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【省エネルギー特集】 
 

エネルギースター®2007年成果報告（米国） 
 

エネルギー効率を高めて気候変動と経済成長に挑む 
 地球規模の気候変動は世界の最重要環境課題の一つである。気候変動の影響は顕在化し

はじめているため、事業者、消費者および各種機関は、今すぐ利用できる真の解決策を探

している。エネルギー効率の向上は、現時点で、コストをほとんど、もしくはまったくか

けずに温室効果ガスの排出量を削減できる大変効果的な戦略である。1992年から開始され
たエネルギースタープログラムは、エネルギー効率への投資の妨げとなっている、市場の

広範囲に及ぶ特定可能な障壁を取り除くための取組みを行っており、住宅／商業／産業部

門に現実的な解決策をもたらしている。  
 
 エネルギースターに協力している機関は過去15年で1万2,000以上を数え、環境価値など
様々な便益を得てきた。エネルギースタープログラムにより提供される製品や手法、政策

の増加により、米国の各家庭や事業者、各機関は光熱費を節約でき、エネルギー市場の変

動のリスクが回避され、エネルギー安全保障は高まり、経済も成長してきた。国民はこれ

らの利益を享受するとともに、製品、住宅、建築物、及び産業設備から、期待通りの品質、

快適さ、性能を得ている。 
 
エネルギースタープログラムは、信頼できる客観的な情報源およびツールとして極めて

重要な役割を果たしており、住宅所有者や事業者は情報を十分に収集して自らと環境に関

する決定を行う際に利用することができる。結果として同プログラムは1992年から堅調な
成長を続けており、今後もしばらくその状況は続きそうである。 
 
 この報告書ではパートナーの活動に基づき、2007年の主要な成果について概要を述べる。
2007年の成果の詳細と今後の計画については、2008年秋に発表される年間報告書に記載さ
れる予定である。 
 
 
2007年の成果 
 2007年はエネルギースタープログラムが発足して以降、最も成功を収めた年であった。
国民はエネルギースターの支援のおかげで、2007年単独で温室効果ガスの排出量を4,000
万トン防ぐことができた。これは、自動車2,700万台の年間排出量に相当する。また、節
約された光熱費は160億ドル以上となった。（図1参照） 
 
 エネルギー効率の良い製品、手法、政策への投資のガイダンスとしてエネルギースター

を拠り所にしている家庭や事業者、機関は増えており、節約額は10年間で2倍近くまで伸
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びている。2007年のエネルギースターによる温室効果ガス削減量は、米国環境保護庁(EPA: 
Environmental Protection Agency)の気候変動プログラムで削減された温室効果ガスの総
排出量の約3分の1を占めた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エネルギースターのパートナー 
 住宅／商業／産業部門の事業者および機関は、社会への貢献により利益を高められるこ

とを認識している。全米の様々な官民組織は、EPAと米国エネルギー省(DOE: Department 
of Energy)と連携して環境保護に取り組む一方、顧客や一般市民、そして自らの機関に対
しても、エネルギー効率の価値をもたらした。1万2,000以上いるパートナーの概要は以下
のとおりである： 
 
・製造業者約2,000社：エネルギースターを使用して4万以上の各製品モデルにラベルを貼
付し識別化している。それらの製品の多くは、現在消費者が優先的に選択するブランド

となっている。 
 
・小売業者1,000社以上：エネルギースター適合製品を供給し、顧客に教育的情報を提供
している。 

 
・建築業者5,000社以上：全ての州とコロンビア特別区で、エネルギースターに適合した
新築住宅を建設。住宅の所有者は、高い快適度を維持しながら節約もできている。 

 

図 1 エネルギースターによる利益は 2000年以降 2倍以上に 

光熱費の節約   
（単位 十億ドル） 

自動車換算の温室効果ガスの排出量 
（単位 百万台） 

（出所：エネルギースターHP）
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・民間事業者、公共機関および産業機関3,000以上：エネルギー効率に投資を行い、建物
にかかるエネルギー使用量を低減している。 

