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I．調査の概要 

1 調査の背景と目的 

平成 27 年 7 月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギーミックス」と

いう。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善（GDP 当たりのエネルギー効

率を 35％程度改善）を実現し、平成 25 年度を基準年として平成 42 年度に対策前比で原油

換算 5,030 万 kl 程度の省エネルギー（以下「省エネ」という。）を達成するという見通し

が示された。このエネルギーミックスの実現を図るため、平成 28 年 4 月に策定された「エ

ネルギー革新戦略」では、省エネを徹底するため、産業・業務部門に関してはベンチマーク

制度の流通・サービス業への拡大や中小企業に対する支援強化、家庭部門については住宅等

のゼロ・エネルギー化や機器トップランナー制度の拡充、さらに運輸部門については次世代

自動車の普及等を重要施策として掲げている。また、新たなアプローチとして、成長戦略と

の一体化を念頭に、原単位ベースの省エネの重視、企業間の相互連関の深化を踏まえた連携

省エネの推進、民間の省エネ支援事業者の活用の促進についても重要施策の柱として位置

付け、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会

等での検討が進められてきた。 
上記を踏まえ、さらなる検討が必要な項目は以下の 4 点である。 

 
・ベンチマーク制度 
・事業者クラス分け評価制度 
・事業者の枠を越えた連携省エネの促進 
・サードパーティを活用した省エネの掘り起こしと深掘り 
 
本事業は、これらに関する具体的な制度設計に資する調査・検討を行うことを目的に実施

した。 
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2 調査内容 

2.1 業務部門のベンチマーク制度の導入の検討 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下、省エネ法）は、事業者に対して適切な

省エネ取組の実施を義務付ける法律であり、事業者は年間の省エネ取組を定期報告として

提出し、国が取組状況を評価することとなっている。評価基準の一つとして、エネルギー消

費原単位を年平均 1％以上低減することがあり、取組が著しく不十分である場合には、国に

よる指導や立入検査、指示、公表、命令、罰則が課されることとなっている。その一方で、

省エネ法には、「既に相当程度省エネ取組を進めてきた事業者にとって、「年平均 1％以上低

減」を維持することが困難」、「既に相当程度省エネ取組を進めてきた優良事業者が適正に評

価されない」、「同業他社との取り組み水準に関する比較ができない」といったことが課題と

して挙げられている。この点を踏まえ、事業者の省エネ取組を評価するもう一つの物差しと

して、「ベンチマーク制度」の導入が議論されることとなった。「ベンチマーク制度」とは、

特定の業種・分野について、当該業種に属する事業者の省エネ状況を業種内で比較可能な指

標（ベンチマーク指標）を設定し、事業者の省エネ努力を可視化するとともに、省エネ取組

みが他者と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、非常に進んでいる事業者を評

価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すための制度である。 
 今年度は、これまで検討を進めてきた大学、国家公務について検討を継続するとともに、

導入を検討中の業種以外（パチンコホール業）への制度導入の可能性等についても検討を実

施した。 
 
2.2 省エネ法に関する制度の見直し・検討と実態把握 

 特定事業者に関する諸制度の中で、今年度はクラス分け評価制度、連携省エネ計画制度に

係る検討を実施した。 
クラス分け評価制度については、S クラス評価の称揚効果を今後更に高めるための方策に

ついて検討を実施した。 
連携省エネ計画制度は、平成 30 年度の省エネ法改正において、新たに導入された制度で

あるが、事業者の理解度を高め、普及を図っていくための方策について検討を行った。 
 
2.3 一般消費者の省エネ促進に資する手法の検討 

昨年度までの委託事業において、エネルギー小売全面自由化に伴い、新規参入するエネル

ギー小売事業者が消費者（特に家庭）のエネルギー使用に及ぼす影響、国内外のエネルギー

小売事業者に関する既存制度について、各種文献等に基づいて調査し、エネルギー小売事業

者による消費者への情報提供や各種サービスのあり方について検討を行い、「エネルギー小
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売事業者の省エネガイドライン検討会 取りまとめ」、「エネルギー小売事業者の省エネガイ

