2015 at Paris City Hall
 Biggest ever climate summit for cities    with UN, C40, ICLEI, UCLG
 More than 400 mayors attended
 “Paris City hall Declaration” expressed support for Paris Agreement

Your example can inspire national governments to act more boldly.
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Cities, Sub-Nationals Accelerate Moves



Cities as Key to Climate Actions
 Cities account for over 67 % of 

energy-related GHG, which is expected 
to rise to 74 % by 2030. (World Bank)
Cities and Climate Change: An Urgent Agenda – 2009 World Bank Group

 75% of global energy consumption 
occurs in cities.80% of Greenhouse 
gas emissions that cause global 
warming come from cities.
(UN-HABITAT)

 The world’s 50 largest cities generate 
about 2.6 billion t CO2 annually, next 
to China and United State. （C40)

“Cities and Climate Change” 
2009 the World Bank

“Climate Actions in Megacities” 
2011 C40 & Arup
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California, Los Angels, New York, 
Pittsburgh, ･･･More than 240 states and cities 
declared “We are still in” Paris Agreement 



City-to-City Cooperation 
between Tokyo and Iskandar in Johor State
 Support Development of MRV System in ISKANDAR region 

based on Tokyo Carbon Reduction Reporting Program
 A part of  ‟Asia Low Carbon Study Project for realizing Low 

Carbon Society” (MoE JCM Project)  conducted by IGES and 
MIZUHO Information & Research Institute
東京都の地球温暖化対策報告書制度をもとにイスカンダル地域における建築物排出量
測定報告制度の導入を支援

環境省の「アジアの低炭素社会実現のためのアジア低炭素社会研究プロジェクト」として
、ＩＧＥＳ、みずほ情報総研等とともに実施

5ジョホール州環境局長・イスカンダル地域自治体幹部のハイレベル研修（2017年1月）



February, 2015     Staff level workshop in ISKANDAR
イスカンダルでの実務者研修（2015年2月）

June, 2015            Staff level workshop in Tokyo
東京での実務者研修（27年6月）

January 2017 High level workshop in Tokyo  
ジョホール州環境局長・イスカンダル地域自治体幹部のハイレベル研修（2017年1月）
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City-to-City Cooperation 
between Tokyo and Iskandar in Johor State

イスカンダル開発区（ジョホール州）と東京都の「都市間協力」



2002 2005 2010

Carbon Reduction Reporting 
Program (Mandatory Reporting
●2002 / Voluntary Reduction)

Started
●2005
Introduced Disclosure system

Tokyo Cap &Trade
(Mandatory Reduction)
●2010 Started

 Large Facilities

Carbon Reduction
Reporting Program
for SMFs

●2010 Started
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Carbon Reduction Reporting Program

 Small & Medium  Facilities

 A program to promote energy efficiency of facilities through mandating 
facility owners to report energy use and plan for reduction 
事業所オーナーにエネルギー使用量とGHG排出量の報告を義務付けることを通して事業所の省エネを促進する制度

 Currently Introduced  / implemented in Approx. 40 cities and prefectures in Japan 
約４０の市及び都府県で導入・実施

<INTRODUCTION PROSESS in TOKYO>

地球温暖化対策計画書・報告書制度

地球温暖化対策計画書制度 キャプ＆トレード制度

地球温暖化対策報告書制度



Target: Small & Medium Facilities（中小規模事業所：約34000事業所）

with Annual Energy Use less than 1500kl (crude oil equivalent)
エネルギーの年間使用量が原油換算で1500Kl未満の事業所等
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Requirement: 
Report annual energy use & plan for reduction
エネルギー使用量と削減対策を提出

 Owners More than 3000 kl ⇒ Mandatory合計3000kl以上の事業者⇒義務提出

 Owners Less than 3000 kl ⇒ Voluntary合計3000kl未満の事業者⇒任意提出

to promote 
• understanding on status of energy use 
• efforts for reductions
エネルギー使用量を把握し、省エネ対策を実施していただくことで、GHGの排出抑制を促進

Carbon Reduction Reporting Program
地球温暖化対策報告書制度



<Menu composition 報告書の構成 >
Other measuresImportant measures

Equipment 
introduction 

measures

Equipment 
maintenance 

measures

Operational 
measures

Energy Use

Organization Organization for tackling global warming countermeasures
地球温暖化対策に取り組む組織体制

Understanding of the use of energy including electricity, gas, 
fuel, city water, sewage water, etc.
電気、ガス、燃料等エネルギーの使用状況

