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はじめに

　2006年から2010年までの期間を対象にした

第11次5か年計画
（注1）

では、経済発展方式を転換し

資源節約を基本的国策とし、循環経済の発展と

生態環境の保護を図り、資源節約型の環境にや

さしい社会を構築すること、人口、環境及び資

源と調和した経済発展を推進することが謳われ

た。そして、5か年計画終了の2010年までに、

主要排出物（二酸化硫黄と化学的酸素要求量）

を2005年比10％低減、GDP（国内総生産）単位

当たりエネルギー消費量を同じく20％低減（以

下、「主要排出物の低減」と「GDP単位当たりエ

ネルギー消費量の低減」をまとめて「節能減排」

という）することが、「拘束性」を持った数値目標

として打ち出されている。

　2008年3月5日の第11期全国人民代表大会第

1回会議における国家発展改革委員会の報告に

よれば、2003年から2007年までのGDP単位当

たりエネルギー消費量は、着実に減少してはい

る。（図　「GDP単位当たりエネルギー消費量」

参照）。しかし、温家宝総理が同日の政府活動

報告において、2008年は目標を達成するため

の鍵となる年であり、強い緊迫感を持ち、困難

な課題を解決するために取り組みを強化しなけ

ればならない
（注2）

と述べているように、決して楽観

できる状況ではない。

　本稿は、資源とエネルギーを大量消費する経

済からの転換を図る中国のエネルギー節約対策

について、関連する重要な国務院通達文書を中

心に紹介するとともに、「公共機構におけるエネ

ルギー節約条例
（注3）

」について解説し、併せて同条

例の翻訳を掲載するものである。

　なお、中国における「条例」とは、国務院が

憲法及び法律に基づいて制定する行政法規であ

り、日本の政令に相当する。

図 GDP単位当たりエネルギー消費量　（2005年価格、標準炭1kg/１万元）

（出所）

「关于2007年国民经济和社会发展计划执

行情况与2008年国民经济和社会发展计

划草案的报告」，中国人代网，

<http://www.npc.gov.cn/huiyi/dbdh/11/

2008-03/21/content_1421146.htm>
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Ⅰ　中国のエネルギー節約対策―国務院通達文