ドライン」を策定した。 
本事業においては、省エネに関する製品サービスや省エネ効果の測定手法、海外における

省エネ関連制度について各種文献等に基づく調査やヒアリング調査を通じて事例収集・分

析を行い、また、関係事業者との研究会を開催し、検討のさらなる深化を図った。 
 
2.4 エネルギーマネジメントの活用方法の検討 

省エネ法における定期報告の対象とならないようなエネルギー消費規模の事業者に対す

るエネルギーマネジメントを活用した省エネの深掘りについて検討を行った。具体的には、

省エネ改修を行う際の事業規模が比較的小規模となるような中小企業等に対し、「省エネ補

助金」（エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（平成 29 年度当初予算）等）において位

置付けられているエネマネ事業者を活用するため、エネマネ事業者ごとの事業特性と小規

模な省エネ改修事業の実績について、省エネ補助金のデータ等を複数の評価軸を設定して

分析し、エネマネ事業者の類型化等について検討を実施した。 
 

2.5 コミッショニングの活用方法の検討 

業務用ビルの新設・改修の際に、建築物やその設備について、企画、設計、施工及び運

用の各段階において、第三者的な立場から助言や必要な性能検証を行い、本来の省エネ性

能を実現するためのプロセスであるコミッショニングについて、市場拡大の可能性につい

て検討を行った。特に、建物オーナー（発注者）に対して本プロセスの有効性をどのよう

に認識させるべきか、実施事例の分析や有識者からのヒアリングを通じて、その手法を検

討するとともに、コミッショニング事業者の登録制度の構築についても併せて検討を実施

した。実施事例の分析については、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（平成 28
年度当初予算）にてコミッショニングを活用した事業の追跡調査を行った。 
その上で、過年度の調査結果と合わせ、コミッショニング活用の有効性等について整理

を行った。 
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II．調査内容の詳細 

1 業務部門のベンチマーク制度の導入の検討 

1.1 背景・論点 

ベンチマーク制度は、特定の業種・分野について、当該業種に属する事業者の省エネ状況

を業種内で比較できる指標（ベンチマーク指標）を設定し、省エネの取組が他社と比較して

進んでいるか遅れているかを明確にし、非常に進んでいる事業者を評価するとともに、遅れ

ている事業者には更なる努力を促すための制度である。 
平成 27 年 11 月の「未来投資に向けた官民対話」において、「製造業向けの産業トップラ

ンナー制度（ベンチマーク制度）を、本年度（平成 27 年度）中に流通・サービス業（業務

部門）へ拡大し、3 年以内（平成 30 年度中）に全産業のエネルギー消費の７割に拡大する。」

との方針が総理より打ち出された。これを受け、平成 27 年度に引き続いて業務部門におけ

るベンチマーク制度の対象業種拡大に向けた検討を実施した。 

 

 

図 1 未来投資に向けた官民対話における業務部門へのベンチマーク制度の拡大方針 1 

 

                                                   
 
1 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員

会 
工場等判断基準ワーキンググループ 取りまとめ（案） 
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業務部門におけるベンチマーク制度の対象業種の拡大については、平成 27 年度にコンビ

