
 
 

 
 

自治体の地球温暖化対策支援 

Local Governments’ Approach to Global Warming 

あらまし  

近年，CO2をはじめとする温室効果ガスの削減など，地球温暖化対策のより一層の推進は，

世界各国共通の喫緊の課題となっている。このような状況下，日本では，国や都道府県はも

とより，基礎的自治体である市区町村レベルにおいても，地球温暖化対策に主体的かつ具体

的に取り組もうとする動きが急速に拡大しつつある。また，本格的な人口減少社会の到来や

諸外国との産業競争の激化など，国・地方を問わず，財政を取り巻く環境が極めて厳しさを

増している中，持続可能な地域社会の創造に向け，官民が連携・協力しながら，太陽光など

のクリーンエネルギーの普及促進を地域経済の活性化につなげていこうとする新たな試みも

活発化傾向にある。 
本稿では，富士通総研（FRI）がコンサルティング業務を通じ，地域経済の活性化に資す

ることも視野に入れながら，地球温暖化対策の支援を手懸けた三つの自治体の取組み事例を

紹介する。本取組みは，今後，「地球環境の保全」をキーワードとした新たな公共マーケッ

トの可能性を模索することをねらいとしたものである。 

Abstract 

It is becoming more important for each country across the world to carefully address global 
warming issues, such as by reducing greenhouse gases (CO2 and so on).  Under these 
circumstances, not only the central government and prefectures but also municipalities, basic 
units of local government, have taken the initiative in tackling global warming in a more concrete 
way.  Furthermore, the situation surrounding public finance in central government and local 
governments is getting worse, triggered by a population decrease and severe industrial 
competition with other countries.  Therefore, new approaches aiming to stimulate local 
economies, such as promoting clean energy including solar power, are becoming more popular 
through public-private partnerships for designing sustainable local societies.  This paper 
presents the possibilities of the public sector market from the viewpoint of “Conserving the 
Global Environment.”  It introduces three cases of municipalities which Fujitsu Research 
Institute (FRI) has supported, aiming to stimulate local economies. 
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ま え が き 

