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1. 温暖化対策による CO2排出削減量推計ツールとは 

一般社団法人地球温暖化防止全国ネットは、環境省委託業務「平成 30 年度全国地球

温暖化防止活動推進センター調査・情報収集等委託業務」の一環として、「温暖化対策

による CO2排出削減量推計ツール」（以下「推計ツール」という。）を構築した。 

推計ツールは、後述（3.4.2 参照）する家電・機器等に関する「使用改善」と「買い

替え」に関する取組を温暖化対策（以下「家電・機器等の取組」という。）と定義して

おり、地域の世帯属性に応じて家電・機器等の取組を実施した場合の CO2 排出量削減

量を推計1し、その結果により地域で効果的な家電・機器等の取組について示唆を得る

ものである。 

想定する使用用途（例）は下記に示すとおりであり、推計ツールにより得られた示唆

に基づき、地域で家電・機器等の取組を企画・提案する際のコミュニケーションツール

として活用されることをイメージして企画した。 

 

【想定する使用用途（例）】 

「推計ツールによると、“ある地域”は“このような世帯属性”であるから、冷蔵庫

に関する使用改善を推進すると CO2 排出削減に効果的である。よって、冷蔵庫の使

い方に着目した普及啓発を企画する。」と提案できる。 

 

2. 推計ツールの構築にあたって 

推計ツールは下記の基本方針に準じて構築し、その構築にあたっては、株式会社イ

ー・コンザル（本社：大阪府大阪市、代表取締役：榎原 友樹 氏）の協力を得た。 

 

【推計ツール構築の基本方針】 

 推計対象地域の世帯属性に応じて、CO2 排出量及び温暖化対策実施による CO2 排

出削減量を推計するものを Excel で構築すること。 

 推計ツールは利用者を制限することなく、幅広く受け入れられるものとすること。 

 推計ツールの全国的な活用を想定して、利用する地域に応じたカスタマイズが可

能であるものとすること。 

 

  

                                                   
1 推計値は各種統計等に基づく値であり、推計対象地域の実態を表しているわけではない。 
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3. 推計ツール使用方法 

推計ツールの流れは図 3-1 のとおりである。3.1 より各事項の詳細を示す。 

なお、推計ツールの構造、構築にあたっての考え方等は、参考資料を参照のこと。 

 

推計対象地域の選定（3.1 参照） 

▼ 

推計地域に応じた推計ツールの選択（3.2 参照） 

▼ 

入力シートの選択（3.3 参照） 

▼ 

データ入力（3.4 参照） 

・推計に係る基本情報の入力（3.4.1 参照） 

・推計対象地域で想定する温暖化対策に関するデータ入力（3.4.2 参照） 

▼ 

出力シート（3.5 参照） 

図 3-1 推計ツールの流れ 

 

3.1  推計地域の選定 

推計ツールを使用する地域を国内から選定する。 

なお、推計ツールは「家庭部門の CO2排出実態統計調査（家庭 CO2統計）2」（以下

「家庭 CO2統計」という。）の地方区分のデータを参照して構築しているため、都道府

県や市区町村へのダウンスケールは世帯総数で入力した値（表 3-4 参照）の按分によ

って推計を行う。よって、ある程度大きな規模の行政区域でないと、推計ツールによっ

て出力される推計値の精度は低くなる点は注意が必要である。 

 

3.2  推計地域に応じた推計ツールの選択 

表 3-1 を参考に、推計対象とする都道府県が属する推計ツールを選択する。 

 

  

                                                   
2 家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査（環境省、2016 年） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/kateitokei.html 
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表 3-1 各推計ツールに属する都道府県 

推計ツール名称 属する都道府県 

北海道版推計ツール 北海道 

東北版推計ツール 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東甲信版推計ツール 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

山梨県、長野県 

北陸版推計ツール 新潟県、富山県、石川県、福井県 

東海版推計ツール 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿版推計ツール 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国版推計ツール 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

四国版推計ツール 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州版推計ツール 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

沖縄版推計ツール 沖縄県 

 

3.3  入力シートの選択 

推計に必要なデータの入力様式として表 3-2 に示すとおり、「簡易入力シート」と「詳

細入力シート」の 2 種類を用意した。必要に応じて、いずれか一方を選択すること。 

 

表 3-2 各入力シートの概要 

種類 概要 

簡易入力シート 

推計地域の世帯属性別世帯数や世帯属性別の使用改善取組世帯割合に

ついて詳細に設定せず、簡易に推計を行うもの。詳細入力シートと比較

して推計精度は低くなる。 

詳細入力シート 

推計地域の世帯属性別世帯数や世帯属性別の使用改善取組世帯割合を

詳細に設定し、詳しく推計を行うもの。簡易入力シートと比較して推計

精度は高くなる。 

 

3.4  データ入力 

大きく分類して「推計に係る基本情報」と「推計対象地域で想定する温暖化対策」に

ついて、推計ツールの赤色のセル・青色のセルにデータ入力を行う。 

なお、入力値をリセットし、推計を始めから行う場合は「入力値をリセット」ボタン

を押下し、「OK」を選択する。この操作を行うと、入力シート内の赤色のセル・青色の

セルの入力が全て削除される。この操作によって削除した入力は元に戻せないため、注

意が必要である。 
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3.4.1  推計に係る基本情報の入力 

各入力シートでの対応は表 3-3 のとおりであり、各項目の入力内容は表 3-4 に示す

とおりである。入力必須項目が未入力の場合、正しく推計ができない点は注意が必要で

ある。 

 