ニエンスストア業、平成 28 年度にホテル業及び百貨店業、平成 29 年度には食料品スーパ

ー及びショッピングセンター、貸事務所業について総合資源エネルギー調査会 省エネル

ギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 工場等判断基準ワーキンググループ

（以下、工場等判断基準 WG）で審議を行い、それぞれ平成 28 年４月、平成 29 年４月、

平成 30 年 4 月より制度が開始されたところである。 
本事業では、これまで検討を進めてきた大学、パチンコホール業、国家公務について、工

場等判断基準 WG においてベンチマーク制度導入に係る審議を行った。また、ベンチマー

ク指標・目標についての海外の取組状況について調査を行った。 
 
1.2 業務部門の各業種におけるベンチマーク制度の検討 

 ベンチマーク制度導入には①対象事業、②ベンチマーク指標、③目指すべき水準、の設定

が必要であり、大学、パチンコホール業、国家公務のベンチマーク制度について、以下の通

りとなった。 
 
1.2.1 大学におけるベンチマーク制度 
大学のベンチマーク制度について、①対象事業、②ベンチマーク指標、③目指すべき水準、

に関する検討を以下のとおり実施した。 
 

（1） 対象事業 
日本標準産業分類における大学（細分類番号：8161）のうち、文系学部（学校基本調査の

学科系統分類表における大分類が人文科学、社会科学、家政、教育、芸術に該当）、理系学

部（学校基本調査の学科系統分類表における大分類が理学、工学、農学、商船に該当）、医

系学部（学校基本調査の学科系統分類表における大分類が保健に該当）およびその他学部

（学校基本調査の学科系統分類表における大分類がその他に該当）に属する施設のエネル

ギー使用量の合計が 1,500kl 以上の事業を対象とすることが適当である。 
なお、大学のキャンパス内には多様な施設が設置されているが、それらを共通の指標で評

価するために、ベンチマーク指標の対象範囲を大学が一般的に共通に有している「学部・大

学院の施設及び設備」と限定し、下記施設及びそれら施設に設置・使用されている設備は対

象範囲外とすることが適当である。 
 
・ 附属病院、附属学校 
・ 組織体制上、学部・大学院から独立した研究センター（例：先進科学センター） 
・ 大学の経営や運営に係るいわゆる間接部門（例：事務棟。ただし、各学部・大学院に

個別に設置されている事務部門は評価対象。） 
・ 複数の学部・大学院横断で使用される共用施設（例：大学会館、図書館）  
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・ その他施設（例：体育施設、サークル会館）  
 

表 1 学校基本調査 学科系統分類表 

 
 

 
図 2 大学におけるベンチマーク制度の評価対象範囲 

※灰色部分は評価対象範囲外の施設。 
 

（2） ベンチマーク指標 

 「学部系統別の面積」を考慮した重回帰式によるベンチマーク指標についても検討した。 

 その結果、指標案①～③にて統計上の有意性が確認できたものの、全ての学部系統を要素

に含む指標案④は有意性が得られなかった。そのため、係数の近い学部系統を集約し、重回

帰分析を追加で実施したところ、文系とその他学部、理系と医系をそれぞれ集約する指標案

⑤について、統計上の有意性が確認できた（表 2）。よって、重回帰によるベンチマーク指

標案は表 3 のとおり。なお、本調査の対象大学のエネルギー使用実態に基づく「文系学部
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＋その他学部」と「理系学部＋医系学部」のキャンパスごとの年間エネルギー使用量と延床

面積の分布図を以下に示す。「文系学部＋その他学部」と「理系学部＋医系学部」の学部系

統による延床面積あたりのエネルギー使用量の傾向の違いが確認できる（図 3）。 
 

表 2 重回帰分析の結果 

 
 

表 3 検討した重回帰式案 
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図 3 年間エネルギー使用量と延床面積の相関 

 
上記の案のうち、重回帰指標案⑤は、文系、理系、医系、その他学部の全ての面積を要素

とすることで学部系統ごとの違いを考慮でき、評価対象のカバー範囲も他の案に比べ広く

捉えることが可能である。よって、重回帰式指標案⑤を大学のベンチマーク指標とすること

とした。 

以上のことから、大学におけるベンチマーク指標は、以下の式で計算される指標とした。 
 
当該事業を行っているキャンパスにおけるエネルギー使用量（単位 キロリットル）をア

とイの合計にて除した値を、キャンパスごとのエネルギー使用量により加重平均した値。 
 
ア 文系学部とその他学部の面積の合計（単位 平方メートル）に 0.022 を乗じた値 
イ 理系学部と医系学部の面積の合計（単位 平方メートル）に 0.047 を乗じた値 
 

