
 
 

 
 

東京都様における公共交通利用促進および
環境負荷低減に対する新たな取組み 

Tokyo Metropolitan Government’s New Approaches to Promotion of 
Public Transport Use and Reduction of Environmental Burdens 

あらまし  

従来の自治体の住民向けサービスといえば，規模の大小はあるものの，全国共通の住民

サービスを提供することが基本であったが，昨今は各自治体を取り巻く環境の変化に伴い，

地域ごとに特色のあるサービスを行う自治体が増えている。東京都様でも「活気ある街作

り」「低環境負荷」を目的に様々な施策を実施している。 
本稿では，東京都様が独自に取り組んでいる様々な施策の中から富士通が構築に関係す

るサービスの事例として，公共交通利用促進，乗客サービス向上を目的とした交通局による

「ポイントサービス」と，温室効果ガス排出監視と抑制を目的とした環境局による「地球温

暖化対策報告書制度」および「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」について

紹介する。 

Abstract 

Traditionally, local government services for citizens have been based on providing resident 
services that are common nationwide though different in scale.  Recently, however, more 
local governments have come to offer their own distinctive services accompanying changes in 
the environment surrounding them.  The Tokyo Metropolitan Government (TMG) has also 
been carrying out various measures to build a vigorous city and reduce environmental 
burdens.  This paper presents, of the many different measures implemented independently 
by the TMG, case examples of services built with the cooperation of Fujitsu.  One is the 
points system run by the Bureau of Transportation for promoting the use of public 
transportation and improving passenger services.  Another two are the system of reporting 
on measures against global warming, and the system regarding emissions trading and the 
obligation to reduce total emissions of greenhouse gases, run by the Bureau of Environment 
and intended for monitoring and controlling greenhouse gas emissions. 
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ま え が き 

 従来の自治体の住民向けサービスといえば，規模

の大小はあるものの，全国共通の住民サービスを提

供することが基本であり，我々ICTベンダの自治体

マーケットにおけるビジネスも全国的に類似する傾

向にあった。しかし昨今は各自治体を取り巻く環境

の変化に伴い，地域ごとに特色のあるサービスを行

うようになってきている。東京都様（以下，東京

都）では「低環境負荷」「活気ある街作り」を目標

に様々な先進的な取組みを行い，数多くの独自サー

ビスを実施するようになっている。 
 本稿では，東京都が独自に取り組んでいるサービ

スの二つの事例として，交通局による「ポイント

サービス」と，環境局による「地球温暖化対策報告

書制度」および「温室効果ガス排出総量削減義務と

排出量取引制度」，またそれぞれについて富士通で

構築した，あるいは構築中のシステムを紹介する。 

 

会員 駅

ポイントチャージ機

お客様

運用
管理者

財務会計
システム

ICカード
発行事業者

交通機関

IC
カード

会員
サポートセンター

一件明細
処理機能

会員情報
管理

ポイント
チャージ機

連携

統計機能

会員向け
Webサイト

メール
配信機能

運用管理者
向け

Webサイト

会員
登録

各種
データ 一件

明細

申込書

インターネット

郵送 登録申込み
問合せ

ポイントサービスシステム

会員証

 

図-1 東京都交通局ポイントサービスのシステム概要 
Fig.1-System outline of point service run by TMG’s Bureau of Transportation. 

PASMOポイントサービスの事例 

 東京都交通局では大江戸線開通後の2006年より

単年度黒字の決算に転換したのを契機に，3箇年計

画「新チャレンジ2007」(1)を策定し，この計画の中

でICカードの導入を実施した。今年度からは更に

多様化・高度化する社会的なニーズに対応するため，

新しい3箇年計画「ステップアップ2010」(2)を策定

し，さらなるお客様サービスの向上のため，2011年
度よりICカード（以下，PASMO）の利用者を対象

としたポイントサービスを開始する。本サービスは

お客様の満足度を向上させるとともに，磁気券（切

符）削減による駅務機器のメンテナンスコスト削減

も見込むことができる。本章では現在富士通が構築

中の「ポイントサービスシステム」について紹介

する。 
● 概要 
 東京都交通局で実施するポイントサービスとは，

東京都交通局が会員を募り，会員がPASMOを使っ

て都営地下鉄，都営バス，都電荒川線，日暮里・舎

人ライナーの4事業を利用した実績に応じてポイン

トを付け，ポイント分をPASMOにチャージできる

サービスである。 
 会員登録希望者はまずインターネットか郵送申込

書で申込みを行う。登録が完了すると会員証が郵送

されて会員登録が完了する。会員がPASMOを使っ

て都営交通を利用すると自動的に実績がカウントさ

れ，ポイントが付与される。ポイントがある程度た

まったら会員は会員証とPASMOを都営線各駅に設

置されるポイントチャージ機に挿入し，PASMOに

ポイント分をチャージできるようにするサービスで

ある。ポイントサービスの概要を図-1に示す。 
 東京都交通局はこのポイントサービスに関して，

職員の負荷軽減を目的とし，自局で機器を持たずす
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べての機能をベンダからのサービス提供によって実