 2007年に「気候変動に関する政府間パネル

（ IPCC ： Intergovernmental Panel on Climate 
Change）」がまとめた第4次評価報告書によると，

最近50年間における地球の気温上昇速度は，過去

100年間の約2倍に増大しており，平均海面水位の

上昇も加速化傾向にあるとされている。同報告では，

このような地球規模での気候システムの変動は，人

間の活動に伴う温室効果ガスの増加によってもたら

された可能性が非常に高いとされている。また，日

本では，京都議定書に基づき，2012年までに温室

効果ガスの総排出量を対1990年比で6％削減するこ

とが目標に掲げられているものの，2007年度の総

排出量は基準年を9.0％上回る結果となっている。 
 このような状況下，近年，温室効果ガスの削減が，

日本全体における喫緊の政策課題として極めて大き

な注目を浴び，基礎的自治体である市区町村におい

ても，地球温暖化対策に主体的に取り組もうとする

動きが急速に拡大しつつある。 
 さらに，本格的な人口減少社会の到来や諸外国と

の産業競争の激化など，国・地方を問わず，財政を

取り巻く環境が厳しさを増す中，持続可能な地域社

会の創造に向け，官民が連携・協力しながら，自然

エネルギーの普及促進を地域経済の活性化につなげ

ることをねらいとする新たな取組みも試行されて

いる。 
 本稿では，富士通総研（FRI）がコンサルティン

グ業務を通じ，地域経済の活性化に資することも視

野に入れながら，地球温暖化対策の支援を手懸けた

三つの自治体の取組み事例を紹介し，今後，「地球

環境の保全」をキーワードとした新たな公共マー

ケットの可能性を模索する。 

再生可能なクリーンエネルギーの普及促進に向けた事業モデルの検証 

● 目的 
 A市では，2008年1月の「脱温暖化行動指針

（CO-DO30）」において，2025年度までに温室効果

ガスの排出量30％以上の削減と，再生可能エネル

ギーの利用量10倍化などの目標を掲げている。ま

た，同年7月には，国から，温室効果ガスの大幅削

減などの低炭素社会の実現に向け，高い目標を掲げ

て先駆的な取組みにチャレンジする「環境モデル都

市」に選定されている。 
 さらに，CO-DO30に掲げた目標を達成するため

の取組みの一環として，市民力を活用しながら，再

生可能エネルギーの普及促進を図るべく，全市的に

再生可能エネルギーの利用量を増やすことをねらい

とした事業体「グリーンパワー」（以下，GP）の設

立を打ち出した。 
 FRIが手懸けたコンサルティング業務は，海外も

含め先進自治体における再生可能エネルギーの普及

促進に向けた施策の動向や関連企業などの取組みを

参考としながら，GPが実施する事業候補をしぼり，

実効性が高いと考えられる事業モデルを明らかにす

るとともに，有識者による検討委員会での審議を経

て，事業化の可能性を検証することを目的としたも

のである。 
● 事業の候補およびモデルの選定 
 既存資料により，A市では，従来から太陽エネル

ギー（太陽光・太陽熱）の賦存量(注 )1 が多いことが

判明していた。また，国内では2009年11月より，

住宅における太陽光発電の余剰電力を電力会社が通

常の電力価格の2倍程度で10年間買い取る「余剰電

力固定買取制度（FIT）」の導入が進みつつあった。 
 このため，GPでは，太陽エネルギーを中心に，

再生可能エネルギーの普及促進を図ることとした。

具体的にはFITを活用し，個人の投資負担が大きい

既設住宅を対象に，太陽光発電システムをリース方

式で貸し出し，初期投資を軽減する「太陽エネル

ギー普及拡大事業」を候補として選定した。 
 さらに，GPでは市民や事業者が安心して再生可

能エネルギーを導入するための環境整備をねらいと

した「再生可能エネルギー導入相談・サービス事

業」と，公共施設の空きスペースや焼却工場の余剰