 
図 4 エネルギー消費量を予測するための重回帰式 

 
また、複数の対象キャンパスを所有している事業者については、以下の計算例のとおり、

キャンパスごとに算出したベンチマーク指標の値をキャンパスごとのエネルギー使用量に

より加重平均した値を事業者としてのベンチマーク指標の値とする。 
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図 5 複数の対象事業所を所有する事業者のベンチマーク指標の値の計算例 

 
（3） 目指すべき水準 

重回帰式の検討に用いたサンプルデータにおいて上位 15％が達成できる水準である

0.555 以下に設定することが適当である。 
 
1.2.2 パチンコホール業におけるベンチマーク制度 
パチンコホール業におけるベンチマーク制度について、①対象事業、②ベンチマーク指標、

③目指すべき水準、に関する検討を以下のとおり実施した。 
 

（1） 対象事業 
日本標準産業分類におけるパチンコホール（細分類番号：8064）のうちパチンコ店およ

びパチスロ店のエネルギー使用量の合計が 1,500kl 以上の事業を対象とすることが適当で

ある。 
 

表 4 日本標準産業分類の産業分類表 
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（2） ベンチマーク指標 

「延床面積」、「遊技機台数」、「遊技機台数×年間営業時間」を考慮した重回帰式によるベ

ンチマーク指標についても検討した。 

 その結果、指標案②、⑤、⑥、⑦にて統計上の有意性が確認できた（表 5）。よって、

重回帰によるベンチマーク指標案は表 6 のとおり。 
 

表 5 重回帰分析の結果 

 
表 6 検討した重回帰式案 

 
 

上記の案のうち、重回帰指標案⑦は、パチンコホールの延床面積に加えて、ぱちんこ遊技



11 
 

機台数及び回胴式遊技機台数に年間営業時間を乗じた値を説明変数とする指標となってお

り、「規模」、「設備」、「稼動」の各要素を考慮できている。よって、重回帰式指標案⑦をパ

チンコホール業のベンチマーク指標とすることとした。 

以上のことから、パチンコホール業におけるベンチマーク指標は、以下の式で計算される

指標とした。 
 
当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量（単位 キロリットル）をアからウ

の合計にて除した値を、店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値。 
 
ア 延床面積（単位 平方メートル）に 0.061 を乗じた値 
イ ぱちんこ遊技機台数（単位 台）に年間営業時間（単位 時間）の 1000   
分の１を乗じた値に 0.061 を乗じた値 
ウ 回胴式遊技機台数（単位 台）に年間営業時間（単位 時間）の 1000 
分の１を乗じた値に 0.076 を乗じた値 
 

 
図 6 エネルギー消費量を予測するための重回帰式 

 
また、複数の対象店舗を所有している事業者については、以下の計算例のとおり、店舗ご

とに算出したベンチマーク指標の値を店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値

を事業者としてのベンチマーク指標の値とする。 
 

 
図 7 複数の対象事業所を所有する事業者のベンチマーク指標の値の計算例 

 
（3） 目指すべき水準 

重回帰式の検討に用いたサンプルデータにおいて上位 15％が達成できる水準である

0.695 以下に設定することが適当である。 
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1.2.3 国家公務におけるベンチマーク制度 
ベンチマーク制度の導入に当たっては、①対象事業、②ベンチマーク指標、③目指すべき

水準、の設定が必要であり、国家公務のベンチマーク制度については、以下のとおり検討を

行った。 
  
（1） 対象事業 

日本標準産業分類に掲げる細分類 9711、9721、9731 に定める国家公務に該当し、官公

庁施設の建設等に関する法律（官公法）に定める庁舎のうち、研究、試験に供する部分、

資料を収集し、保管し、展示して一般公衆の利用に供する部分、及び文化財・史跡を除く

部分で行う事業を対象とすることが適当である。 
 

表 7 日本標準産業分類の産業分類表 

 