 
・40以上の州、550の公益企業、その他全米のエネルギー効率プログラムのスポンサー多
数：エネルギースターを活用して、商業用建築物と住宅の効率性を向上させている。 

 
・何百ものESP事業者1、住宅エネルギー評価者2、金融機関、建築家・建築士：エネルギ

ースターを通して、エネルギー効率をより幅広く利用できるようにし、顧客に付加価値

を提供している。 
 
 これらのパートナーとEPAの取組みは、エネルギースターラベルに対する消費者の認知
度を着実に上げる結果となった。2007年末までに、米国の一般市民の70％以上がエネルギ
ースターラベルを識別できるようになった。それと並行してラベルの影響度も増してきた。

2007年は、住宅所有者の3人に1人がエネルギースター認可製品を意識的に購入した。また、
それらの住宅所有者のうち70%以上は、エネルギースターラベルが購入を決める際の重要
な要素となった。 
 
 
家庭向けエネルギースター 
 米国の一般市民はエネルギースターをエネルギー効率の国家的シンボルとして信頼して

おり、購入を決める際の指針や、コストの節約、環境の保護に役立てている。エネルギー

スターの最優良事例と製品に目を向けることによって、住宅所有者はエネルギーの利用を

減らして光熱費を最大 30％、年間 600ドル3節約できるとともに、気候変動の原因となる

温室効果ガスの排出量も減らすことができる。 
 
2007年のハイライト 
・2007年、米国民は約5億個のエネルギースター認定製品を購入した。購入された製品は

50以上の製品カテゴリーにわたり、累積購入数は25億個以上になる（図2参照）。消費者
はこれらのカテゴリー（電気機器4、冷暖房装置、家庭用電子機器5、オフィス機器、照

明設備など）の製品を選ぶことにより、標準製品モデルと比較して90％も節約できる。 
 
                                                 
1 ESP事業(energy service provider): 企業のエネルギー関連業務を請け負い、エネルギー利用や関
連コストの適正化、サービスおよびアドバイスの提供などを行う事業。 

2 エネルギー性能の調査と評価を行う個人や事業者。 
3 住宅所有者の平均光熱費は年間約 1,900ドル。 
4 「Appliances」: エネルギースターの製品カテゴリーでは、洗濯機、空気清浄機、（家庭用）食
器洗浄機、（家庭用）冷蔵／冷凍庫などが該当。 

5 「Home Electronics」: エネルギースターの製品カテゴリーでは、主として家庭用 AV機器（DVD
／CDプレーヤー、ホームシアター、スピーカー、テレビ・ビデオなどのコンボユニットなど）
が該当。 
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・EPAは2007年にアウトリーチ（支援）活動のレベルを引き上げた。エネルギースターの
「電球交換で世界を変えよう(Change a Light, Change the World)」キャンペーンは、
「地球温暖化防止に向けて共に闘おう(Join the fight against global warming)」という
国民へのメッセージを携えて全米バスツアーを開始し、10の都市で16のイベントが開催
された。このバスツアーにより、白熱灯をエネルギースター認定の電球型蛍光灯(CFL)
に交換する宣言が100万件以上集まった。様々な番組で採り上げたメディアの取組みの
効果もあり、1億6,000万件近くの感想が寄せられた。 

  
・2007年には新築住宅市場の低迷にもかかわらず、12万戸以上の新築住宅がエネルギース
ターのガイドラインを満たして建築された。これによって、エネルギースター認定住宅

の総数は約84万戸となった（図3参照）。これらの住宅の所有者は、全部合わせると光熱
費を年間2億ドル以上節約している。  

 
・州や地域が資金援助したエネルギースター住宅性能評価(Home Performance with 

ENERGY STAR)6プログラムの恩恵により、3万8,000人以上の住宅所有者が、大変快適

                                                 
6 住宅の快適性とエネルギー効率を向上させるため、局所的ではなく住宅全体から見た問題点を把
握し改修していく方法。概説とともに関係情報等が得られる。 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_improvement.hm_improvement_hpwes 参照。 