Measures for operation of equipment including thinning of 
lights, adjustment of air conditioner's setting temperature, etc.
照明間引き、空調設定など設備運転による対策

Measures for maintaining efficiency of equipment including 
cleaning, periodic inspection, etc. 
効率を維持するための清掃、定期点検など

Measures for modifying or renewing equipment.
設備の改修・更新による対策

Report No. 1
Information on 
the facility owner
報告書（その１）

(1 sheet) 

Report No. 2
Information on 
individual facilities
報告書（その２）

(3 sheets)

Carbon Reduction Reporting Program
地球温暖化対策計画書・報告書制度

9



<Example：Report No. 2> 例：報告書その２

Basic information on the facility
（事業所の概要）

(Address, total floor area, scope of report, etc.)

Energy use amount (Crude oil equivalent) 
CO2 emissions
Emission intensity
エネルギー使用料、CO2排出量、排出量原単位

Consumption of each energy type

Carbon Reduction Reporting Program
地球温暖化対策計画書・報告書制度
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(Example) 
Outline and energy use amount 
of “individual facilities”
事業所の概要とエネルギー使用量



Name and details of the measure
対策名、対策内容

Problems of current state
現状の問題点等

(Example) 
Measure menu for air 
conditioning management
（例）空調管理のメニュー

Carbon Reduction Reporting Program
地球温暖化対策計画書・報告書制度
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<Merits for Participants >

(1) Visualize Energy Use （見える化による省エネ促進）

• Data are shown graphically by using tools available on the website
• Provide Incentives to Improve Energy Efficiency

(2) Publicize Activities by disclosing reports （公表によるＰＲ効果）

• Widely Disclosed on TMG website, Publicized by using "PR sheet“ by TMG.
(3) Apply for Subsidies and Tax Reduction （省エネ補助金、減税制度）

• Participants become eligible to subsidy programs and tax reduction program

Carbon Reduction Reporting Program

<Merits for Scaling up efficiency >

Through

DATA 
Collection･･･ And, collected data become fundamental for future  

Cap &Trade System

Low Carbon Benchmark 低炭素ベンチマーク

(4)Free Energy Audit, Free Consulting and Seminars
（無料の省エネ診断、アドバイス、セミナー等）

to provide owner more incentives by comparison
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さらなる低炭素政策の基礎
に・・・



Analyze CO2 emission intensity by business type based on 
data submitted in Carbon Reduction Reporting Program
提出された報告書のデータをもとに業種ごとにCO2排出原単位を分析

30 Business Types  / 7 ranks, 15 ranges
You can compare your energy efficiency to the average in 

the same business 同じ業種でエネルギー効率の比較が可能

Low Carbon Benchmark Program
低炭素ベンチマーク制度

<Ranges and Distribution of Facilities>

<Total Floor Area>
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<Distribution of CO2 Emission Intensity of Facilities>

※Example of Tenant building (office type, medium-sized)

Average

If you are here, 
your energy 
efficiency is worse 
than average
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Business Type
Average intensity
kgCO2/m

2 Business Type
Average intensity
kgCO2/m

2

1 Office (occupied by tenant) 63.6 14 Restaurant (hamburger) 600.5
2 Office (own building) 52 15 Restaurant (coffee) 324.8

Tenant building (office type, small-
sized)

61.9 16 Restaurant (meat) 458.2

Tenant building (office type,
medium-sized) 59.7 17 Restaurant (Chinese, Ramen noodle) 876.4

Tenant building (office type, semi-
large-sized) 59.6 18 Restaurant (others) 601.1

Tenant building (commercial
complex type, small-sized)

165.5 19 Hotel 103.8

Tenant building (commercial
complex type, medium-sized) 138.8 20 School, education facility 19.9

Tenant building (commercial
complex type, semi-large-sized)

99.6 21 Hospital, clinic 86.2

5 Store (convenience store) 456.6 22 Nursing house 49
6 Store (drug store) 230.1 23 Health care, nursing facility 62.5

7
Store (super market, department
store) 204.5 24 Fitness facility 178.9

8 Store (fresh food, etc.) 303.2 25 Pachinko facility 224.9

9 Store (Food production and retail) 63.8 26 Karaoke facility 198.5

10 Store (clothes) 98 27 Game center 259.9
11 Store (automobile (new) retail) 51.6 28 Library 52.6
12 Store (restaurant) 496.2 29 Museum 56.7
13 Store (pub, bar) 301.5 30 Local government building, etc. 44.5