電力を活用して事業を行う「公共施設発電事業」の

ほか，再生可能エネルギーの環境価値を売買する仕

組みを整え，利用拡大のインセンティブを高める

「環境価値活用事業」を候補として提案した。 
 検討委員会における審議の結果，GPの事業モデ

ルには「太陽エネルギー普及拡大事業」と「再生可

能エネルギー導入相談・サービス事業」を複合化し

たものを事業モデルとした。また，事業モデルは，

「太陽エネルギー普及拡大事業」の中で貸し出す太

                                                      
（注1） ある資源の潜在的な存在量のこと。 
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図-1 事業モデル1：GPが資産を保有する場合 
Fig.1-Business model 1: Case where GP owns assets. 

 

陽光発電システムなどの資産保有者の違いにより，

二つのケースの検討を行った。 
【事業モデル1：GPが資産を保有する場合】 

 GPが資産を保有する場合の事業モデルでは，

リース会社などとの連携・協力のもと，GPがパネ

ルメーカなどから太陽光発電システムを購入した上，

ハウスメーカ・施工業者などに発注し，当該システ

ムの設置および維持管理を行い，ユーザは余剰電力

の売電収入や節約できた電気料金からリース料金を

捻出する。 
 「再生可能エネルギー導入相談・サービス事業」

では，住宅展示場などの集客施設やインターネット

などを活用し，太陽光発電システムの商談をハウス

メーカ・施工業者などに仲介し，商談成立時に手数

料を徴収するとともに，研修や優良事業者の認定な

どを通じて設置工事の品質を確保することとした 
（図-1）。 
【事業モデル2：行政が資産を保有する場合】 

 一方，行政が資産を保有する事業モデルでは，A
市がパネルメーカなどから太陽光発電システムを購

入し，与信(注 )2 に通じたクレジット会社などとの連

携・協力のもと，GPに太陽光発電システムのリー

                                                      
（注2） 金銭の貸付またはこれと同等行為を行うこと。 

スを委託する（本モデルでは，太陽光発電システム

をA市が保有するため，固定資産税は非課税扱い）。

また，「再生可能エネルギー導入相談・サービス事

業」は，GPが資産を保有するケースと同様の形態

で実施することとした（図-2）。 
● 損益のシミュレーションとGPおよびA市の課題 
 前節で述べた二つの事業モデルを対象とした事業

化の可能性の検討では，インターネットを活用して

太陽エネルギー普及拡大事業のニーズを調査し，

リース料金や利用量などを設定した上で，2010～
2025年における損益およびキャッシュフローの試

算を行った。結果を表-1に示す。 
 この結果，損益では，どちらの事業モデルを採用

した場合でも，当該期間を通じて一定の営業利益を

確保できるものの，GPが資産を保有する事業モデ

ルの場合には金利負担が大きく，2025年における

最終借入残高は9～25億円となり，借入れをせずに

事業活動を行うために必要な当初資金は37～49億
円となった。 
 また，行政が資産を保有する事業モデルでは，太

陽光発電システムの購入に要する初期投資額は37
～52億円に上った。 
 両者を比較すると，GPが資産を保有する場合に

は，金利負担が大きいため，コストの安い資金を調
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図-2 事業モデル2：行政が資産を保有する場合 

Fig.2-Business model 2: Case where public sector owns assets. 
 