書を中心に

　エネルギー節約対策に関連するいくつかの国

務院通達及び「公共機構におけるエネルギー節

約条例」の上位法である「エネルギー節約法」を

紹介し、中国のエネルギー節約に対する最近の

取り組みを概観する。

1　エネルギー節約中長期特別計画

　この計画は、2004年11月10日、国家発展改

革委員会が、各省及び主要都市の人民政府、国

務院の各部及び直属機構、人民解放軍、業界団

体等に対し、中長期エネルギー節約に関する基

本文書として、また、エネルギー節約プロジェク

ト建設の根拠文書として発布したもの
（注4）

である。

　同文書には、2010年の目標と2010年までに

実施する重点事項及び2020年の目標が示され

ている。具体的には、GDP1万元（1990年価格）

の生産に要するエネルギー消費量を、標準炭に

して2002年の2.68ｔから2010年には2.25ｔ（約

16％減）、2020年には1.54ｔ（約43％減）とする

目標が掲げられている。

　公共機構については、2010年までに、エ

ネルギー節約建築基準に従って既存建築物の

20％を改造すること、また、中央国家機関の単

位建築面積当たり及び1人当たりのエネルギー

消費量を、2002年を基準として10％低減する

とされた。

2　政府機構における資源節約の強化に関する

通知

　これは2006年2月24日、国家発展改革委員

会、財政部、国有資産監督管理委員会、中国共

産党中央直属機関事務管理局及び人民解放軍総

後勤部が連名で、国務院の各部及び直属機構、

地方人民政府、人民解放軍等に対して発布した

もの
（注5）

である。

　このなかで、2005年を基準にして、2010年

には節電、節水、単位建築面積及び1人当たり

エネルギー消費量をいずれも20％低減すると

し、エネルギー節約の試行モデル組織の設置、

資源節約に関連する制度、基準体系及び投資管

理体系の構築、定量化管理体系を構築すること

等が目標として挙げられている。

3　エネルギー節約活動の強化に関する国務院

の決定

　この決定は、2006年8月6日、国務院が省人

民政府、国務院の各部及び直属機構に対して下

したもの
（注6）

である。

　このなかで、エネルギーを大量に消費し汚染

を拡大する粗放型の経済発展方式からの転換、

市場メカニズムと政府のマクロ的管理を組み

合わせる方針を堅持すること等の基本方針の下

に、第11次5か年計画の目標であるGDP単位

当たりエネルギー消費量の20％低減を達成す

るためには、年平均の低減率4.4％を実現しな

ければならないとした。

　公共機構については、各部門及び指導者が自

ら率先してエネルギー節約のモデルになるこ

と、建築物や暖房、空調、採光、設備等を重点

的に改造すること、エネルギー節約製品の政府

調達を強力に推進すること、公用車改革を着実

に進めることを求めている。

4　各地におけるGDP単位当たりエネルギー消

費低減目標値の設定

　2006年9月17日、国務院は国家発展改革委員

会から照会されていた「各地における第11次5

か年計画期間中のGDP単位当たりエネルギー

消費低減指標計画」につき、これを承認すると

回答した
（注7）

。この計画によって、最高の低減率

30％が要求された吉林省から、最低の12％の

西蔵自治区にいたるまで、全国の省級人民政府

に要求される具体的な低減数値目標が確定し

た。
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5　節能減排に関する総合的活動方案

　この方案は、2007年5月23日付けで、国務院

から省人民政府、国務院の各部及び直属機構に

対して出されたもの
（注8）

である。

　同方案には、2006年の節能減排目標が達成

されなかったことを受け、2007年以降は厳し

い状況に直面すること、現在の状況を転換でき

なければ、5か年計画の達成は難しいという危

機感が反映された通知文書が付されている。

　このなかで、政府や企業については、節能減

排目標の達成度を指導者の考査評価対象とする

とし、目標を達成できなかった場合にはその責

任を問い（問責制）、「一票否決」を適用するとし

ている。「一票否決」とは、「これだけでもトップ

人事を更迭する制度」とされる
（注9）

（後述）。

　政府機構については、先の「エネルギー節約

活動の強化に関する国務院の決定」と同じく、率

先垂範してエネルギー節約を進めること、調達

を含め施設や設備についてエネルギー節約に向

けた取組みを求めている。

6　エネルギー節約に関する考査実施方案

　2007年11月17日に国務院は、国家発展改革

委員会が環境保護総局（現在は環境保護部）、

統計局とともに作成した「GDP単位当たりエネ

ルギー消費指標体系実施方案」と「GDP単位当

たりエネルギー消費監視体系実施方案」、及び

国家発展改革委員会が作成した「GDP単位当た

りエネルギー消費考査体系実施方案」を承認し、

省人民政府、国務院の各部及び直属機構に対し

て通知した
（注10）

。なお、これと同時に、主要排出物

低減に関する統計、監視及び考査に関する規定

も通知されている。

　GDP単位当たりエネルギー消費考査体系実

施方案によって、一票表決を含む考査方法が明

確にされた。考査対象となるのは、省人民政府

と特にエネルギー消費量が多い企業約1,000社

であり、エネルギー節約目標の達成指標（定量）

とエネルギー節約措置の実施指標（定性）が考

査される。省人民政府については、先に述べた

GDP単位当たりエネルギー消費低減目標値の

達成度によって考査が行われることになる。

　考査の手順は以下の通りである。

　まず、各地の人民政府は、当該年度目標を3

月末前に国務院節能減排工作指導小組
（注11）

に提出す

る。前年度の業務進展状況と目標達成状況につ

いては自己考査の結果を、同じく3月末前に国

務院、国家発展改革委員会と節能減排工作指導

小組に送付する。これに対して、国家発展改革

委員会、監察部、人事部（現在は人的資源及社

会保障部）、国有資産監督管理委員会、統計局

等から構成される評価考査チームが現地調査等

を行った上で評価考査報告書を作成し、毎年5

月末前に国務院に提出する。国務院の審査を経

た考査結果は、国家発展改革委員会を通して一

般に公表される
（注12）

。

　賞罰措置として、先に述べた「問責性」と「一

票否決制」が採られる。目標を達成した人民政

府は、全国エネルギー節約表彰活動に併せて表

彰報奨の対象となり、達成できなかった人民政

府の指導幹部については、当該年度の表彰選出

や栄誉称号授与の対象にはならない。また、当

該地区のエネルギーを大量に消費する新規プロ

ジェクトの審査認可及び許可が一時停止される

ことになる。そして、考査結果の公表後1か月

内に、書面により是正措置を国務院（副本を発展

計画委員会）に送付することになっている。この

是正措置が適切なものでなかった場合には、監

察部門により関係規定に従い関係責任者の責任

が追及されることになっている。

　これによると、一票否決制は「これだけでも

トップ人事を更迭できる制度」とされるが、実

際には監察部門により責任が追及されるのは関

係責任者であり、指導幹部に対しては実質的な

責任追及措置を欠いているとも言える。
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7　エネルギー節約法