表 3-3 推計に係る基本情報に係る各入力シートでの対応 

項目 
簡易入力 

シート 

詳細入力 

シート 

地域名 ○ ○ 

地域が属する地方 ○ ○ 

地域の旧一般電気事業者 ○ ○ 

都市ガス世帯割合 ○ ○ 

プロパンガス世帯割合 ○ ○ 

世帯総数 ○ ○ 

世帯属性別世帯数入力方法 ― ○ 

取組内容別の取組世帯率入力方法 ― ○ 

「○」は入力必須項目、「－」は入力不要項目 

 

表 3-4 推計に係る基本情報の入力内容 

項目 入力内容 

地域名 推計対象とする地域名を入力する。 

地域が属する地方 選択した推計ツールによって自動入力されるので入力不要。 

地域の 

旧一般電気事業者 

推計対象とする地域を管轄する旧一般電気事業者を、「北海道電

力」「東北電力」「東京電力」「中部電力」「北陸電力」「関西電力」

「中国電力」「四国電力」「九州電力」「沖縄電力」から選択する。 

都市ガス 

世帯割合 

推計対象とする地域で都市ガスの供給を受けている世帯の割合を

入力する。 

プロパンガス 

世帯割合 

都市ガスの供給を受けていない世帯はプロパンガスの供給を受け

ているものと想定し、「都市ガス世帯割合」との合計が 100%にな

るよう自動で算出されるため入力不要。 

世帯総数 推計対象とする地域の世帯総数を半角数値で入力する。 

世帯属性別 

世帯数入力方法 

(詳細入力シートのみ) 

世帯属性別の世帯数入力方法を「地域平均から推計」、「個別入力」

から選択する。詳細は表 3-6 参照のこと。 

 

取組内容別の 

取組世帯率入力方法 

(詳細入力シートのみ) 

取組内容別の取組世帯割合を入力する際にどの世帯属性に着目す

るかを選択する。選択に応じた入力表が自動でシート下部に表示

される。詳細は表 3-7 参照のこと。 
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3.4.2  推計対象地域で想定する温暖化対策に関するデータ入力 

推計ツールでは、全国的に普及率が高く、日常的な使用が想定される「テレビ」「冷

蔵庫」「エアコン」「洗濯機」「電子レンジ」「電気炊飯器」「温水洗浄便座」「電気掃除機」

「照明器具」「自動車」（以下「対象家電・機器等」という。）に関する「使用改善」と

「買い替え」に関する取組を「推計対象地域で想定する温暖化対策」（以下「想定対策」

という。）と定義した。 

なお、想定対策での入力値は、推計ツールの利用者が任意の値を設定することとして

いるが、入力値に根拠を持たせる場合は「当該地域へのアンケート調査により、どの程

度の世帯に温暖化対策を実行する意思があるか把握すること」や、地域の削減目標達成

のための取組を明らかにしようとする場合は「地域で定められた削減目標と推計ツー

ルの出力結果を比較しながら、地域で定められた削減目標に近づくように調整を繰り

返す」といった方法が考えられる。 

 

( 1 ) 簡易入力シートにおける想定対策に関するデータ入力 

「使用改善」と「買い替え」への入力内容は表 3-5 のとおりである。 

 

表 3-5 「使用改善」と「買い替え」の入力内容 

項目 入力内容 

使用改善 対象家電・機器等の使用改善に関する取組について、入力した総世帯数の何%

が実施するかを仮定し、赤色のセルに 0～100%の半角数値で入力する。 

買い替え3 対象家電・機器等について、買替台数と入力した総世帯数で不整合が生じない

ように注意して、仮定した買替台数を赤色のセルに半角数値で入力する。 

 

【テレビ、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、電気炊飯器について】 

推計においてそれぞれ複数の規格を想定しているが、簡易入力による推計の

場合は各規格の台数が均等になるように設定している。 

また、台数は四捨五入して整数になるよう推計するため、出力シート（3.5 

参照）における買替台数の合計と簡易入力シートにおける入力台数が一致し

ない場合がある。 

 

( 2 ) 詳細入力シートにおける想定対策に関するデータ入力 

詳細入力シートも基本的には簡易入力シートと同様に入力をするが、表 3-4 の「世

帯属性別世帯数入力方法」および「取組内容別の取組世帯率入力方法」の選択内容によ

って、表 3-6、表 3-7 のとおり、入力内容に違いが生じる。 

 

                                                   
3 買い替えは、テレビ、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、電気炊飯器、温水洗浄便座、照明器具、自動

車のみが対象 
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表 3-6 世帯属性別世帯数入力方法 

項目 入力内容 

[地域平均から推計]を選択した場合 自動計算されるため入力不要。 

[個別入力]を選択した場合 表 3-7 の選択内容に応じた世帯数について、世帯数

（入力値）（図 3-2 参照：青色のセル箇所）に任意の

値を入力する。 

 

表 3-7 取組内容別の取組世帯率入力方法 

項目 入力内容 

[個別属性ごとに入力] 

を選択した場合 

建て方（戸建住宅／集合住宅の別）、世帯人数、世

帯主年齢の全ての組み合わせ（2×4×5=40 通り）

について、取組内容別の取組世帯割合を入力する。 

[建て方・世帯人数別に入力] 

を選択した場合 

建て方（戸建住宅／集合住宅の別）、世帯人数の組

み合わせについて（2×4=8通り）、取組内容別の取

組世帯割合を入力する。 

[建て方・世帯主年齢別に入力] 

を選択した場合 

建て方（戸建住宅／集合住宅の別）、世帯主年齢の

組み合わせについて（2×5=10 通り）、取組内容別

の取組世帯割合を入力する。 

[世帯人数・世帯主年齢別に入力] 