 
（2） ベンチマーク指標 

事業所の所有形態及び管理官所に応じて事業所内の用途を複数に区分し、「面積」及び「職

員数」を考慮した重回帰式によるベンチマーク指標についても検討した。 
 その結果、4 案いずれも統計上の有意性を確認することができた。 
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表 8 検討した重回帰式（案） 

 
 
重回帰指標案の 4 案においては、以下の理由によって、指標案（3）の重回帰式をベンチ

マーク指標とすることとした。この数式の決定係数（Ｒ2）は 0.846 となっており、十分な

大きさであると言える。 
 
＜指標案（3）が適している理由＞ 
・公借・民借事業所を評価対象に含むことで、より幅広い範囲がベンチマーク制度の対象

となる。 
・一方で、自己の責任によって省エネ取組を進められる部分が対象範囲となっている。 
・その他部分を評価対象から除外することで、事業所ごとのテナントや駐車場の有無によ

るベンチマーク指標への影響を小さくすることが可能。 
 
以上のことから、評価範囲に応じて複数の指標案を検討した結果、国家公務におけるベン

チマーク指標は、以下の式で計算される指標をベンチマーク指標とした。 
 
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量（単位キロリットル）をアとイの

合計量（単位キロリットル）にて除した値を、事業所ごとのエネルギー使用量により加重平

均した値。 
 
ア 面積（単位平方メートル）に 0.023 を乗じた値 
イ 職員数（単位人）に 0.191 を乗じた値 
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図 8 エネルギー消費量を予測するための重回帰式 

 
 

 

図 9 国家公務のベンチマーク指標の評価対象範囲 
※赤点線枠内を評価対象範囲とする。 
 

また、複数の対象事業所を所有している事業者については、以下の計算例のとおり、事業

所ごとに算出したベンチマーク指標の値を事業所ごとのエネルギー使用量により加重平均

した値を事業者としてのベンチマーク指標の値とする。 
 

 

図 10 複数の対象事業所を所有する事業者のベンチマーク指標の値の計算例 
 
（3） 目指すべき水準 

重回帰式の検討に用いたサンプルデータにおいて上位 15％が達成できる水準である

0.700 以下に設定することが適当である。 
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1.2.4 その他の業種を対象とする調査・検討 

