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て作成した。詳細は今中・杉山（2009）[4]を参照のこと。
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限界削減費用とは単位CO２ 排出量を追加的に
削減するのに必要な費用であり、対策技術ご
とに異なり、限界削減費用が小さい対策技術
から順番に導入することで（図４の左から右
へ）、全体の長期的な対策コストを最小化で
きる。図４の場合、空調の電化や個別空調の
COP向上、LED照明の普及が、長期的に見て、
対策費用が小さいCO２排出削減策である。なお、
BEMSは高コストのため、図の範囲外にある。
図４の削減費用は、各対策技術の初期導入コ
ストとエネルギーコストだけを考慮しており、
利便性や快適性、安全性などの貨幣価値に換
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とに注意する必要がある。業務用電化厨房の
ように削減費用が高くても、需要家の便益が
大きいため、導入されるケースもあり得る。

個別空調の
COP 向上
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図４ 対策技術別の限界
CO2削減費用（業務部門、
2030年）
石油焚き機器の
都市ガス化
限界削減費用（円 /t-CO2）
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