を選択した場合 

世帯人数と世帯主年齢の組み合わせについて（4×

5=20 通り）、取組内容別の取組世帯割合を入力す

る。 

[建て方別に入力、世帯人数別に入力、 

世帯主年齢別に入力]を選択した場合 

それぞれ単独の属性に着目して取組内容別の取組

世帯割合を入力する。 

 

 

図 3-2 取組内容別の取組世帯率入力方法の一例 
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3.5  出力シート 

データ入力（3.4 参照）の結果は、「地域における世帯属性内訳（表）」、「機器・規格

別買い替え台数・エネルギー消費削減量（表）」、「使用改善による世帯属性ごとの CO2

排出量の変化（図）」の 3 種類が出力シートに表示される。 

 

表 3-8 出力シートの出力項目 

項目 概要 

地域における 

世帯属性別世帯数内訳 

【簡易入力シートを使用した場合】 

入力した世帯総数を基に属性別の世帯数を家庭CO2統

計における地域の世帯構成から推計した世帯数が表示

される。 

【詳細入力シートを使用した場合】 

入力値に応じた世帯数が表示される。なお、「取組内容

別の取組世帯率入力方法」で「個別属性ごとに入力」

以外を選択した場合、入力値を基に属性別の世帯数を

家庭CO2統計における地域の世帯構成から推計した世

帯数が表示される。 

機器・規格別買い替え台数・ 

エネルギー消費削減量 

機器・規格別の買い替え台数とそれによるエネルギー消

費削減量・CO2排出削減量が表示される。 

使用改善による世帯属性ごとの 

CO2排出量の変化（t-CO2） 

世帯属性別の機器使用改善によるCO2排出量の変化が表

示される。 
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4. 参考資料 

4.1  世帯属性・燃料種別エネルギー消費量の推計 

推計ツールでは、「世帯人数」「住居形態」「世帯主年齢」の 3 つの属性によって世帯

を類型化するものとした。そして、取組前の地域における家庭からの CO2 排出量は、

各地域における世帯属性別の平均 CO2 排出量と類型ごとの世帯数を乗じて求めるもの

とした。本章では世帯属性別の平均 CO2 排出量の推計方法について記載する。なお、

推計にあたっては元データとして環境省による家庭 CO2 統計を参照し、本統計に従っ

て世帯属性区分と地方区分は以下の通り設定した。 

 

表 4-1 推計ツールにおける世帯属性別区分 

世帯属性 区分 

世帯人数 1 人／2 人／3 人／4 人以上 

建て方 戸建／集合住宅 

世帯主年齢 29 歳以下／30～39 歳／40～49 歳／50～59 歳／60 歳以上 

 

表 4-2 推計ツールの地方区分 

地方区分の名称 地方区分に属する都道府県 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東甲信 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県 

北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県 

東海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

沖縄 沖縄県 

 

家庭CO2統計では、表 4-1に示した3つの世帯属性の全ての組み合わせについての、

燃料種別エネルギー消費量が利用可能でなく、「建て方別・世帯人数別」と「建て方別・

世帯主年齢別」の燃料種別エネルギー消費量のみが利用可能である（第 5-1-1 表）。従

って、この両者から「世帯人数別・建て方別・世帯主年齢別」の燃料種別エネルギー消

費量を推計する必要がある。なお、「世帯人数別・建て方別・世帯主年齢別」の集計世

帯数についての情報は利用可能であり（第 1 表）、本業務では以上の情報から地域ごと

の世帯属性別平均エネルギー消費量を以下のように推計した。 

まず、家庭 CO2 統計では、燃料種別平均エネルギー消費量が月別に示されているた
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め、これを合計して年間の平均エネルギー消費量とする。ただし、「建て方別・世帯主

年齢別」のエネルギー消費量のうち、「戸建・29 歳以下」のエネルギー消費量について

は、地域ごとの集計ではサンプル数が少ないため非公表となっている。そこで本業務で

は、全国での集計を参照し、「戸建・30 歳以上」の平均エネルギー消費量と「戸建・29

歳以下」の平均エネルギー消費量との比率が全国で一律であるとの想定の下、各地域に

おける「戸建・29 歳以下」の平均エネルギー消費量を推計した。 

次に「建て方別・世帯人数別」と「建て方別・世帯主年齢別」の燃料種別エネルギー

消費量と、「世帯人数別・建て方別・世帯主年齢別」の集計世帯数から、「世帯人数別・

建て方別・世帯主年齢別」のエネルギー消費量を推計する。 

「建て方別・世帯人数別」と「建て方別・世帯主年齢別」では、「建て方別・世帯人

数別」の方がエネルギー消費量のばらつきが大きく、世帯人数の方が世帯主の年齢より

も、世帯のエネルギー消費量に与える影響が大きいと考えられる。そこで本業務では

「建て方別・世帯人数別」のエネルギー消費量を元に、「建て方・世帯主年齢別」のエ

ネルギー消費量データを按分指標として、世帯属性別のエネルギー消費量を推計した。 

例として、関東甲信地域における電力消費量ついて、「集合住宅・1 人」の平均電力

消費量から、「集合住宅・1 人・29 歳以下」（A）「集合住宅・1 人・30～39 歳」（B）「集

合住宅・1 人・40～49 歳」（C）「集合住宅・1 人・50～59 歳」（D）「集合住宅・1 人・

60 歳以上」（E）の電力消費量をそれぞれ推計する場合のフローを図 4-1 に示す。 

 

 

図 4-1 世帯属性別エネルギー消費量推計フロー（例） 

 