　2007年10月28日の第10期全国人民代表大会

常務委員会第30回会議で、1998年1月1日から

施行されていたエネルギー節約法
（注13）

の改正案が採

択され、2008年1月1日から施行
（注14）

された。

　この改正によって全体的に内容が充実され、

第3章：エネルギーの合理的使用の中で、「公共

機構におけるエネルギー節約」（第5節）が、工

業（第2節）、建築（第3節）、交通運輸（第4節）、

重点エネルギー使用組織（第6節）におけるエネ

ルギー節約とともに規定された。その内容は以

下のとおりである。

　公共機構が節約を励行し、浪費をなくし、率先

してエネルギー節約製品及び設備を使用し、エ

ネルギー利用効率を向上させること（第47条）、

エネルギー計画の策定と実施体制の整備（第48

条）、年度エネルギー節約目標及び実施法案の策

定、エネルギー消費計量並びに監視及び管理の

強化、エネルギー消費状況報告書の提出、エネ

ルギー消費基準値の設定（第49条）、エネルギー

使用システムの管理強化、エネルギー監査の実

施（第50条）、国の政府調達リストに収録され

た製品及び設備等の使用（第51条）等である。

Ⅱ　公共機構におけるエネルギー節約条例の内

容

　公共機構におけるエネルギー節約条例はⅠ

-7で紹介したエネルギー節約法に基づき、既

に国務院の政策として実施されている内容をそ

のまま取り込んだものと言える
（注15）

。その構成は、第

1章：総則、第2章：エネルギー節約計画、第3

章：エネルギー節約管理、第4章：エネルギー

節約措置、第5章：監督及び保障、第6章：附

則の全6章43条となっている。

　

1　総則

　総則では、先ず対象となる「公共機構」につ

いて、「すべて又は一部について財政資金を使用

する国家機関、事業体及び団体組織」（第2条）

と規定する。これらの組織が、エネルギー節約

を推進し、エネルギー効率を高め、そして中国

全体のエネルギー節約において「モデルとして

の役割」を発揮することが、本条例の制定主旨

である（第1条）。

　エネルギー節約に対する取り組みの体制につ

いて、「全国の公共機構におけるエネルギー節

約に対する監督及び管理業務は国務院のエネル

ギー節約業務の管理部門」が主管し、その指導

を受けて、「全国の公共機構におけるエネルギー

節約業務の推進、指導、調整及び監督に責任を

負う」のが、「国務院の機関事務業務を管理する

機構」である（第4条）。

　前者は国家発展改革委員会であり、後者は国

務院機関事務管理局である。

　国家発展改革委員会は、持続可能な発展戦略

を推進し、エネルギー節約や排出物低減に関す

る総合的調整事務、循環経済やエネルギー資源

の節約、エネルギーの総合利用計画の策定及び

その実施を主管しており、具体的には資源節約

及び環境保護司（日本の「局」に相当）が担当して

いる
（注16）

。

　国務院機関事務管理局は、1950年12月に中

央人民政府機関事務管理局として発足し、1954

年に現在の名称に改称した
（注17）

。特定の専門業務を

主管する国務院の「直属機構」として置かれたも

ので、中央国家機関の経費、財務、公用車、国

有資産や不動産の管理、党及び国務院等の指定

する要人（指導者）の生活サービス管理等を行っ

ている。エネルギー節約に関連しては、中央国

家機関におけるエネルギー節約管理業務に責任

を負い、関係部門とともに計画、規則の制定及

び実施体制整備、エネルギー消費統計、監視及

び評価業務の実施体制整備等を所掌している。

「公共機構におけるエネルギー節約条例」を起草

したのは、この国務院機関事務管理局である。

　地方人民政府について見ると、国務院の場合
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と同じ構造となっている。例えば、省級人民政