表-1 損益およびキャッシュフローの試算結果（2010～2025年） （単位：百万円） 
損益のポイント キャッシュフローのポイント 

 売上高の

累計 

費用（売上原

価＋販売費 
および一般管

理費）の累計

営業利益の

累計 
最終借入残高 
※金利3.0％ 

最終借入残高

※金利5.0％ 

GPが借入をし

ない場合の当

初必要な資金

※金利5％ 

補助

あり 9893 9866 27 873 1797 3703GPが資産を保有 
（事業モデル1） 補助

なし 9893 9866 27 1218 2470 4905

補助

あり 7237 7228 9 0 0A市が資産を保有 
（事業モデル2） 補助

なし 9470 9460 9 0 0

★1 累計は2010～2025年。 
★2 四捨五入しているため，端数は合わない。 
★3 料金を回収できないリスクは除いている。 
 

達することが重要となり，行政が資産を保有する場

合には，金利負担は抑えられるものの，初期投資額

が大きくなるため，当面の資金の手当てが課題とな

ることが明らかになった。 
 GPは，A市と関連企業の連携・協力のもと，市

民力を生かし，太陽エネルギーをはじめとする再生

可能エネルギーの普及を促進する事業体であり，事

業モデルのポイントは期間限定のFITである。した

がって，事業の効果を可能な限り早期に発現させる

ためには，事業体の早期立上げが必要不可欠と言

える。 
 しかし，一方でGPの運営には多額の費用がかか

ると見込まれることから，今後も引き続き，再生可

能エネルギーの技術およびその普及に向けた取組み

の実効性を検証するとともに，市民や事業者のニー

ズの把握に努め，関連企業との協議・調整を進めな

がら，A市がGPに対する，より具体的な支援方針

を固めることが必要となっている。 
● 今後の取組みの方向性 
 電力の需給バランスを最適化することにより必要
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以上に発電するロスの削減や不安定な再生可能エネ

ルギーの活用などを推進する「スマートグリッド」

に対し，富士通グループでは，電力会社向けの配電

や営業管理のITソリューションのほか，一般家庭

向けにスマートメータを活用したエネルギーマネジ

メントのITソリューションなどを開発している。 
 GPの「太陽エネルギー普及拡大事業」ではFIT
を活用し，既設住宅に太陽光発電システムを導入し，

余剰電力を電力会社に売電することによってリース

料金を賄うことを目指している。電力会社と既設住

宅が太陽光発電の余剰電力を効率的に売買するには，

高度な配電システムやスマートメータが必要であり，

「太陽エネルギー普及拡大事業」はスマートグリッ

ドのITソリューションの需要を高めると考えられる。 
 また，「環境価値活用事業」では，利用者は再生

可能エネルギーの売買の最適なバランスを見いだす

ため，エネルギーマネジメントの需要が高まり，高

度なスマートメータが必要となる。検討委員会では，

GPの「環境価値活用事業」の事業化は時期尚早と

見送られたが，今後，再生可能エネルギーの普及が

進めば事業化の可能性は，さらに高まることが期待

される。 

地域経営ファンドを活用した持続可能な事業モデルの立案 

● 目的 
 2009年9月の政権交代を契機に，現在，国内では，

地域間格差が拡大している地方の自立と再生を図る

ため，地方が自らの創意工夫と責任のもとで政策を

決定し実行する，地域主権型社会の確立に向けた議

論が本格化しつつある。 
 このような状況下，新政府が2009年度に打ち出

した「緑の分権改革」は，再生可能なクリーンエネ

ルギーや安全で豊富な農産物，歴史文化遺産など地

域固有の資源を最大限に活用し，地域経済の振興お

よび雇用の確保などを図り，もって従来の中央集権

型の社会構造から「地域の自給力と創富力を高める

地域主権型社会（分散型発散モデル）」への転換を

目指す新しい施策である。 
 国では，「緑の分権改革」を推進するに当たり，

2009年度に総額39億円の補正予算を計上し，全国

の都道府県・市区町村から提案を募った上，その中

からモデル自治体を選定し，地域におけるクリーン

エネルギーの賦存量調査および先行的な実証調査を

目的とした『「緑の分権改革」推進事業』を実施す

ることとなった（図-3）。 
 FRIでは，B市を対象に，「クリーンエネルギー

の活用に際して解決すべき課題」，「クリーンエネル

ギーの活用に向けた取組み」，「今回提案する取組み

およびその後の展開による効果」など，国から採択

を受けるために，県を通じ提出する提案の立案支援

を行った。 
 

 

出典：総務省ホームページより抜粋  
図-3 「緑の分権改革」の概要 

Fig.3-Introduction to Green Government Reform. 