項目
世帯平均

年間電力消費量
（GJ）

世帯平均
年間電力消費量
（40～49歳＝1）

世帯数分布
（抽出率調整・世帯数）

年間電力消費量
属性別合計
（40～49歳=1）

集合住宅
/1人

（A）29歳以下 6.57 0.65 822 531

（B）30～39歳 8.44 0.83 1,528 1,267

（C）40～49歳 10.18 1.00 1,934 1,934

（D）50～59歳 10.98 1.08 2,218 2,392

（E）60歳以上 10.51 1.03 3,095 3,195

合計 - - 9,597 9,319

「集合住宅／1人」9,597世帯の年間電力消費量

「集合住宅／1人／40～49歳」9,319世帯の年間電力消費量

集合住宅／1人：7.39GJ・・・・・・家庭CO2統計より

（世帯平均・年間電力消費量）

「集合住宅／1人／40～49歳」平均年間電力消費量：7.61GJ

7.39GJ×9,597世帯（「集合住宅／1人」全体での年間電力消費量）

9,319世帯（「集合住宅／1人／40～49歳」の世帯数

×

×

×

×

×

＝

＝

＝

＝

＝

＝

－
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（A）～（E）の平均電力消費量の相対的な比率が、「集合住宅・29 歳以下」「集合住

宅・30～39 歳」「集合住宅・40～49 歳」「集合住宅・50～59 歳」「集合住宅・60 歳以

上」の平均電力消費量の相対的な比率 （おおよそ 65:83:100:108:103）と同様であると

想定する。（A）～（E）の抽出世帯数はそれぞれ 822 世帯、1,528 世帯、1,934 世帯、

2,218 世帯、3,095 世帯であるから、「集合住宅・1 人」の抽出世帯全体での電力消費量

は、「集合住宅・1 人・40～49 歳」（C）の平均電力消費量の約 9,319 世帯分（=65%×822

世帯＋83%×1,528 世帯＋100%×1,934 世帯＋108%×2,218 世帯＋103%×3,095 世帯）に

相当する量とみなせる4。一方で、「集合住宅・1 人」の抽出世帯数合計は 9,597 世帯と

なっている。従って、「集合住宅・1 人・40～49 歳」（C）の平均電力消費量の約 9,319

世帯分は、「集合住宅・1 人」の平均電力消費量の約 9,597 世帯分に相当するとみなせ

る。「集合住宅・1 人」の平均電力消費量は家庭 CO2 統計で 7.39GJ と示されており、

これらから「集合住宅・1 人・40～49 歳」（C）の平均電力消費量が 7.61GJ と推計で

きる。（A）～（E）の平均電力消費量の相対的な比率はあらかじめ想定しており（おお

よそ 65:83:100:108:103）、これらから（A）～（E）の平均電力消費量が推計できる。

同様の手順を各エネルギー種、各地域、各世帯類型について実施することで、地域ごと

の世帯類型別平均エネルギー消費量を推計した。 

  

                                                   
4 ここでは例として「集合住宅・1 人・40～49 歳」（C）を基準とした推計フローを示したが、（A）～

（E）のいずれを基準として推計しても、推計フローや推計結果に変わりはない。 



 

12 

 

4.2  世帯属性に応じた取組別削減量の推計 

推計ツールでは、全国的に普及率が高く、日常的な仕様が想定される家電・機器等と

して「温水洗浄便座」「電子レンジ」「自動炊飯器」「冷蔵庫」「電気掃除機」「洗濯機」

「エアコン」「テレビ」「照明器具」「自動車」について、世帯属性ごとに使用改善と買

い替えによるエネルギー消費削減量を設定することとした。 

エネルギー消費削減量の推計は、まず機器別に 1 台あたりの使用改善や買い替えに

よるエネルギー消費削減量を調査・推計し、世帯属性ごとの保有台数等を考慮して世帯

属性ごとのエネルギー消費削減量を推計するものとした。エネルギー消費削減量に応

じた CO2 排出量については、分析対象とする地域が属する旧一般電気事業者のエリア

や都市ガス・LPG の供給有無を考慮して推計する。 

以下、4.2.1 では家電・機器別の使用改善によるエネルギー消費削減量を、4.2.2 で

は家電・機器別の買い替えによるエネルギー消費削減量をそれぞれ整理する。続いて

4.2.3 で世帯属性別の機器保有台数等の推計を行い、4.2.4 で世帯属性・取組内容別の

エネルギー消費削減量を推計する。また、4.2.5 でエネルギー消費削減量から CO2削減

量への換算方法について整理する。 

 

4.2.1  家電・機器別 使用改善によるエネルギー消費削減量推計 

家電・機器別の使用改善による CO2削減量は「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬5」

（以下「省エネガイド」という。）を参照して設定した。使用改善の取組内容とエネル

ギー消費削減量の一覧を表 4-3 に示す。 

家電製品については、機器が消費するエネルギー種が電力に限られるため、省エネガ

イドに示された省エネルギー量をそのまま採用した。一方で自動車については、家庭

CO2 統計でもガソリンと軽油の 2 種類のエネルギー種についてエネルギー消費量が示

されている一方、省エネガイドではガソリンのみ省エネルギー量が示されている。そこ

で、本業務では省エネガイドに示された省エネルギー量と推計の前提を基に、使用改善

による年間のエネルギー消費削減割合を求め、これを自動車の使用によって消費され

るガソリン・軽油の双方に適用することとした。 

  

                                                   
5 家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬（資源エネルギー庁、2017 年） 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/ 
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表 4-3 家電・機器別 使用改善によるエネルギー消費削減量（年間合計） 