3

4

Low Carbon Benchmark Program
低炭素ベンチマーク制度

<Business Types and Average CO2 Emission Intensities in Low Carbon Benchmark Program>
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Carbon Reduction Reporting Program
地球温暖化対策計画書・報告書制度

Energy Use
-2.0% from 2009

Energy Use エネルギー消費量

Energy Intensity エネルギー消費原単位

Total Floor Area 延床面積

2009             2010            2011            2012             2013             2014           2015

Results: Energy use decreased 2.0% while total floor area increased 8%
Energy Intensity decreased about 10% from 2009 level 
延床面積が８％増加した一方エネルギー消費量は2%減。エネルギー消費原単位は10%減。
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Tokyo Cap and Trade Program
総量削減義務と排出量取引制度

Result of the 1st Compliance Period :  Achieved 25% Reduction
第一計画期間の実績：25%削減を達成

CO2-tons
(thousand)
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Planning         Design        Construction     Operation    Tuning    Retrofit

Carbon Reduction
Reporting for SME
地球温暖化対策報告書制度

Cap & Trade Program
総量削減義務と排出量取引制度

Larger
New Buildings

新築建築物対策

Existing 
Buildings
既築建築物対策

Smaller
Planning/Operation Stage

Green Building 
Program
建築物環境
計画書制度

District Plan for 
Energy Efficiency

地域における
エネルギー有効利用計画制度

Measures in 
City Planning
都市計画書制度に
おける対策
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Holistic Structure for Building Energy Efficiency 
建築物のエネルギー効率対策の全体像



業務産業部門
Commercial
and industrial
sector
49 %

家庭部門
Residential
sector

32%
運輸部門
Transportation
sector

18%

For Large Facilities
 Tokyo Cap-and-Trade Program

Promote energy and power 
saving in the Residential Sector
 LED Bulbs Free Exchange
 Energy conservation advisor program 

for homes

65.8 M-tons 
in total 合計6580万トン

CO2 emissions in Tokyo
in 2012 (by sector)

For Small & Medium Facilities
Tokyo Carbon Reduction Reporting 

Program
Free Energy Audit 
Subsidy Programs
Low Carbon Benchmark

Climate Change Strategies of TMG (Major Measures by Sector)

東京都の気候変動戦略（部門別の主要対策）

Reduce CO2 emissions in the 
Transportation Sector

 Vehicle Emission Reduction Program

大規模事業所

Large facilities
40%
(Approx. 1,300 facilities)

Promote Renewable Energy

Others
Approx. 1%

Promote Hydrogen Energy
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 Solar Mapping
 GeoEnergy conservation advisor 

program for homes

中小規模事業所

Small and
medium facilities
60%
(Approx. 630,000)

 Promote Fuel Cell Car & Hydrogen Station
 CO2 free Hydrogen from Fukushima
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家庭のエネルギー消費
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その他

運輸

家庭

産業・業務



省エネ効果（熱源）
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その他

運輸

家庭

業務

産業



メーカーヒアリング

		



その他

運輸

家庭

産業・業務



「10年後の東京」都政モニターアンケート

		



中小

大規模



「都民生活に関する世論調査」(2007.12)

		

		暖房用 ダンボウヨウ		15%

		冷房用 レイボウヨウ		3%

		給湯用 キュウトウヨウ		33%

		厨房用 チュウボウヨウ		9%

		冷蔵庫、照明その他 レイゾウコショウメイタ		39%

				家庭部門の用途別エネルギー消費構成比（東京都、２００４年度） カテイブモンヨウトベツショウヒコウセイヒトウキョウトネンド





「都民生活に関する世論調査」(2007.12)

		





ビルのエネルギー消費先比率 (2)

		

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%
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ビルのエネルギー消費先比率 (2)
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																								2/13/08 13:00

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%								吸収冷温水発生器 キュウシュウヒオンスイハッセイキ

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%								･平成18年度　第17回省エネ大賞　省エネルギーセンター会長賞　　受賞製品 ヘイセイネンドダイカイショウタイショウショウカイチョウショウジュショウセイヒン

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%								･製品名：３重効用高効率ガス吸収冷温水機 セイヒンメイジュウコウヨウコウコウリツキュウシュウヒオンスイキ