府である上海市人民政府を例にとると、人民政

府の直属機構として置かれた上海市人民政府機

関事務管理局が、上海市発展改革委員会のもと

に同市の公共機構におけるエネルギー節約業務

の推進、指導等に当たっている
（注18）

。

　「公共機構の責任者は、当該組織のエネルギー

節約業務について、すべての責任を負う」とさ

れ、目標責任制とその達成状況について考査評

価される（第6条）。また、エネルギー浪費につ

いては、すべての組織、個人が告発する権利を

有し、告発を受理した「関係部門は、告発に対

して遅滞なく調査し処置しなければならない」

(第8条）とされる
（注19）

。

2　エネルギー節約計画

　第2章では、国務院及び地方の公共機構にお

けるエネルギー節約計画の策定が規定されてい

る。

　例えば、国務院の場合は、国務院機関事務管理

局が国家発展計画委員会とともに、「エネルギー

節約中長期特別計画」に基づき、国務院全体のエ

ネルギー節約計画を策定する（第10条）。国務

院機関事務管理局はこのエネルギー節約計画で

確定した目標と指標を、年度別に各公共機構に

具体的な遂行目標として下ろす（第13条）。各

公共機構では、これに基づき年度別エネルギー

節約目標及び実施案を策定し、国務院機関事務

管理局に報告しなければならない（第14条）。

3　エネルギー節約管理

　第3章では、公共機構におけるエネルギー節

約管理について、次のように具体的に定めてい

る。

　エネルギー消費統計制度が導入され、公共機

構は統計データ台帳を作成すること、そのため

に統計に責任を負う専任者を指定すること、ま

た毎年3月31日以前に前年度のエネルギー消費

状況報告書を機関事務業務の管理機構に提出す

ることとなっている（第14、15条）。

　各公共機構のエネルギー消費量については、

年度の基準値が適用され、その範囲内でエネル

ギーを使用することが求められる。基準値を超

えて消費した場合は、機関事務業務の管理機構

に説明をしなければならない（第16条）。

　公共機構が使用する製品や設備については、

国が整備し維持するエネルギー節約リスト
（注20）

及び

環境マーク製品リスト
（注21）

に収録されたものを調達

しなければならない（第18、19条）。

　公共機構が新規建築又は既存建築物を改造す

る場合は、エネルギー節約設計等の国の関係規

定や基準に従うことが要求され、投資効果を評

価、審査したうえで認可される（第20、21条）。

　公共機構におけるエネルギー利用効率の向上

を図るため、エネルギー監査が実施される（第

23条）。監査項目は、建築物のエネルギー節約

関連記録の閲覧及び調査、設計基準の執行状況、

エネルギー消費計量記録と財務帳簿の照合、前

年度のエネルギー監査において指摘された事項

の実施状況、年度ごとのエネルギー節約計画及

び消費基準値の執行状況等である。

4　エネルギー節約措置

　第4章では、公共機構におけるエネルギー節

約措置として、公共機構の組織運営に関わる事

項を規定している。

　まず、低コスト、ゼロコストの取り組みを推

進するために、各公共機構がエネルギー節約に

関する運営管理制度及びエネルギー使用システ

ムの操作規程を整備することが求められ、エネ

ルギー管理に責任を持つ担当及び重要なエネル

ギー使用システムや設備の操作には専門の技術

者を配置しなければならない（第25、26条）。

　公共機構は、建物管理サービス企業とエネル

ギー節約管理の目標及び要件を明記した契約を

結ぶことによって、エネルギー節約に関する診
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断、設計、融資、改善及び運営管理の事項を委

託することができる（第27、28条）。

　電気製品の待機エネルギーの軽減、室内空調

温度の厳守
（注22）

及び自然風の利用、エレベーターの

人工知能管理による運転台数や時間の管理、採

光については、エネルギー効率の高い照明器具

の採用、自然光の利用、建物外部の照明や装飾

用照明を規制すること等が規定される（第25～

32条）。また、特に消費エネルギーが大きいネッ

トワーク関連機械室、食堂、給湯室、ボイラー

室等については計測を重点的に行うとともに、

効果的な措置を講じなければならないとしてい

る（第33条）。

　公用車は、配車基準に基づき配置すること、

エネルギー消費が少ない車、低汚染車、クリー

ンエネルギー使用車を優先することが規定され

る。また、定められた用途に従った利用、エネ

ルギー節約運転規範の策定のほか、厳格な管理

が行えるよう1台ごとに燃料消費量を計算する

こととされる。公用車の維持、運行には、燃料

代、故障修理費用のほか、運転手の人件費も含

めかなりのコストが必要とされるため、公用車

サービスの社会化（外注化）を推進することも盛

り込まれている（第34条）。

　公共機構が所有する公用車による排出物、石

油消費量の増大は、“特権”の問題とも絡み、公

共機構におけるエネルギー節約の大きな焦点と

なっている。北京市では2008年10月1日から、

消防車、救急車、警察用車等を除いた公用車の

3分の1の使用を凍結することに加え、車ナン

バーの末尾数字によって1週間に1日の運転禁

止措置等を採ることになった
（注23）

。

5　監督及び保障

　第5章ではまず、機関事務業務の管理機構が

関係機関とともに、公共機構のエネルギー節約

に対して行う監督及び検査の項目が列記され

る。いずれも、第2章から第4章において規定

されたものである（第35条）。公共機関はこの

監督及び検査に協力し、関係資料及びデータを

提出しなければならない（第36条）。

　規定された事項を実施していない場合には、

機関事務業務の管理機構が関係機関とともに、

期限を定めて改善を命じ、期限を過ぎても改善

しなかった場合は、公共機構の責任者を法に従

い処分する（第37条）。

　エネルギー節約製品及び設備リストに収録さ

れたものを調達しない者（第38条）、公共機構

の建設プロジェクトの認可を規定どおり行わな

い者（第39条）、公用車に関する規定に違反し

た者（第40条）についても、法に従った処分が

行われる。また、規定に違反しエネルギー浪費

に至った場合は、機関事務業務の管理機構が関

係機関とともに、エネルギー節約に関する是正

意見書を通達し、公共機構は遅滞なく実施しな

ければならない（第41条）。

　公共機構のエネルギー節約業務の推進、指導、

調整及び監督に責任を負う機関事務業務の管理

機構の職員が、監督及び管理において、職権を

乱用する、職務を怠る、私利のために不正を行

い、犯罪を構成する場合には、刑事責任が追及

されることになる（第42条）。

おわりに

　2008年8月15日、中央国家機関におけるエネ

ルギー節約の進展について、国務院機関事務管

理局の尋寰中副局長が述べた内容を以下に紹介

する
（注24）

。

　1人平均の使用電気量は、2006年が2005年比

12.06％減、2007年は2006年比4.22％減であり、

水使用量は同じく、19.15％、7.89％減となった。

　国家発展改革委員会や科学技術部等19機構

の新規建築及び既存建築物改造について、エネ

ルギー節約の観点から総合評価・審査を行った。

これによって、建築費用500万元（約7500万円）

の節約に加え、年間420万元（約6300万円）相
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当のエネルギー節約効果と530万kWhの節電効