機器 取組内容 

エネルギー消費 

削減量 
削減割合 

前提条件等 
電気 

（kWh） 

都市ガス 

（m3） 

ガソリン 

軽油 

（%） 

テレビ テレビを見る時間を減らす 16.29 － － 液晶 32V 型・1 日 1 時間視聴時間を減らす 

画面の明るさを調整する 27.10 － － 液晶 32V 型・輝度を下げる（最大→中間） 

冷蔵庫 冷蔵庫への詰め込みをやめる 43.84 － － 冷蔵庫の詰め込みをやめ、半分程度の収納にする 

無駄な開閉をやめる 10.40 － － 1 日あたり開閉回数をへらす（冷蔵庫：50 回→25回 

冷凍庫：16 回→8回） 

開けている時間を短くする 6.10 － － 1 回あたりの開放時間を減らす（20 秒→10秒） 

設定温度を高めにする 61.72 － － 周辺温度 22℃ 設定温度：強→中 

壁と適切な間隔を開けて設置 45.08 － － 上面・左右が壁に接した状態→片側のみ壁に接した

状態 

エアコン 夏の冷房の設定温度を 28℃にする 30.24 － － 外気温 31℃でエアコン（2.2kW）の冷房設定温度を

上げる（27℃→28℃ 1 日あたりの使用時間：9 時間） 

冷房の使用時間を短縮する 18.78 － － 設定温度 28℃で冷房時間を 1 日 1 時間短縮 

冬の暖房の設定温度を 20℃にする 53.08 － － 外気温 6℃でエアコン（2.2kW）の暖房設定温度を下

げる（21℃→20℃、1 日あたりの使用時間：9 時間） 

暖房の使用時間を短縮する 40.73 － － 設定温度 20℃で暖房時間を 1 日 1 時間短縮 

洗濯機 洗濯物はまとめ洗いする 5.88 － － 定格容量（洗濯・脱水容量：6kg）の 4 割を入れて洗

う→8割を入れて洗い、洗濯回数を半分に 

電子レンジ 葉菜の調理をガスコンロから電子

レンジに変える 

-13.21 8.32 － ほうれん草、キャベツ：100g の食材を 27℃ 1 リット

ルの水に入れ沸騰させて煮る→電子レンジで下ごし

らえ（1 日 1 回） 

根菜の調理をガスコンロから電子

レンジに変える 

-22.01 9.48 － ジャガイモ、里芋：100g の食材を 27℃ 1 リットルの

水に入れ沸騰させて煮る→電子レンジで下ごしらえ

（1 日 1 回） 

果菜の調理をガスコンロから電子

レンジに変える 

-15.13 9.1 － ブロッコリー、カボチャ：100g の食材を 27℃ 1 リッ

トルの水に入れ沸騰させて煮る→電子レンジで下ご

しらえ（1 日 1 回） 

野菜の調理をガスコンロから電子

レンジに変える 

-50.35 26.90 － 
上記の合計 

電気炊飯器 炊飯時以外はプラグを抜き、保温

しない 

45.78 － － 1 日 7 時間保温・プラグを差し込んだまま→保温せ

ずプラグを抜く 

温水洗浄便座 使わないときはフタを閉める 34.90 － － フタを開けっ放しにする→フタを閉める 

暖房便座の温度を低めにする 26.40 － － 貯湯式便座で便座の設定温度を一段階下げる（中→

弱） ※冷房期間は便座の暖房 OFF 

洗浄水の温度を低めにする 13.80 － － 貯湯式便座で洗浄水の温度設定を一段階下げる（中

→弱） 

電気掃除機 部屋を片づけてから掃除機をかけ

る 

5.45 － － 
1 日 1 分利用時間を短縮 

適切なタイミングでパックを取り

替える 

1.55 － － パックいっぱいにゴミが詰まった状態と、未使用の

パックの比較 

照明器具 点灯時間を短くする（白熱電球） 19.71 － － 54W の白熱電球 1 灯の点灯時間を 1 日 1 時間短縮

する 

点灯時間を短くする（蛍光ランプ） 4.38 － － 12W の蛍光ランプ 1 灯の点灯時間を 1 日 1 時間短

縮する 

点灯時間を短くする 

（電球型 LED ランプ） 

3.29 － － 9W の電球型 LED ランプ 1 灯の点灯時間を 1 日 1

時間短縮する 

自動車 ふんわりアクセル「e スタート」 － － 9.7% 
2,000cc・平均燃費 11.6km/L の普通乗用車で年間走

行距離が 10,000km の場合、省エネルギーセンター

の実測値に基づく推計。 

加減速の少ない運転 － － 3.4% 

早めのアクセルオフ － － 2.1% 

アイドリングスストップ － － 2.0% 
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4.2.2  家電・機器別 買い替えによるエネルギー消費削減量推計 