														･メーカー：川重冷熱工業株式会社（江東区南砂） カワシゲルレイネツコウギョウカブシキカイシャコウトウクミナミスナ

														・世界最高の省エネ効率　　COP＝１・６を達成 セカイサイコウショウコウリツタッセイ

														効率(COP） コウリツ				1		1.6

														エネルギー消費量 ショウヒリョウ				100		63

														※省エネ効果 ショウコウカ				1		37%

														【エネルギー削減効果（試算）】 サクゲンコウカシサン

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ						1,000

														・熱源によるエネルギー消費割合 ネツゲンショウヒワリアイ						31.1%

																		＝		311

														・設備更新による削減効果 セツビコウシンサクゲンコウカ

														製品： セイヒン				従来品と比べて ジュウライヒンクラ		▲３７％

																		熱源によるエネルギー消費量： ネツゲンショウヒリョウ		(115)

														↓

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ

																		更新前： コウシンマエ		1,000

																		更新後： コウシンゴ		885

																		削減効果： サクゲンコウカ		12%
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																								2/13/08 13:00

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ

				熱源 ネツゲン		31.1%

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%								蛍光灯照明器具 ケイコウトウショウメイキグ

				照明 ショウメイ		21.3%

				コンセント		21.1%

				動力 ドウリョク		8.6%								･平成18年度　第17回省エネ大賞　資源エネルギー庁官賞　　受賞製品 ヘイセイネンドダイカイショウタイショウシゲンチョウカンショウジュショウセイヒン

				給湯 キュウトウ		0.8%

				その他 タ		5.1%								･製品名：センサ機能付照明器具　セルコンシリーズ　おまかせセルコン セイヒンメイキノウツショウメイキグ

														･メーカー：松下電工株式会社 マツシタデンコウカブシキカイシャ

														・省エネ効果　　従来HFインバータ器具比率　約４８％ ショウコウカジュウライキグヒリツヤク

														【エネルギー削減効果（試算）】 サクゲンコウカシサン

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ						1,000

														・照明によるエネルギー消費割合 ショウメイショウヒワリアイ						21.3%

																		＝		213

														・設備更新による削減効果 セツビコウシンサクゲンコウカ

														製品： セイヒン				従来品と比べて ジュウライヒンクラ		▲48%

																		照明によるエネルギー消費量： ショウメイショウヒリョウ		(102)

														↓

														・ビル全体のエネルギー消費量 ゼンタイショウヒリョウ

																		更新前： コウシンマエ		1,000

																		更新後： コウシンゴ		898

																		削減効果： サクゲンコウカ		10%



100×1.6
=　63



		0.051		0.008		0.086		0.12		0.211		0.213		0.311
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		資料２：標準機と高効率機の販売状況（メーカーヒアリングより） シリョウヒョウジュンキコウコウリツキハンバイジョウキョウ

		■直焚き冷温水器（荏原冷熱工業株式会社） ジカダレイオンスイキエバラレイネツコウギョウカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		RCD		RED		RFD

		特徴 トクチョウ

		効率（COP） コウリツ		1.12		1.28		1.51		低位発熱量換算 テイイハツネツリョウカンザン

				1.01		1.15		1.36

				0%		14%		35%

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		14%		35%		標準機との差 ヒョウジュンキサ

		コスト		46,600,000		53,900,000		80,850,000		300RT

		コスト比 ヒ		1.0		1.2		1.7		標準機との差 ヒョウジュンキサ

		販売シェア ハンバイ		50%弱 ジャク		50%強 キョウ		10％弱 ジャク

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明
（10年前の主流） フメイネンマエシュリュウ		不明
（本年初めてｼｪｱ50%超） フメイホンネンハジチョウ		2年前に投入 ネンマエトウニュウ

		ラインナップ		150-1500		150-500		320-500

		留意点 リュウイテン		なし		なし		従来機よりサイズ大 ジュウライキダイ

		■ターボ冷凍機（日立アプライアンス株式会社） レイトウキヒタチカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		HC-F500EV		HC-F500GXV

		特徴 トクチョウ

		効率（COP） コウリツ		5.58		6				5.99以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		8%

		コスト				101000000				500RT

		コスト比 ヒ		1		2割～3割増し ワリワリマ

		販売シェア ハンバイ		20%		80%

		ラインナップ		400-1250		200-1500

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2003年 ネン

		留意点 リュウイテン		なし		なし

		■冷暖チラー(空冷）（東芝キャリア株式会社） ヒヤダンクウレイトウシバカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ		30AQA060		RUA-TBP0601H		RUA-TBP0601HN

		特徴 トクチョウ						空気熱交換への散水 クウキネツコウカンサンスイ

		効率（COP） コウリツ		3.09		3.58		4.8		3.58以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		16%		55%