ホームオフィス機器 
オフィス機器 

照明設備 
家庭用電子機器 

その他 
電気機器 

図 2 1992年以降に購入されたエネルギースター認可製品数は 25億個 

（出所：エネルギースターHP） 
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な住宅環境を得ている。2007年、新たに4スポンサーが計20プログラムのエネルギース
ター住宅性能評価を開始した。住宅全体を評価するこの包括的アプローチによって、多

くの家庭が利益を享受した。 
  
・2007年度には、公的資金援助を利用して7,700戸以上のエネルギースター認可住宅が建
設され、最も貧しい家庭の光熱費の節約が保障された。EPAは21の州の住宅金融機関
(HFA)と連携して、住宅金融機関の住宅供給プロジェクトの資金援助基準を満たしたエ
ネルギースター製品と住居を推進した。30以上の住宅金融機関がエネルギースターの製
品と指針を採り入れたプロジェクトを選択している。一方で、4つの州は、住宅投資税
額控除による援助を受ける新築住宅は全てエネルギースターに認可されたものである

ことを求めている。 
 
・EPAはウェブベースの対話型ツール「Home Energy Advisor」をリリースした。このツ
ールは自宅のエネルギー効率をどのように改善したらよいか住宅所有者に個別の提案

を提供している。それに加えて、エネルギースター「HVAC Proper Installation」の2
つのパイロットプログラムが2007年に成功裏に完了し、プログラムを2008年に開始する
準備が整った。 

 
・EPAは家庭向けエネルギースター製品カテゴリーの中に、デジタルTVアダプターと装飾
用ライトストリングを追加した。さらにEPAは、屋根製品と住宅照明設備についてのエ
ネルギースターの仕様を更新した。テレビのオンモード（使用時）についても、国際的

に認可された、技術中立的な(technology-neutral)7テスト手順の策定が完了し、エネル

ギースターの新しい包括的な仕様策定に向けて前準備が整った。 
 
 
事業者向けのエネルギースター 

EPAはエネルギースタープログラムを通じて、現在のエネルギー使用量を評価して具体
的な活動計画を策定し、エネルギーの大きな削減につながるツールやガイダンスを、大小

様々な規模の商業・産業パートナーに提供してきた。これらの取組みによって、2007年に
はプログラムが急増した。 
 
2007年のハイライト 
・EPAは、米国の事業者と機関にエネルギー使用量の10％以上の削減を求める「エネルギ
ースター・チャレンジ(The ENERGY STAR Challenge)」を促進してきた。その結果、
現在では約800の機関と個人（150以上の地方自治体を含む）が同チャレンジに参加して
いる。影響力の大きい地方自治団体（例えば、全米郡協会(NACo: National Association 
of Counties)や全米市長会(U.S. Conference of Mayors)など）は、同チャレンジを支援し

                                                 
7 技術的に特定の仕様に依存していないこと。 
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ている。 
 
・主要な組織は2007年のエネルギースターを推進する取組みを強化した。建物所有者・管
理者国際協会 (BOMA: Building Owners and Managers Association (BOMA) 
International)は、EPAのポートフォリオ・マネージャーツール8を利用してBOMAメン
バーの建築物において30％の改善を目指す「7-Point Challenge」を発表した。米国の商
業用不動産物件の主要な情報サービスプロバイダーであるCoStar社は、エネルギースタ
ーの情報を同社のウェブサイトと建築物の研究に組み入れた。 

  
・EPAのエネルギー性能評価システムは驚異的な発展を遂げ、2007年には小売業の建物に
まで評価対象が拡大された。建物の所有者とオペレータは、このシステムを利用して6
万2,000以上の建物のエネルギー効率を評価してきた。これは、2006年末時点の2倍以上
の数となっている。評価を受けた建物は75億平方フィート（約7億m2）以上に達してお