家電・機器別の買い替えによる CO2 削減量については原則として「省エネ性能カタ

ログ（2011 年夏版）6」（以下「2011 年夏版」という。）と「省エネ性能カタログ（2018

年冬版）7」（以下「2018 年冬版」という。）を参照した。これらのカタログでは本業務

で扱う家電のうち、「テレビ」「冷蔵庫」「エアコン」「電子レンジ」「電気炊飯器」「温水

洗浄便座」について、年間の平均消費電力が機能やサイズ別に整理されている。そこで

各家電について、同等の機能やサイズで年間の消費電力量を比較し、削減量を求めた

（表 4-4、表 4-5、表 4-6、表 4-7、表 4-8、表 4-9）。ただし、冷蔵庫については 2015

年に JIS 規格が改定されているため、新たな規格によるカタログのうち最も古い「省

エネ性能カタログ（2016 年夏版）8」（以下「2016 年夏版」という。）を参照した。 

自動車については、「自動車燃費一覧9」と「自動車燃料消費量統計年報10」を参照し

て買い替えによる燃料消費の削減割合を求めた。消費動向調査11によると 2018 年にお

ける自動車の平均使用年数は 9.3 年であることから、最新の自動車燃費一覧（平成 30

年）と、その 9 年前に公表された自動車燃費一覧（平成 21 年）から、最も一般的なガ

ソリン乗用車（普通／小型自動車）の JC08 モードによる燃費を参照し、平成 30 年に

おける該当車種の平均燃費と平成 21 年における該当車種の平均燃費を求めた。なお、

「原動機」の「型式」で「電動機」と表記があるものをハイブリッド車、それ以外をガ

ソリン車と区別し、それぞれの平均燃費を算出している。 

次に自動車燃料消費量統計年報の「業態別・目的別 原単位及び稼働率」から、自家

用車のうち「主にマイカー」の 1 日 1 車あたり走行キロを参照し、1 車あたり年間走行

距離を算出した（18.63km/日×365 日≒6,800km）。この年間走行距離について、平成

21 年時点の燃費と平成 30 年時点での燃費でそれぞれ必要な燃料消費量を算出し、そ

の差分を買い替えによるエネルギー消費削減量とする。買い替えは CO2 削減が期待で

きる「ガソリン車からガソリン車に買い替え」「ディーゼル車からガソリン車に買い替

え」「ガソリン車からハイブリッド車に買い替え」「ディーゼル車からハイブリッド車に

買い替え」の 4 通りとした。 

上記に基づく、家電・機器別の買い替えによるエネルギー消費削減量を表 4-4 以下

に示す。電子レンジについてはエネルギー消費量の削減が確認できなかったため、買い

替え施策から除外することとした。また、洗濯機と電気掃除機については過去の製品と

                                                   
6 省エネ性能カタログ（資源エネルギー庁、2011 年） 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/ 
7 省エネ性能カタログ（資源エネルギー庁、2018 年） 

https://seihinjyoho.go.jp/frontguide/catdl.html 
8 省エネ性能カタログ（資源エネルギー庁、2016 年） 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/ 
9 自動車燃費一覧（国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html 
10 自動車燃料消費量統計年報（国土交通省、2018 年） 

http://www.mlit.go.jp/k-toukei/search/excelhtml/22/22201700a00000.html 
11 消費動向調査（平成 30 年 3 月調査）（内閣府、2018 年） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00100405&tstat=000001014549 
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最新の製品とで網羅的に消費電力を比較可能なデータの入手が困難であったため、買

い替え施策から除外することとした。 

 

表 4-4 テレビの性能比較（2011 年夏版と 2018 年冬版） 

サイズ 

2011 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

備考 

16V 型以下 42 29.4 12.6  

16V 型以下平均削減量   12.6  

液晶 18V 型・19V 型 41 34.6 6.4 2018 年冬版は 19V 型のみ掲載 

液晶 23V 型・24V 型 52 44 8 2018 年冬版は 24V 型のみ掲載 

液晶 32V 型 74 55 19  

液晶 18V・19V 型～ 

液晶 32V 型平均削減量 
  11.1 

 

液晶 40V 型 133 80 53  

液晶 42V 型/液晶 43V 型 133 99 34 
2011 年夏版：42V 型 

2018 年冬版：43V 型 

液晶 46V 型/液晶 49V 型 161 128 33 
2011 年夏版：46V 型 

2018 年冬版：49V 型 

液晶 40V 型～液晶 46V 型

/液晶 49V 型平均削減量 
  40 

 

液晶 52V 型/液晶 50V 型 168 121 47 
2011 年夏版：52V 型 

2018 年冬版：50V 型 

液晶 55V 型 227 147 80  

液晶 60V 型 193 201 -8  

液晶 52V 型/液晶 50V 型

以上平均削減量 
- - 39.7 

 

※「液晶 42V 型/液晶 43V 型」「液晶 46V 型/液晶 49V 型」「液晶 52V 型/液晶 50V 型」に

ついては、2011 年夏版と 2018 年冬版で同サイズが存在しないため、近いサイズで比較 
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表 4-5 冷蔵庫の性能比較（2011 年夏版と 2018 年冬版） 

機能・サイズ 

2016 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

間冷式 定格内容積 140 リットル以下 351 303 48 

間冷式 定格内容積 140 リットル以下平均削減量   48 

間冷式 定格内容積 141 ～ 200 リットル 340 306 34 

間冷式 定格内容積 201 ～ 250 リットル 365 325 40 

間冷式 定格内容積 141～250 リットル平均削減量   37 

間冷式 定格内容積 251 ～ 300 リットル 405 354 51 

間冷式 定格内容積 301 ～ 350 リットル 408 365 43 

間冷式 定格内容積 351 ～ 400 リットル 432 383 49 

間冷式 定格内容積 141～250 リットル平均削減量   47.7 

間冷式 定格内容積 401 ～ 450 リットル 361 306 55 

間冷式 定格内容積 451 ～ 500 リットル 343 289 54 

間冷式 定格内容積 401 ～ 500 リットル平均削減量   54.5 

間冷式 定格内容積 501 リットル以上 355 314 41 

間冷式 定格内容積 501 リットル以上平均削減量 - - 41 

 