FUJITSU. 61, 5 (09, 2010) 509 



 
自治体の地球温暖化対策支援 

● 「緑の分権改革」推進のポイント 
 FRIでは，国が掲げる「緑の分権改革」の趣旨を

勘案し，具体的な提案の中で，当該事業および「緑

の分権改革」に基づく取組みが，従来のような補助

金交付が終了するまでの一過性の地域振興策ではな

い，真に有用で持続可能なものとなるには，「地域

を構成する様々な主体による協働・連携」，「地域が

有する様々な資源の活用」および「地域力を高める

ための多様な取組み」を推進していくことが極めて

重要なポイントであることを主張した。 
 以下にそれぞれについて紹介する。 
（1） 地域を構成する様々な主体による協働・連携 
 国と地方を合わせた債務残高の対GDP（国内総

生産）比率が先進国の中で最悪の水準にあるなど，

近年，国・地方を問わず，財政状況の悪化が深刻化

している。このような状況の中，「緑の分権改革」

を「絵に描いた餅」ではなく，確実に成果を上げら

れる取組み，かつ将来にわたり持続可能な取組みと

するためには，それぞれの地方が国からの補助金に

過度に依存するといった体質を抜本的に改める必要

がある。また，民間企業・地域活動団体・住民・行

政など，地域社会を構成するあらゆる主体が，それ

ぞれの有する地域経営に必要なリソース（資金，人

材，設備，情報，ノウハウなど）を提供するととも

に，特性に応じた責任と役割，リスクを適切に分担

し合いながら，地域力を高めるための多様な取組み

を協働・連携して推進することが求められる。 
（2） 地域が有する様々な資源の活用 
 それぞれの地方が「緑の分権改革」を通じ，地域

主権型社会の実現を図るためには，地域の強みを十

二分に踏まえつつ，画一的ではない個性豊かで差別

化されたまちづくりを総合的に展開していくことも

極めて重要なポイントと考えられる。このため，自

然，環境，歴史，文化，景観，産業など，地域に存

在する潜在的・顕在的な価値を持った様々な資源を

複合的に活用するとともに，現状では価値を発現し

ていない地域資源の価値を顕在化させ，また，発現

している地域資源の価値を高めていくことが求めら

れる。 
（3） 地域力を高めるための多様な取組み 
 「緑の分権改革」は，（原口総務大臣の言葉を借

りれば）「地域の自給力と創富力」を高められるよ

うな経済社会システムの構築に向け，「地域から資

金が流出していく構造」から，「地域に外貨を引き

込む構造」，「地域内で資金を還流する構造」へと転

換を図ることが問われている取組みと位置付けら

れる。 
 これを具現化するための取組みパターンとしては，

「地域外で発生する様々な需要に対して地域から供

給し，外貨を獲得するための取組み（地域産品の外

部への販売など）」，「地域外の人々により発生する

様々な需要に対して地域で供給し，外貨を獲得する

ための取組み（観光客の集客など）」，「地域内で発

生する様々な需要に対して地域内で供給し，資金が

外部に流出することを防ぐための取組み（地域内の

事業者による医療・福祉サービスの提供など）」な

どがあり，地域の実情に応じて柔軟に取組みを選択

し，推進する必要がある。 
● 「緑の分権改革」推進のエンジンとなる地域経

営ファンドの創設 
 前節で述べたポイントを踏まえつつ，本業務では，

太陽光を中心とした地域内のクリーンエネルギー資

源の利活用モデルの構築と，これまでは潜在化して

いた環境価値の発現による地域振興を目指すととも

に，これらを具体的に推進するためのエンジンとも

言うべき「地域経営ファンド」のあるべき姿の検討

を行うことを前面に押し出した結果，とくに，後者

の内容が極めて高い評価を得て，国の採択を受ける

こととなった（図-4）。 
● 今後の取組みの方向性 
 将来に向け，持続可能で安定的な地域経営を展開

していく上で，今後更に行政側の財政面での制約が

高まることが見込まれる中，民間企業・地域活動団

体・住民・行政など地域社会を構成する多様な主体

との連携・協力のもとに，地域循環型の自立モデル

を確立するために必要な資金や人材を供給し合う，

地域経営基盤の確立は，各地方公共団体にとって極

めて重要な政策課題として，飛躍的に重要性が高ま

ると考えられる。 
 FRIでは，今後も引き続き，地域経営の観点をも

十二分に踏まえながら，地球環境の保全に向けた各

市区町村の取組みを積極的に支援していくとともに，

多様化する各地域の経営課題の解決に向け，より実

効性の高いICTの活用モデルの提案を実践していく。 
 

510 FUJITSU. 61, 5 (09, 2010) 



 
自治体の地球温暖化対策支援 

表-2 自治体・企業などの温室効果ガス削減の取組み例 
取組内容（例） 

・節電，冷暖房の調整 
・省エネ設備の導入，建物改修，新エネルギー★の導入 
・エコドライブ，低公害車両の導入 
・低炭素型の仕事の仕方（クールビズ地域情報化など） 
・環境意識の啓発，向上とPDCAサイクルの推進 
・廃棄物の削減，再利用，リサイクル 

★：「新エネルギー」には，太陽光，風力，地熱などの再生可能

エネルギーのほか，廃棄物利用などによるリサイクルエネ

ルギー，燃料電池などが考えられる。 
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図-4 地域経営ファンドの全体イメージ 
Fig.4-Overall image of local fund management. 

 

自治体の温室効果ガス削減にかかるデータセンターへの対応 

● 日本国内の取組み 
 日本では，1979年の「エネルギーの使用の合理

化に関する法律（以下，省エネ法）」により，工場

や建築物，機械・器具にかかる省エネルギー化を推

進するための仕組みが制度化された。その後，

2009年4月1日には，輸送分野や建築分野，さらに

大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭

部門での対策を強化するため，改正省エネ法が施行

された。 
 このような背景のもと，現在，東京都では，大規

模事業所に対する温室効果ガスの削減義務を導入し

ており，そのほかの32道府県・政令指定都市にお

いても，大規模事業所を対象に，温室効果ガスの算

定・報告・公表制度が導入済みである（表-2）。 
● 東京都の取組み 
 東京都では，「エネルギーを必要最小だけしか使

わずに，豊かで快適な都市生活を送ることのできる

低炭素型の社会をいち早く実現し，それを新たな都

市モデルとして，世界の大都市や発展途上国の都市

に発信すること」を目標に，2000年に「都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例」（以下，環

境確保条例）による「地球温暖化対策計画書制度」

を創設している。 
 2002年4月には，温室効果ガス排出量の算定・報

告および目標の設定などを大規模事業所に求める

「地球温暖化対策計画書制度」を導入するとともに，

2005年には，東京都が削減対策の指導・助言およ

び評価・公表を行える仕組みを強化し，事業者の自

主的かつ計画的な対策が進められている。 
 さらに，2008年7月には都内における更なる温室

効果ガス排出総量の削減に向け環境確保条例を見直

し，2010年4月1日からは「総量削減義務と排出量
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取引制度」（以下，本制度）の運用が開始されて