施することを検討している。 
 本ポイントサービスを構成する要素は大きく分け

てポイント計算や付与を行うSaaS部分と，会員か

らの問合せなどを担当する BPO （ Business 
Process Outsourcing）部分とに分けられる。 
 以下に各サービスの概要について説明する。 
（1） SaaS形態によるサービス 
 SaaS形態で提供されるサービス部分では，（株）

パスモから都営交通にかかわるすべてのデータを受

信し，その中から会員分のデータを抽出する。抽出

したデータは決められたロジックに従ってポイント

計算され，各会員ごとに付与される。このサービス

については富士通エフ・アイ・ピーのSaaS基盤

「Value Frontポイントサービス」を使うことにより，

運用コストと職員の管理負荷を削減できる。Value 
Frontポイントサービスは，会員管理機能，ポイン

ト付与機能，ポイント利用（PASMOへのチャージ

によるポイント払出し）機能を持っている。また，

（株）パスモから受信する都営交通利用実績データ

からの会員データ抽出機能とポイント計算機能は富

士通製ミドルウェア“Interstage Data Effector”
を採用し超高速な処理を実現する。このInterstage 
Data Effectorを使った機能は今回個別に構築した

が，SaaSの一部として東京都交通局にサービス提

供することにより，東京都交通局は一切設備を持た

ずにポイントサービスを実現する。 
（2） BPOによるサービス 
 またもう一方のサービス構成要素である会員サ

ポートセンターは会員に対するコールセンター機能

や，会員申込みに応じた会員証の作成・郵送などの

サービスを行う。ここでも富士通エフ・アイ・ピー

のコールセンターBPOサービスを採用することに

より東京都交通局の設備は不要となり，コールセン

ターオペレータに専門の要員を投入することが可能

となった。 
 このようにSaaSとBPOによるサービスを利用す

ることにより，東京都交通局は設備を一切持たずに

ポイントサービスを実現し，職員の管理負荷削減と

乗客サービス向上を両立することができる。 
● 今後の展望 
 今回導入するポイントサービスはICカードの普

及，乗客サービス向上，駅務機器メンテナンスコス

ト削減を実現するものと期待されているが，今後，

まだまだ発展する可能性があると考えている。例え

ば，（株）パスモから受信する都営交通の全乗車実

績データを“Interstage Data Effector”を使って

超高速に処理し分析することにより，詳細な乗車統

計を把握し，今後のダイヤ改正に生かしたり，乗車

時間帯によるポイント付与キャンペーンと併用した

りすることにより，オフピーク通勤を推進すること

ができる。また，ポイント利用の対象を東京都が持

つ美術館や動物園といった文化施設にまで広げて来

場促進や，駅中ビジネスとの連携なども想定される。

このように，富士通は，今後本サービスを契機に東

京都交通局のパートナとして，都民のサービス向上

に寄与したいと考えている。 

環境に対する取組みの事例 

 2006年12月，東京都は，世界でもっとも環境負

荷の少ない都市を実現するという戦略のもと，

2020年までに，東京の温室効果ガス排出量を2000年
比で25％削減するという目標を掲げた。 
 その具体策として2008年3月「新環境基本計画」(3)

を立案し，都内事業者に対して温室効果ガス削減を

求めるために，大規模事業所に対しては「温室効果

ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」，中小規

模事業所に対しては「地球温暖化対策報告書制度」

を策定した。 
 この制度に対応して，富士通は2009年度に「地

球温暖化対策報告書システム」を構築した。以下，

本システムの概要と2010年度より実施される「温

室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」に

ついて紹介する。 
● 地球温暖化対策報告書システム 
 地球温暖化対策報告書システムは，都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）

に規定する地球温暖化対策報告書制度に基づき，中

小規模事業所による報告書作成やそれら報告書の受

理，報告データの集計・分析，報告書のホームペー

ジへの公開などをサポートするシステムである。サ

ブシステムとして，地球温暖化対策の推進に関する

法律（温対法）に基づく東京都の実行計画である

「地球温暖化対策都庁プラン」のためのデータ収集

や，エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エ

ネ法），温対法への報告を可能とする「都有施設情
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出典：東京都環境局「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック」より(4)  
図-2 地球温暖化対策報告書の作成から提出までの流れ 

Fig.2-Workflow from creation to submission of report on measures against global warming. 
 