表 4-6 エアコンの性能比較（2011 年夏版と 2018 年冬版） 

機能・サイズ 

2011 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

冷房能力 2.2kW（6 ～ 9 畳）寸法規定 728 714 14 

冷房能力 2.2kW（6 ～ 9 畳）平均削減量   14 

冷房能力 2.5kW（7 ～ 10 畳）寸法規定 826 809 17 

冷房能力 2.8kW（8 ～ 12 畳）寸法規定 923 909 14 

冷房能力 2.5～2.8kW（7 ～ 12 畳）平均削減量   15.5 

冷房能力 3.6kW（10 ～ 15 畳）寸法規定 1351 1319 32 

冷房能力 4.0kW（11 ～ 17 畳）寸法規定 1505 1432 73 

冷房能力 3.6～4.0kW（10 ～ 17 畳）平均削減量   52.5 

冷房能力 6.3kW（17 ～ 26 畳） 2477 2216 261 

冷房能力 7.1kW（20 ～ 30 畳） 3019 2673 346 

冷房能力 6.3～7.1kW（17 ～ 30 畳）平均削減量 - - 303.5 
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表 4-7 電子レンジの性能比較（2011 夏版と 2018 年冬版） 

機能 

2011 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

単機能レンジ 59.5 59.5 0.0 

単機能レンジ平均削減量   0.0 

オーブンレンジ 

ヒーターの露出があるもの・庫内容積 30L 未満 
71.2 72.6 -1.4 

オーブンレンジ 

ヒーターの露出があるもの以外・庫内容積 30L 未満 
68.8 70.1 -1.3 

オーブンレンジ平均削減量   -1.4 

熱風循環式 68.5 68.3 0.2 

熱風循環式平均削減量 - - 0.2 

※庫内容積が 30L 以上の機種は 2018 年冬版で 2 機種のみのため、比較対象から除外 

 

表 4-8 電気炊飯器の性能比較（2011 年夏版と 2018 年冬版） 

機能 

2011 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

IH3 合以上 5.5 合未満 55 50 5 

IH5.5 合以上 8 合未満 89.38 82.04 7.34 

IH3 合以上 8 合未満平均削減量   6.17 

IH10 合以上 140.2 126.85 13.35 

IH10 合以上平均削減量   13.35 

マイコン 3 合以上 5.5 合未満 41.47 41.34 0.13 

マイコン 5.5 合以上 8 合未満 86.4 80.2 6.2 

マイコン 3 合以上 8 合未満平均削減量   3.17 

マイコン 10 合以上 132.9 130.2 2.7 

マイコン 10 合以上平均削減量 - - 2.7 

 

  



 

18 

 

表 4-9 温水洗浄便座の性能比較（2011 年夏版と 2018 年冬版） 

機能 

2011 年夏版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

2018 年冬版 

年間消費電力量 

（平均・kWh） 

エネルギー消費 

削減量 

（kWh/年） 

温水洗浄便座 貯湯式 185 170 15 

温水洗浄便座 瞬間式 98 86 12 

温水洗浄便座平均削減量 - - 13.5 

 

表 4-10 自動車の性能比較 

車種分類 年式 JC08 モード平均燃費 
年間走行距離※あたり 

燃料消費量 

ガソリン車 平成 21 年 12.1km/L 562L（ガソリン） 

ハイブリッド車 平成 21 年 17.5km/L 389L（ガソリン） 

ディーゼル車 平成 21 年 10.8km/L 630L（軽油） 

ガソリン車 平成 30 年 15.7km/L 433L（ガソリン） 

ハイブリッド車 平成 30 年 25.9km/L 263L（ガソリン） 

ディーゼル車 平成 30 年 18.6L/km 366L（軽油） 

※6,800km：自動車燃料消費量統計年報の「業態別・目的別 原単位及び稼働率」から、自家用

車のうち「主にマイカー」の 1 日 1 車あたり走行キロを参照し、1 車あたり年間

走行距離を算出した（18.63km/日×365 日≒6,800km） 

 

4.2.3  世帯属性別 機器等保有台数の推計 

世帯属性別機器保有台数については、世帯属性別のエネルギー消費量の推計と同様

の方法で家庭 CO2統計から推計した。 

 

4.2.4  世帯属性・取組内容別 エネルギー消費削減量推計 

世帯属性・取組内容別エネルギー消費削減量については、4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 で整

理した内容を基に以下の通り推計した。 

使用改善によるエネルギー消費削減量は 4.2.1 で整理した取組内容別エネルギー消

費削減量を 4.2.2 で整理した世帯属性別機器等保有台数に乗じて推計した。ただし、

「電気掃除機」と「照明器具」については世帯属性別の保有数量が明らかでない。 

電気掃除機については全国での普及率が 95.9%12となっており、本ツールでは各世帯

が 1 台以上保有しているとみなし、電気掃除機に関する取組によるエネルギー消費削

減量は表 4-3 の数値を全ての世帯属性について適用することとした。 

照明器具については、取組内容が「点灯時間を短くする」ことに限られている。点灯

                                                   
12 全国消費実態調査（総務省、2016 年） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200564&tstat=000001073908 
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時間の短縮によるエネルギー消費削減量の推計にあたっては、世帯属性別に世帯全体