果が見込まれる。

　22組織の事務棟の空調設備のエネルギー診

断及び改造、石炭利用ボイラー 120台の改造、

120万m2の暖房設備の改造を行ったほか、中央

国家機構の執務スペースで使用していた照明器

具43.3万本をすべてエネルギー節約型に取り

替えた。2008年内には、食堂の天然ガス使用

厨房2,500台の更新・改造を予定しており、年

間天然ガス70万m3が節約できる。

　公用車については、2004年以来、配置台数

の定数を1,270台削減し、定数を超えていた

721台を整理、また、排気ガス基準を満たして

いない807台の更新等を行った。政府調達につ

いては、エネルギー節約リストによってエネル

ギー節約製品を優先的に購入し、2007年の調

達額は15.41億元（約231億円）に達した。

　以上の尋寰中副局長の発言があった前月の7

月には、国務院節能減排工作指導小組の会議が

開催され、2007年の節能減排の状況報告が行

われ、2008年の取り組みが決定された
（注25）

。会議

では、これまでの取り組みを肯定する一方で、

経済成長、特にエネルギーを大量に消費し排出

物の多い業種の成長が突出し、サービス業や高

技術製造業の生産額のGDPに占める割合が低

下しており、こうした産業構造の転換が実現し

ない限り、5か年計画に盛り込まれた節能減排

目標の達成は、相当に困難であるとの認識が示

された。

　2005年の中国のGDP単位当たりのエネル

ギー消費量は、日本の１に対し中国は8.6（世界

平均では3.0
（注26）

）とされ、中国のエネルギー節約の

効果は大きな可能性を持っているとも言える。

環境やエネルギー関係の法規の整備も進行して

おり、公共機構をはじめ国全体としての今後の

取り組みが注目される。

注

＊インターネット情報は一部を除き2008年10月15日

現在である。
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第1章　総則

第1条

　公共機構におけるエネルギー節約を推進し、

公共機構におけるエネルギーの利用効率を高

め、社会全体のエネルギー節約において、公共

機構がモデルとしての役割を発揮するために、

中華人民共和国エネルギー節約法に基づき本条

例を定める。

第2条

　本条例でいう公共機構は、すべて又は一部に

ついて財政資金を使用する国家機関、事業体及

び団体組織のことである。

第3条

　公共機構は、エネルギー使用に対する管理を

強化し、技術的に実行可能で経済的に合理的な

措置を講じ、エネルギーの消費を低減し、エネ

ルギーの浪費を減少し抑止し、エネルギーを有

効かつ合理的に利用しなければならない。

第4条

　国務院のエネルギー節約業務の管理部門が、

全国の公共機構におけるエネルギー節約に対す

る監督及び管理業務を主管する。国務院の機関

事務業務の管理機構は、国務院のエネルギー節

約業務の管理部門の指導を受け、全国の公共機

構におけるエネルギー節約業務の推進、指導、

調整及び監督に責任を負う。

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、同級のエネルギー節

約業務の管理部門の指導を受け、当該級の公共

機構におけるエネルギー節約に対する監督及び

管理業務に責任を負う。

　教育、科学技術、文化、衛生、体育等の系統

の各級の主管部門は、同級の機関事務業務の管

理機構の指導を受け、当該系統内の公共機構に

おけるエネルギー節約業務を進める。

第5条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、同級の関係部門とと

もに、公共機構におけるエネルギー節約につい

ての広報、啓蒙及び研修を行い、エネルギー節

約に関する科学的知識の普及を図らなければな

らない。

第6条

　公共機構の責任者は、当該組織のエネルギー

節約業務について、すべての責任を負う。

　公共機構におけるエネルギー節約業務につい

ては目標責任制及び考査評価制度を導入するも

のとし、エネルギー節約目標の達成状況を公共

機構の責任者に対する考査評価の内容としなけ

ればならない。

第7条

　公共機構は、当該組織のエネルギー節約管理

に関する規則を制定し、整備し、エネルギー節

約に関する広報、啓蒙及び職場での研修を行い、
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職員のエネルギー節約意識を強め、エネルギー