り（図4参照）、その中には、全米の病院55％（急患の治療スペース）、スーパーマーケ
ット52％、オフィスビル31％、学校24％、およびホテル24％が含まれている。 

 
・それに加えて、2007年にエネルギースターラベルの貼付が認可された建物は前年より増
え、累積で建物4,000軒以上（7億4,000万平方フィート以上）となった。エネルギー性
能と環境性能が優れていることが認められたこれらの建物は、従来の建物よりもエネル

ギー使用量が平均で約35％少なく、そのうち約500軒では使用量が50％少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 http://www.energystar.gov/index.cfm?c=evaluate_performance.bus_portfoliomanager 

図 3 エネルギースターラベルを有する 
住宅は全米で 84万戸 

図 4 商業用建物の評価とラベリングは勢
いを増している 

累積建築数 年間建築数 評価数および

ラベル数 
ラベル数のみ 

面
積
（
十
億
平
方
フ
ィ
ー
ト
）

 

 
 
住
宅
数

 

*2007年は仕様がより厳しくなったため、 
住宅着工件数が鈍化した。 

（出所：エネルギースターHP）
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・EPAは建築物全体にわたる重要な省エネ目標を達成するために、「エネルギースター・リ
ーダー(ENERGY STAR Leaders)」として、50以上のパートナーを認定している。これら
のリーダーは、計4,500以上の設備と、2億6,000万平方フィート以上を保有している。 

 
・「自動基準サービス(ABS: Automated Benchmarking Services)」は、第三者機関のサー
ビスプロバイダーを通して建築基準の策定を推進しており、約3万の建物にサービスを
提供、400％以上の成長率をみせた。 
「サービス・製品プロバイダー(SPPs: Service and Product Providers)」9は、3万2,000
以上の建物の評価を支援した。これらの建物のほとんどがABSを通したものである。
2007年には、顧客の500の建物で、エネルギー性能が少なくとも10ポイント改善された。 

 
・2007年は、35の建築プロジェクトが「Designed to Earn the ENERGY STAR」を獲得
した。コロラド州プードルにあるKinard中学校は、「Designed to Earn the ENERGY 
STAR」を獲得した初の建築物となり、2007年には、その運用性能の実績によりエネル
ギースターラベルを獲得した。 

  
・2007年は、エネルギースターの産業パートナー向けの活動が引き継ぎ活発に行われた。
産業パートナーの中で大きな重点が置かれた産業は、自動車、セメント、トウモロコシ

製粉、食品加工、ガラス、製薬、石油化学、石油精製、及び紙パルプである。EPAは、
石油化学プラント、異なるタイプの4つの食品加工プラント、および、3つのタイプのガ
ラス製造プラントについて、エネルギー性能評価ツールの最初のドラフトを発表した。

現在40のプラントのうちのほとんどが、優れたエネルギー性能に対して認可されるエネ
ルギースターラベルを獲得している。 

 
・EPAはエネルギースターの商業用製品カテゴリーに、商業用自動食器洗い機と製氷機を
追加した。信号機と変圧器については、市場がエネルギー効率の高い製品に移行したた

め、EPAは2007年にこの二製品の仕様確定を延期した。 
 
・EPAは米国のデータセンターにおけるエネルギーの使用について、議会への報告書を完
成させた。その報告書の中では、装置と運用の効率性を改善することによって、電気代

を最大40億ドル節約できる可能性があることが示されている。 
 

 
翻訳：大釜 みどり 

出典：“ENERGY STAR® OVERVIEW OF 2007 ACHIEVEMENTS” 
http://www.epa.gov/appdstar/pdf/2007overview.pdf 

                                                 
9 https://www.energystar.gov/index.cfm?c=spp_res.pt_spps 