		コスト		不明 フメイ		1		1.5		高効率機を基準とした コウコウリツキキジュン

		販売シェア ハンバイ		25%		40%		35%

		ラインナップ		90-360RT		同左 ドウサ		同左 ドウサ

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2006		2006

		留意点 リュウイテン		なし		なし		なし

		■冷専チラー(空冷）（東芝キャリア株式会社） ヒヤアツムトウシバカブシキカイシャ

				標準機 ヒョウジュンキ		高効率機 コウコウリツキ		最高効率機 サイコウコウリツキ		備考 ビコウ

		シリーズ名 メイ				RUA-TBP0601		RUA-TBP0601N

		特徴 トクチョウ						空気熱交換への散水 クウキネツコウカンサンスイ

		効率（COP） コウリツ		3.09		3.67		4.81		3.58以上は補助有 イジョウホジョアリ

		省エネ率(%) ショウリツ		0%		19%		56%

		コスト		不明 フメイ		1		1.5		最高効率機と高効率機の差額
が3-4年で回収できる程度 サイコウコウリツキコウコウリツキサガクネンカイシュウテイド

		販売シェア ハンバイ		50%		35%		10%

		ラインナップ		90-360RT		同左 ドウサ		同左 ドウサ

		市場投入時期 シジョウトウニュウジキ		不明 フメイ		2006		2006

		留意点 リュウイテン		なし		なし		なし

		※補助金 ホジョキン

		高効率空調機導入支援事業：経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）交付要綱に基づき、有限責任中間法人日本エレクトロヒートセンターに交付される国庫補助金から高効率空調機を設置しようとする方に交付するもの。
（新設の場合は、標準機との差額の1/3を上限。既設の場合は、導入日の1/3を上限） コウコウリツクウチョウキドウニュウシエンジギョウシンセツバアイヒョウジュンキサガクジョウゲンキセツバアイドウニュウヒジョウゲン

		■高効率機の販売シェアが低い原因（メーカー担当者の声を抜粋） コウコウリツキハンバイヒクゲンインタントウシャコエバッスイ

		三浦工業㈱ ミウラコウギョウ				オーナーとメーカーが直接話をする機会が少ない。設備導入には、ゼネコン等を通すケースが多く、ランニングコストよりもイニシャルコストを重視される。そのたま、価格を抑える目的で省エネオプションが外されやすい。 チョクセツハナキカイスクセツビドウニュウトウトオオオジュウシカカクオサモクテキショウハズ

		東芝キャリア空調システムズ㈱ トウシバクウチョウ				事務所ビルよりも工場の方が省エネ意識が高い。新築時もゼネコンが入るとイニシャル優先になる。 ジムショコウジョウホウショウイシキタカシンチクジハイユウセン





		

		http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/12/60hca100.htm

				街路樹 ガイロジュ				54.4%

				校庭芝生化 コウテイシバフカ				55.4%

				耐震化・防災 タイシンカボウサイ				57.1%

				高齢者対策 コウレイシャタイサク				59.4%

				地球温暖化対策 チキュウオンダンカタイサク				61.0%





		





		

		環境対策 カンキョウタイサク		30.3%

		医療・衛生対策 イリョウエイセイタイサク		36.4%

		防災対策 ボウサイタイサク		37.6%

		高齢者対策 コウレイシャタイサク		47.5%

		治安対策 チアンタイサク		61.4%





		





		

																																																																																																				共用部とは、機械室等のバックヤードのエネルギー消費(空調・照明・他)に加え、供給システム(受変電設備の損失、空調熱源・熱搬送、他)で消費された一次エネルギーからオフィス等の空調負荷を除いたものです。グラフの割合の値は、空調負荷及び照明・コンセント・換気等で消費したエネルギーの比率を示します。小グラフは、この内オフィス専有部門の消費先比率を現したものです。

注)分析にあたっては、ビルで消費されたエネルギー(燃料＋電気)の一次換算値を使用しています

																																																																																				オフィスビルの形態を表す指標としてはレンタブル比[貸室面積/延べ床面積]があります。グラフのオフィスビルのレンタブル比は、"52.6%"(駐車場を除く延べ床面積比では、"62.2%")となり、一般的な指標として大きいといえます。つまり、このモデルビルは、一般的なオフィスビルであるといえます。
これに対して、指定工場等の大規模オフィスビルでは、店舗等の割合が大きい複合用途のビルが多くなっています。

		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ																		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ																		エネルギー消費先比率 ショウヒサキヒリツ