節約の習慣化を図り、エネルギー節約について

の管理水準を向上させなければならない。

第8条

　公共機構のエネルギー節約業務は、社会の監

督を受けなければならない。すべての組織及び

個人は、公共機構のエネルギー浪費行為を告発

する権利を有し、関係部門は、告発に対して遅

滞なく調査し処置しなければならない。

第9条

　公共機構のエネルギー節約業務において顕著

な成果をあげた組織及び個人を、国の規定に基

づき、表彰し報奨する。

第2章　エネルギー節約計画

第10条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、同級の関係部門とと

もに、当該級の人民政府のエネルギー節約中長

期特別計画に基づき、当該級の公共機構におけ

るエネルギー節約計画を策定する。

　県級の公共機構におけるエネルギー節約計画

は、管轄する郷（鎮）の公共機構におけるエネ

ルギー節約の内容を含むものでなければならな

い。

第11条

　公共機構におけるエネルギー節約計画は、基

本的考え方と原則、エネルギー利用の現状と課

題、エネルギー節約の目標と指標、エネルギー

節約の重点分野、実施主体及び保障措置等に関

する内容を含むものでなければならない。

第12条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の

機関事務業務の管理機構は、公共機構における

エネルギー節約計画で確定された目標及び指標

を、年度別に割り振り当該級の公共機構に遂行

させなければならない。

第13条

　公共機構は、当該組織のエネルギー使用の特

徴及び前年度のエネルギー使用状況を踏まえ、

年度エネルギー節約目標及び実施案を策定し、

エネルギー節約目標の達成を保証するために、

目的を明確にしたエネルギー節約管理又はエネ

ルギー節約に対する改善措置を講ずる。

　公共機構は、年度エネルギー節約目標及び実

施案を、同級人民政府の機関事務業務の管理機

構に報告し記録にとどめなければならない。

第3章　エネルギー節約管理

第14条

　公共機構は、エネルギー消費計量制度を導入

し、使用エネルギーの種類及びエネルギー使用

システム別に、使用者、種類及び項目別のエネ

ルギー使用量を計量し、併せてエネルギーの消

費状況について実時間監視を行い、エネルギー

浪費現象をすみやかに発見し、是正しなければ

ならない。

第15条

　公共機構は、エネルギー消費統計に責任を負

う専任者を指定し、計量したエネルギー消費の

原データを事実のとおり記録し、統計台帳を作

成しなければならない。

　公共機構は、毎年3月31日以前に、前年度の

エネルギー消費状況報告書を、同級人民政府の

機関事務業務の管理機構に提出しなければなら

ない。

　　

第16条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、同級の関係部門とと
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もに管理権限に従い、業種、系統別に各公共機

構のエネルギー消費総合水準及び特徴に基づく

エネルギー消費基準値を定め、財政部門は、エ

ネルギー消費基準値に基づきエネルギー消費支

出基準を定める。

第17条

　公共機構は、エネルギー消費基準値の範囲内

でエネルギーを使用するものとし、エネルギー

消費に対する管理を強化しなければならない。

エネルギー消費基準値を超えてエネルギーを

使用した場合には、同級人民政府の機関事務業

務の管理機構に対して説明をしなければならな

い。

第18条

　公共機構は、国の強制調達又は優先調達に関

係する規定に基づき、政府調達エネルギー節約

製品及び設備リスト並びに政府調達環境マーク

製品リストに収録された製品及び設備を調達し

なければならず、国が明文をもって淘汰を命じ

たエネルギー使用製品及び設備を調達してはな

らない。

第19条

　国務院及び省級人民政府の政府調達の監督管

理部門は、同級の関係部門とともに、政府調達

エネルギー節約製品及び設備リストを整備し、

エネルギー節約製品認証証書を取得した製品及

び設備を、優先して政府調達リストに収録しな

ければならない。

　国務院及び省級人民政府は、政府調達エネル

ギー節約製品及び設備リスト収録の製品並びに

設備を、政府集中調達リストに取り入れなけれ

ばならない。

第20条

　公共機構の新規建築並びに既存建築物の保守

及び改造においては、建築物のエネルギー節約

設計、施工、点検調整、竣工検収等の国の関係

規定及び基準を厳格に執行しなければならず、

国務院及び県級以上の地方人民政府の建設主管

部門は、国の関係規定及び基準の執行状況に対

する監督及び検査を強化しなければならない。

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の固

定資産投資プロジェクトに対する審査認可又は

審査許可に責任を負う部門は、公共機構の建設

プロジェクトの建設規模及び基準を厳格にコン

トロールするとともに、エネルギー節約に対す

る投資とその効果について全般的に考慮し、建

設プロジェクトのエネルギー節約に対して評価

及び審査しなければならない。エネルギー節約

に対する評価及び審査を通過しないプロジェク

トについては、建設を認可又は許可してはなら

ない。

　