の照明に占める照明種別（白熱電球・蛍光灯・LED）の割合を推計する必要がある。本

ツールでは家庭 CO2 統計で整理されている世帯属性・場所別の照明種割合と、世帯属

性別の居室数を参照し、世帯全体の照明種別割合を以下の手順で推計した。 

まず、4.1 .世帯属性・燃料種別エネルギー消費量の推計と同様の方法で世帯属性別・

場所別の照明種割合と、居室数を推計した。世帯属性別・場所別の照明種割合について

は、家庭 CO2 統計で示されている照明種「白熱電球」「蛍光灯」「LED」「その他」「該

当しない」「わからない」のうち、「白熱電球」「蛍光灯」「LED」を抽出し、これらの相

対的な比率を世帯属性別に推計した。上記のように推計した居室数は 1～6 であるのに

対し、照明の場所は「居間」「食卓・食事室」「台所」「個室」「その他の場所」の 5 種が

示されている。そこで本ツールでは居室数と照明数が比例すると想定した。ただし、「居

間」「食卓・食事室」「台所」については①これらで 2 室以上になるとすると、特に居室

数が 2 未満の世帯でデータとの矛盾が生じる、②住宅の場合は壁で仕切られていて独

立した台所の場合、居室とはみなさないことが一般的である。そこで「居間」「食卓・

食事室」「台所」は 3 カ所については 1 室とみなし、残る「個室」「その他の場所」はそ

れぞれ同数の照明が存在するとみなして世帯属性別の照明種割合を推計した。 

こうして得た世帯属性別・照明種別割合を削減対象となる照明の割合とし、この割合

に、表 4-3 に示した照明器具別の使用改善によるエネルギー消費削減量（白熱電球：

19.71kWh、蛍光ランプ：4.38kWh、電球型 LED ランプ：3.29kWh）をそれぞれ乗じ

て仕様改善によるエネルギー消費削減量とした。 

本ツールにおいては、家電・機器の買い替えが生じる場合、世帯ごとに買い替えられ

る家電・機器を 1 台と想定し、買い替えによるエネルギー消費削減量は世帯属性によ

らず 4.2.2 の値を用いる。 

 

4.2.5  エネルギー消費量から CO2排出量への換算 

電力消費（削減）量（kWh）から CO2排出量（t-CO2）への換算は地域ごとの旧一般

電気事業者の排出係数を用いて行う。2016 年における各電力会社の排出係数を表 4-11

に示す。 
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表 4-11 電力会社別 排出係数 

会社名 
排出係数 

（t-CO2/kWh） 

北海道電力 0.000632 

東北電力 0.000545 

東京電力 0.000486 

中部電力 0.000485 

北陸電力 0.00064  

関西電力 0.000509 

中国電力 0.000691 

四国電力 0.00051  

九州電力 0.000462 

沖縄電力 0.000799 

 

ガス消費（削減）量（m3）から CO2排出量（t-CO2）への換算では、ツールの適用対

象地域が都市ガス供給エリアかプロパンガス供給エリアかによって適用する係数が異

なる。エネルギー消費削減量は全て都市ガス換算で整理されているため、プロパンガス

供給エリアの場合は同等のエネルギー量をプロパンガスで供給する場合のプロパンガ

ス量を求め、その量に応じた排出量を算出する。都市ガス 1m3 あたりの排出量一覧を

表 4-12 に示す。 

 

表 4-12 ガス消費に伴う CO2排出量換算表 

ガス種別 m3 GJ t-C t-CO2 

都市ガス 1 0.00448 0.0006 0.0022 

プロパンガス 0.40 0.00448 0.0007 0.0026 

出所：地球温暖化対策の推進に関する法律施行令13、日本 LP ガス協会ホームページ14 

 

ガソリン消費（削減）量（L）から CO2排出量（t-CO2）への換算は地球温暖化対策

の推進に関する法律施行令を参照し、1 リットルあたり 0.0023t-CO2とした。 

  

                                                   
13 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（施行日：平成 28 年 5 月 27 日） 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId= 

411CO0000000143_20160527_428CO0000000231&openerCode=1#244 
14 日本 LP ガス協会ホームページ（最終確認：平成 30 年 3 月 25 日） 

http://www.j-lpgas.gr.jp/nenten/co2.html 
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4.3  削減量推計ツールの構築 

4.1 章、4.2 章での推計結果を基に、地域における家庭部門のエネルギー消費量・CO2

排出量削減量を推計するツールを構築した。 

ツールでは「簡易入力シート」と「詳細入力シート」をそれぞれ用意し、ユーザーの

ニーズに応じて入力する内容が選択できるよう構築した。また「出力シート」を別途用

意し、推計結果が分かりやすく把握できるよう配慮した。 

推計ツールでは、地域ごとの世帯属性別世帯数や機器の保有状況・使用状況から、地

域が温暖化対策に取組む前のエネルギー消費量や CO2 排出量を推計するとともに、ユ

ーザーが設定する買い替えや使用改善といった温暖化対策に応じた削減量を推計し、

これらを合わせて温暖化対策後のエネルギー消費量や CO2排出量を示す（図 4-2）。 

 

 

図 4-2 推計ツールの構造 

 

対策前の地域におけるエネルギー消費量・CO2排出量の推計精度は、主に世帯属性別

世帯数の精度に依存する。簡易推計の場合は、その地域が属する地方全体の世帯属性別

世帯数構成によって世帯総数を按分することになるため、地方全体の世帯属性別世帯

数構成と地域の世帯属性別世帯数構成が大きく異なる場合は、実際の地域のエネルギ

ー消費量・CO2 排出量と推計によるエネルギー消費量・CO2 排出量に差異が生じる可

能性が高い。この場合は、詳細推計により、世帯属性別の世帯数を地域の実態に応じて

入力することで推計の精度を高めることが可能である。 

対策による削減量については、使用改善、買い替えとも 4.2 で示したように、平均的

な機器の使用状況における削減量をベースとしている。使用改善については、すでに使

用改善が定着している地域の場合、ツールでの推計よりも実際の対策による削減量が

小さくなる可能性がある。買い替えについては、買い替え前の機器の年式について 2009

年以降と比較的新しいものをツールでは想定しているが、実際にはより年式の古い機

器が買い替え対象となることも考えられる。そのため、ツール推計の削減量よりも実際

の取組みによる削減量が大きくなる可能性が高い。 
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