				オフィスビル（テナントビル）：レンタブル比６０％以上(熱源あり）の場合 ヒイジョウネツゲンバアイ																		ホテル																		スーパー																		百貨店 ヒャッカテン																都内の35,000m2程度の一般的なオフィスビルをモデルに、部門別面積割合と部門別エネルギー消費割合を示したもの

				熱源 ネツゲン		31.1%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		28.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		31.4%						※省エネセンター；パンフレット ショウ										熱源 ネツゲン		30.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ

				熱搬送 ネツハンソウ		12.0%																熱搬送 ネツハンソウ		18.6%																熱搬送 ネツハンソウ		7.4%																熱搬送 ネツハンソウ		9.2%

				照明 ショウメイ		21.3%						オフィスビルの省エネルギー ショウ										照明 ショウメイ		14.7%						ホテルの省エネルギー ショウ										照明 ショウメイ		22.0%						商業ビルの省エネルギー ショウギョウショウ										照明 ショウメイ		28.9%						商業ビルの省エネルギー ショウギョウショウ										オフィス専有 センユウ		52.6%						※省エネセンター；パンフレット ショウ

				コンセント		21.1%						http://www.eccj.or.jp/office_bldg/03.html										コンセント		7.7%						http://www.eccj.or.jp/hotel/04.html										コンセント		5.8%																コンセント		11.0%																オフィス共有 キョウユウ		19.4%

				動力 ドウリョク		8.6%																動力 ドウリョク		7.5%																動力 ドウリョク		10.9%						http://www.eccj.or.jp/commercial_bldg/sg3.html										動力 ドウリョク		9.8%						http://www.eccj.or.jp/commercial_bldg/sg3.html										物販店舗 ブッパンテンポ		0.7%						オフィスビルの省エネルギー ショウ

				給湯 キュウトウ		0.8%																給湯 キュウトウ		9.9%																給湯 キュウトウ		6.7%																給湯 キュウトウ		3.2%																飲食店舗 インショクテンポ		0.8%

				その他 タ		5.1%																その他 タ		13.0%																冷凍冷蔵 レイトウレイゾウ		10.4%																冷凍冷蔵 レイトウレイゾウ		5.1%																飲食共用 インショクキョウヨウ		0.9%						http://www.eccj.or.jp/office_bldg/02.html

																																								その他 タ		5.4%																その他 タ		2.2%																共用部 キョウヨウブ		10.1%

																																										100.0%																		100.0%																駐車場 チュウシャジョウ		15.5%
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Transportation

Residential

[Large Facilities]
 Cap-and-trade 

program

[Small & Medium
Facilities]

 Carbon Reduction 
Reporting Program地球温

暖化対策報告書制度

 Low-carbon 
benchmarking

 Energy audit & advice
 Subsidy & tax exemption 

for retrofits

 Free LED Exchange
 Energy Saving Advisers
 Ｓｕｂｓｉｄｉｅｓ for Energy 

Efficient Houses
 Solar Mapping

 Vehicle Emissions 
Reduction Program

 Truck Emission 
Benchmarking

New Buildings, Developments
 Green Building Program 建築物環境計画書制度

 Green Labeling Program for Residential Buildings
 District Plan for Energy Efficiency

Industrial Commercial

Tokyo’ Total Emission, Emissions from Building 
Sector and Low Carbon Action Portfolio
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Total CO2
65.8Mt

FY2012
39%

32%

18%
8%

Emissions from Building Sector 建築物セクターからの排出

 Hydrogen Energy and more・
・・・
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 Buildings in Asian cities are increasing along with the rapid 
economic growth in Asia 
急速な経済成長に伴いアジア都市の建築物も増加

 Building efficiency policy are essential for ｌow-carbon Asian cities
アジア都市の低炭素化にとって建築物の省エネ対策は不可欠

 Carbon reporting system is a basic tool to promote building 
efficiency, which all large cities should be equipped with
報告書制度は、大都市が備えるべき、建築物省エネ対策の基本的ツール

Tokyo will contribute to low-carbonizing Asian cities 
with sharing our experiences 

Sharing experiences for Low Carbon Asian City

Bangkok

Iskandar Malysia

Ho chi Min
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For more information
TMG Website:   www.kankyo.metro.tokyo.jp/en
TMG Facebook: www.facebook.com/Environment.TMG
Tokyo Green Building Report 2015:
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/files/Tokyo_GB_eng.pdf
Creating a Sustainable City – Tokyo’s Environmental Policy
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/files/e0b50308d4020c6246f797ab8a1f7a
b0.pdf

Thank you for your attention
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