第21条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、関係部門とともに、

当該級の公共機構の既存建築物に対するエネル

ギー節約のための改造計画を策定し実施体制を

整備する。

第22条

　公共機構は、規定に基づきエネルギー監査を

実施し、当該組織のエネルギー使用システム及

び設備の稼働並びにエネルギー使用状況につい

て、技術的及び経済的評価を行い、監査結果に

基づきエネルギー利用効率を向上させるための

措置を講じなければならない。具体的方法は、

国務院のエネルギー節約管理部門が国務院の関

係部門とともに定める。

第23条

　エネルギー監査は、次に掲げる内容を含むも

のとする。
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(1) 建築物の竣工検収資料並びにエネルギー使

用システム及び設備の記録資料の調査及び閲

覧、エネルギー節約設計基準の執行状況の検

査

(2) 電気、ガス、石炭、石油及び公共熱供給等

のエネルギー消費計量記録と財務帳簿の照

合、種類別及び項目別の総エネルギー消費、

一人平均のエネルギー消費及び建築面積当た

りのエネルギー消費に対する評価

(3) エネルギー使用システム及び設備の稼働状

況に対する検査並びにエネルギー節約管理制

度の執行状況に対する審査

(4) 前回のエネルギー監査において提案され

た、合理的なエネルギー使用案の実施状況に

対する検査

(5) エネルギー節約の余地があるエネルギー使

用ポイント又は場所を調査し、合理的なエネ

ルギー使用案を提案

(6) エネルギー節約年度計画及びエネルギー消

費基準値の執行状況を審査し、エネルギー消

費基準値を超えてエネルギーを使用した公共

機構の説明に対する審査及び確認

(7) エネルギー計量機器の稼働状況に対する審

査並びにエネルギー消費統計データの信憑性

及び正確性に対する検査

第4章　エネルギー節約措置

第24条

　公共機構は、当該機構のエネルギー節約に関

する運営管理制度及びエネルギー使用システム

の操作規定を制定し、整備し、エネルギー使用

システム及び設備稼働に対する調整、保守整備

及び巡回検査を強化し、低コスト、ゼロコスト

のエネルギー節約措置を実施する。

第25条

　公共機構は、エネルギー管理担当を置き、エ

ネルギー管理担当責任制を実施しなければなら

ない。重要なエネルギー使用システム及び設備

の操作担当には、専門の技術者を配置しなけれ

ばならない。

第26条

　公共機構は、契約によるエネルギー管理方式

を採用し、エネルギー節約に関する診断、設計、

融資、改造及び運営管理をエネルギー節約サー

ビス機構に委託して行うことができる。

第27条

　公共機構は、建物管理サービス企業を選定す

る場合、そのエネルギー節約に対する管理能力

を考慮しなければならない。公共機構が建物管

理サービス企業と建物管理サービスに関する契

約を締結する場合は、エネルギー節約管理の目

標及び要件を明記しなければならない。

第28条

　公共機構は、エネルギー節約のための改造を

行う場合は、エネルギー監査及び投資収益につ

いて分析し、エネルギー節約指標を明確にする

とともに、エネルギー節約のための改造後、エ

ネルギー節約指標について計量方式による審査

及び総合評価を行う。

第29条

　公共機構は、空調機、コンピュータ及び複写

機等の電気使用設備のスイッチをすみやかにオ

フにし、電気使用設備の待機エネルギー消費を

軽減しなければならない。

第30条

　公共機構は、国の室内空調温度のコントロー

ルに関する規定を厳格に執行するとともに、自

然風を十分に利用し、空調の運営管理を改善し

なければならない。
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第31条

　公共機構のエレベーターシステムは、人工知

能による制御を行い、エレベーターの運転台数

及び時間を合理的に設定するとともに、運転調

整及び保守整備を強化しなければならない。

第32条

　公共機構の執務用建物は、自然光を十分に利

用し、エネルギー節約効率の高い照明器具を使

用し、照明システムの設計を最適化し、電気回路

制御方式を改善し、人工知能によるコントロー

ル装置を広く利用するほか、建物外部のフラッ

ド照明及び外部装飾用照明については、厳格に

規制しなければならない。

第33条

　公共機構は、ネットワーク関連機械室、食堂、

給湯室、ボイラー室等のエネルギー使用状況を

重点的に計測し、エネルギー消費を軽減するた

めの効果的な措置を講じなければならない。

第34条

　公共機構の公用車は、基準に基づき配備し、

低エネルギー消費車、低汚染車及びクリーンエ

ネルギー使用車を優先して選車し使用するとと

もに、廃車制度を厳格に執行しなければならな

い。

　公共機構は、規定された用途に基づき公用車

を使用するものとし、エネルギー節約運転規範

を定め、1台ごとのエネルギー消費計算制度を

実施しなければならない。

　公共機構は、公用車サービスの社会化を積極

的に推進するほか、職員が公共交通手段及び非

機動車を利用して外出することを奨励しなけれ

ばならない。