いる。 
 本制度は，EU（欧州連合）などで導入が進む国

家間のキャップ・アンド・トレードを地方自治体と

して世界で初めて実現したものである。 
 また，排出量取引制度では，大規模事業所間の取

引に加え，都内中小クレジット，再エネクレジット，

都外クレジットを活用することで，対象事業所は，

排出量取引を通じた削減量の調達により，経済合理

的に対策を推進できる仕組みとなっている。 
 本制度の対象は，前年度の燃料，熱，電気の使用

量が原油換算で1500 kl以上の事業所とされている。

事業所の範囲は，基本的には建物や施設単位ごとに

なるが，エネルギー管理の連動性（エネルギー供給

事業者からの受電点やガス供給点が同一であるか，

地域冷暖房施設について導管が連結している）があ

る場合には，複数の建物をまとめて一事業所として

取り扱う。また，共通の所有者が存在する建物・施

設が隣接している場合には，複数の建物をまとめて

一事業所として取り扱うとされている。 
 さらに，本制度では，事業所の所有者を義務対象

とした上，テナントビルにおける総量削減をも確実

なものとすべく，テナント事業者についても，所有

者（ビルオーナなど）の削減対策に協力することを

義務化している。このうち，一定規模以上の特定テ

ナント事業者においては，事業者独自の対策計画書

を策定・提出させるとともに，その計画に基づく対

策を実施することを義務付けている。 
 特定テナント事業者に該当する条件は，毎年度

5月末時点で，総量削減義務の対象事業所内のテナ

ントであって，「①延床面積を5000 m2以上使用し

ているテナント事業者」，「②延床面積の大小にかか

わらず，前年6月1日からの1年間の電気使用量が

600万kWh以上のテナント事業者」としている。 
 これらの対象事業所には，今後，エネルギー消費

量が急増すると考えられているデータセンターも含

まれている。データセンターは，通常のオフィスビ

ルのテナント事業者とは異なり，データセンター特

有の設備や管理・運用形態があり，本制度の運用に

おいては，運営現場の実態に応じた対応が求められ

ている。 
● データセンターの省エネ化の動向 
 データセンターの省エネにかかわる技術は，日進

月歩で進歩しているが，主に下記に示す三つの観点

から整理できる。 
 1点目は，サーバ，ストレージなどの情報機器の

電力消費量を抑制する取組みである。具体的には，

電力消費量の多い演算処理装置，駆動部があるハー

ドディスク装置，無停電電源装置（UPS）をはじ

めとした電源装置など部品レベルで電力消費量を抑

制する取組みや，ブレードサーバ，仮想化技術など

の機器の統合化により，機器全体の利用効率を高め

る取組みなどがあげられる。 
 2点目は演算処理に伴い発生する熱処理の効率化

を図る取組みである。現在，多くのデータセンター

で利用されている空調による熱処理の場合，機器を

冷却するための冷たい空気と，機器から排出される

暖かい空気が混合しないよう「コールドアイル」，

「ホットアイル」に分離し冷却効率を高める取組み

が基本であり，機器，ラック，サーバルーム（建

物）の三つのレベルに応じて冷却効率を高めること

が有効である。 
 併せて，冷却に要する空調のエネルギー消費量の

抑制に向け，自然エネルギーを活用する取組みも進

められており，外気を活用するなどの方策が普及し

つつある。 
 3点目は，上記2点の取組みが継続的かつ確実に

省エネに結びつくよう，PDCAのマネジメントサイ

クルを確立し，総合的に運用管理に当たる仕組みを

構築することである。PDCAサイクルが機能するた

めには，「CHECK（評価）」の客観性を担保するこ

とが重要である。すなわち，データセンターの運営

に要するエネルギー消費の「可視化」をより細かい

レベルで行うことが重要であり，行政組織，ビル

オーナ，データセンター事業者，データセンターの

利用者などの関係者が，共通の基準のもとエネル

ギー消費量削減に向けた取組みを検証し，漸次的に

深化させるためのマネジメントシステムを構築する

ことが求められる。 
 また，データセンターの運営に要するエネルギー

消費は，多数の因子が関係してシステム全体に影響

を与える「複雑系」のシステムの中にあり，局所的

な省エネ対策は，効果が限定的にならざるを得ない。

このため，省エネの効果を高めるためには，上記の

三つの観点を踏まえ，総合的に取り組むことが求め

られている。 
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● FRIと富士通グループの対応 
 富士通グループでは，グリーンITのノウハウを

提供し，社会の温室効果ガスの削減を進める「グ

リーン・ポリシーイノベーション」に取り組んでい

る。また，FRIでは，自治体の共通課題とも言える

温室効果ガス対策はもとより，それぞれのデータセ

ンターの特徴や条件にあった省エネ対策の検討やそ

の管理・運営方法に関するコンサルティングにも対

応するなど，データセンターの省エネ化に向けた課

題解決にも積極的に取り組んでいる。 

む  す  び 

 本稿では，三つの自治体における地球温暖化対策

の取組み事例を紹介した。近年，温室効果ガスの削

減に向け，各自治体では，新たな制度の確立やこれ

に基づく事業の推進，住民・事業者に対する省エネ

ルギー化の促進に向けた規制・誘導の導入が活発化

しつつある。 
 今後，さらなる地球温暖化対策の推進は，国はも

とより，各自治体においても極めて重要な政策課題

の一つとして位置付けることができ，個々のニーズ

や地域経営上の課題に的確に応えることができるコ

ンサルティングへの期待や，ICTの活用促進にかか

わる公共マーケットも大きく拡大していくことが予

想される。 
 FRIおよび富士通グループは，コンサルティング

からICT活用モデルの導入までを一貫して手懸ける

ことができる強みを最大限に生かしながら，持続可

能な地域社会の創造に向け，より的確で実効性の高

い支援に尽力する所存である。 
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