報サブシステム」がある。以下，システムの概要に

ついて説明する（図-2）。 
 地球温暖化対策報告書システムは，事業者が報告

データを作成する「報告書作成ツール」と，事業者

からの報告データの集計管理や分析を行う「報告書

サブシステム」から構成される。 
 事業者はまず東京都環境局のホームページ(5)から

「報告書作成ツール」をダウンロードする。ツール

はEXCELで作成されており，コンピュータ操作に

慣れないユーザでも入力しやすいように様々な工夫

がなされている。ツール内部にエネルギー換算係数

などを保持しており，事業所ごとの毎月の電気使用

量などを入力すると，自動的に原油換算エネルギー

使用量に換算される。原油換算で年間30～1500 kl
未満のエネルギーを使用している事業所が対象とな

り，事業者の合計が3000 kl以上の場合に東京都へ

の報告義務が発生する（3000 kl未満の場合でも任

意報告が可能）。入力したデータは，同じくホーム

ページからダウンロード可能な「エネルギー管理支

援ツール」により，様々なグラフや表でデータの可

視化や分析を行うことが可能である。報告義務の発

生した事業者は，年1回報告データを東京都に提出

する。東京都では，事業者より提出されたデータを

随時，報告書サブシステムに取り込む。本システム

は環境業務パッケージであるe-FEINS(6)をベースに

作成したWeb版のシステムである。登録後のデータ

はシステムに用意された分析機能により，様々な切

り口で検索，集計，分析が可能であり，制度の運用

状況や有効性検討のために利用される。 
 都有施設情報サブシステムは，東京都自身が事業

者として管理運用するシステムで，東京都庁内の各

部署のデータを収集し，地球温暖化対策都庁プラン

報告用のデータの作成支援を行う。データ入力用の

EXCELツールを各部局に配布し，各部局でデータ

入力後，データをシステムに取り込み，都庁全体の

データ集計，分析，評価を行う。集計後のデータを

基に，省エネ法，温対法への報告ファイルの出力も

可能であり，東京都の経済産業省，環境省への報告

をサポートしている。 
● 温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制

度への取組み 
 「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制

度」は，EUなどで導入が進むキャップ・アンド・

トレード制度の日本初（世界でも3番目）の事例で

あるとともに，都市型のキャップ・アンド・トレー

ド制度としては世界初のものである。 
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 2010年4月から大規模事業所（エネルギー使用量

が，原油換算で年間1500 kl以上の事業所）に対し

て第一計画期間（2010年～2014年）に温室効果ガ

スを6～8％削減する義務が発生した。削減義務と

併せて，削減しきれない排出量を調達するために

「排出量取引制度」も導入される。大規模事業所は

自らの事業所で削減できない排出量を以下の方法で

調達する必要に迫られている（図-3）。 
（1） 超過削減量からの調達 
 大規模事業所の超過削減分の売買である。 
（2） 都内中小クレジット（都内削減量）からの

調達 
 中小規模事業所の削減分の売買である。 
（3） 再エネクレジットからの調達 
 企業・家庭などで再生可能エネルギー（太陽光，

風力，地熱，水力，バイオマス）を利用して発生し

た電気相当量をクレジットとして売買できる。 
（4） 都外クレジット（都外削減量）からの調達 
 大規模事業者は削減義務量の1/3までを上限とし

て，都外大規模事業者が削減した排出量を削減義務

に利用できる。 
 東京都では本制度の実施に伴い，対象事業者とク

 

出典：東京都環境局大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量
削減義務と排出量取引制度」より(7)  
図-3 排出権取引の概要 

Fig.3-Outline of emissions trading. 
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図-4 SLIMOFFICEシステム概要 
Fig.4-SLIMOFFICE system outline. 
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レジットの移動を管理するためのシステム構築を予

定しており，富士通も自治体市場における新たな分

野として注目している。 
● 今後のビジネス展開 
 東京都が進めている地球温暖化対策や改正省エネ

法などにより，今後様々な業種において環境ビジネ

スの拡大が想定される。とくに対象事業者は環境情

報の「見える化」への取組みを強化するとともに，

スマートグリッドなどICTを利用した温室効果ガス

削減に向けた動きが加速するものと考えている。 
 富士通は，環境パフォーマンスデータ記録管理シ

ステムSLIMOFFICE（スリムオフィス）を販売し

ている。(8) SLIMOFFICEは，自己導入型，SaaS型
など，多様な運用形態に対応しており，中小規模か

ら大規模事業所までフルレンジでカバーしており，

業種業態は一切問わないシステムである（図-4）。 
 今回の東京都条例対応も予定しており，これによ

り導入ユーザは一度の収集作業で改正省エネ法，地

球温暖化対策法，東京都条例で必要とされる報告書

類をすべて作成できる。 
 また，2010年5月に衆議院で可決した地球温暖化

対策基本法が施行されると，国・自治体の温暖化対

策の取組みはますます加速されることが予想され，

あらゆる分野において環境ビジネスのニーズが高ま

るものと思われる。 

む  す  び 

 本稿で記載した事例のように，各自治体ではこれ

までとは違った新しいICT活用の取組みを行ってい

る。富士通が今後も製品やサービスを通じて社会貢

献を行っていくためには，お客様の目的や方針を理

解し，これまで以上のスピードで新しいソリュー

ション・サービスの提案・提供に取り組んでいき

たい。 
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