第5章　監督及び保障

第35条

　国務院及び県級以上の地方各級人民政府の機

関事務業務の管理機構は、関係部門とともに、

当該級公共機構のエネルギー節約に対する監督

及び検査を強化しなければならない。監督及び

検査は、次に掲げる内容を含むものとする。

(1) 年度エネルギー節約目標及び実施案の策定

並びに実施状況

(2) エネルギー消費の計量、監視及び統計の状

況

(3) エネルギー使用基準値の執行状況

(4) エネルギー節約管理規則の制定状況

(5) エネルギー管理担当の設置及びエネルギー

管理担当責任制の実施状況

(6) エネルギー利用システム及び設備のエネル

ギー節約稼働状況

(7) エネルギー監査の実施状況

(8) 公用車の配備及び使用状況

　エネルギー節約の規則制度の不備により、エ

ネルギー消費基準値を著しく超えてエネルギー

を消費する公共機構については、重点的に監督

及び検査しなければならない。

第36条

　公共機構は、エネルギー節約に対する監督及

び検査に協力し、関係する状況を事実のとおり

報告し、関係資料及びデータを提出しなければ

ならず、拒絶し妨害してはならない。

第37条

　次に掲げる行為のいずれかに該当する公共機

構については、同級人民政府の機関事務業務の

管理機構が関係部門とともに、期限を定めて改

善を命ずる。期限を過ぎても改善しなかった場

合は、その旨を通知するとともに、関係機関が

公共機構の責任者を法に従い処分する。

(1) 年度エネルギー節約目標及び実施案を策定

しない者、又は年度エネルギー節約目標及び

実施案を規定に基づき記録にとどめなかった
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者

(2) エネルギー消費計量制度を実施しない者、

使用エネルギーの種類及びエネルギー使用シ

ステム別に、使用者、種類及び項目別のエネ

ルギー消費を計量しない者又はエネルギーの

消費状況について実時間監視を行わない者

(3) エネルギー消費統計の責任者を指定しな

い者、又は事実のとおりエネルギー消費の原

データを記録して、統計台帳を作成しない者

(4) 求めに応じて、前年度のエネルギー消費状

況報告書を提出しない者

(5) エネルギー消費基準値を超えてエネルギー

を使用し、同級人民政府の機関事務業務の管

理機構に対して説明を行わない者

(6) エネルギー管理担当を置かないか、又は重

要なエネルギー使用システム及び設備の操作

担当に専門の技術者を配備しない者

(7) 規定に従いエネルギー監査を行わないか、

又は監査結果に基づきエネルギーの利用効率

を向上させるための措置を講じない者

(8) エネルギー節約に対する監督及び検査を拒

絶し、妨害する者

第38条

　公共機構が、政府調達エネルギー節約製品及

び設備リスト制度を執行せず、国の強制調達若

しくは優先調達の規定に基づき、政府調達エネ

ルギー節約製品及び設備リストに収録された製

品並びに設備を優先的に調達しない、又は国が

明文をもって淘汰を命じたエネルギー使用製品

及び設備を調達した場合は、政府調達の監督管

理部門が警告するとともに、併せて過料に処す

ることができる。直接の責任を負う主管者及び

その他の直接責任者について、法に従い処分す

るとともに、その旨を通知する。

第39条

　固定資産投資プロジェクトの審査認可又は審

査許可に責任を負う部門が、エネルギー節約に

関する評価及び審査を通過していない公共機構

の建設プロジェクトを認可又は許可した場合

は、直接の責任を負う主管者及びその他の直接

責任者について、法に従い処分する。

　公共機構が、エネルギー節約に関する評価及

び審査を通過していない建設プロジェクトの建

設に着工した場合は、関係機関が法に従い、期

限を定めて再建による是正を命ずる。直接の責

任を負う主管者及びその他の直接責任者につい

て、法に従い処分する。

第40条

　公共機構が、規定に違反し、基準及び配置台

数を超えて公用車を購入し配置した場合、又は

エネルギー大量消費及び高汚染車の廃車を拒絶

した場合は、直接の責任を負う主管者及びその

他の直接責任者について、法に従い処分すると

ともに、当該車については、同級人民政府の機

関事務業務の管理機構が、関係規定に依拠し、

回収、競売及び返品命令等の方式により処理す

る。

　

第41条

　公共機構が、規定に違反し、エネルギーを使

用し浪費に至った場合は、同級人民政府の機関

事務業務の管理機構が、関係部門とともに、エ

ネルギー節約に関する是正意見書を下達するも

のとし、公共機構は遅滞なく実施しなければな

らない。

第42条

　機関事務業務の管理機構の職員が、公共機構

のエネルギー節約に対する監督及び管理におい

て、職権を乱用し、職務を怠り、私利のために

不正を行い、犯罪を構成する場合は、法に従い

刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、

法に従い処分する。
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第6章　附則

第42条

　本条例は、2008年10月1日から施行する。

（とみくぼ　たかし・海外立法情報調査室）