 上記の 3 業種（大学、パチンコホール、国家公務）に加えて、その他の業種に対するベン

チマーク制度の拡大を検討するため、病院、図書館および博物館・美術館へのベンチマーク

制度の拡大に関する基礎検討を実施した。 
また、上記以外のベンチマーク制度が未導入の業種に関する検討やベンチマークに準ず

るような指標の導入を検討するため、ベンチマーク指標･目標に関連する海外の取組状況に

ついて、関連文献に基づき、特徴や現状を調査した。 
 
（1） 病院、図書館および博物館・美術館に関する基礎検討 

病院、図書館および博物館・美術館について、平成 28 年度定期報告データ（平成 27 年

度実績）を用いて、エネルギー消費量やカバー率について分析を行った。 
 結果は表 9 の通りであった。定期報告ベースでのわが国全体のエネルギー消費に占める

病院のエネルギー消費量のカバー率は 0.742%、図書館の 0.012%、博物館・美術館は 0.024%
であった。 
 
表 9 病院、図書館、博物館・美術館のエネルギー使用状況等（定期報告特定 3 表ベー

ス） 

拡大候補

業種 
日本標準

産業分類 
細分類

番号 
特定事

業者数 

カバー率

（事業者数

ベース） 

エネルギー

消費量

〔kl〕 

カバー率 
（消費量ベ

ース） 
図書館 図書館 8212 275 0.785% 51,310 0.012% 
博物館、 
美術館 

博物館、 
美術館 

8213 360 1.028% 98,941 0.024% 

病院 
一般病院 8311 638 1.822% 3,018,050 0.729% 
精 神科病

院 
8312 48 0.137% 54,914 0.013% 

 
 また、上記 3 業種（病院、図書館、博物館・美術館）を営む事業者が選択している活動量

（原単位の分母）についても分析を行った。 
 結果、病院においては約 7 割が延床面積を設定しており、次いで外来患者や入院患者等

の利用者数、病床数等があった。また、図書館においては約 8 割が延床面積を設定してお

り、営業日数や「延床面積×営業時間（または日数）」を設定している事業者も多く存在し

た。さらに、博物館・美術館においては約 8 割が延床面積を設定しており、次に利用者数や

営業日数を選択している事業者が多かった。 
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（2） 海外の取組事例に関する調査 
① SBT（Science Based Targets） 
(ア) 概要 
 パリ協定において、世界の平均気温の上昇を産業革命以前の気温と比較して 2℃未満に抑

制すること、また、1.5℃に抑える努力を行うことが長期目標として掲げられた。気候変動

に関する政府間パネル（以下、IPCC）の予測シナリオによれば、この長期目標を達成する

ためには 2050年における世界の温室効果ガス排出量を 2010年比で 41～72%削減する必要

があり、企業においても「2℃目標」の達成に向けた大きな役割を果たすことが求められて

いる。こうした中、企業や投資家の温暖化対策を推進している国際機関やシンクタンク、

NGO 等が構成機関となって運営しているプラットフォームである We Mean Business
（WMB）が発足された。構成機関は WMB を通じて連携しながら、7 つの領域で企業によ

る取組 12 種を広める活動を推進しており、気候科学の知見と整合した削減目標「SBT」の

設定はその一つである。 
 企業の申請した目標が 2℃目標と整合し、妥当性があると事務局が判断した場合、SBT 認

定を受けることができ、また、SBT 事務局ホームページ上で公表される。 
 SBT の削減目標設定（特に Scope1、2）の考え方は図 11 のとおり。なお、IPCC の予測

シナリオの削減目標が 41～72%なのに対し、SBT の削減目標が 49～72%と設定されている

のは、SBT が独自の判断で最低認定基準を引き上げたことが要因と考えられる。 
 SBT の削減目標の設定は表 10 にある手法のうち一つを選択することになっており、手

法の一つである SDA（Sectoral Decarbonization Approach）では、セクター別の CO2 排

出原単位目標を定めており、わが国の産業ベンチマークの目標値設定の参考になり得る。よ

って、次項では SDA の特徴について説明する。 
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図 11 SBT の考え方 

（出典）環境省・みずほ情報総研「SBT（企業版２℃目標）について」 
 

表 10 SBT の設定手法 

 
※Scope1、2 の削減を前提とした手法 

（出典）環境省・みずほ情報総研「SBT（企業版２℃目標）について」 
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(イ) SDA 
 SBT の削減目標設定手法の一つであり、IEA が定めたセクター別の CO2 排出原単位の

改善経路に沿って CO2 削減目標を設定する手法。改善経路は、主に省エネ、再エネ、原

子力によって化石燃料への依存を劇的に減らしていくことを想定した IEA の 2℃シナリオ

（以下、2DS）に基づいて設定される。 
 SDA の概要について表 11 および表 12 に示す。対象セクターは、エネルギー供給部

門、産業部門、業務部門であり、セクターごとに 2050 年までの CO2 排出原単位の改善経

路及び目標値が設定されている。SBT 認証を目指す事業者は該当するセクターの 2050 年

の CO2 排出原単位目標に達成するよう、自社目標を設定する。 
 

表 11 SDA の概要 
対象 ・SBT 認証を目指す、エネルギー供給部門、産業部門、業務部門の事

業者 
目標設定 ・SBT 事務局が設定したセクター別の 2050 年の CO2 排出原単位の

低減水準について、事業者は該当するセクターの水準に達成するよ

う自社目標を設定。 
目標の算出方法 ・SBT 事務局が公開している計算ツールを使用し、目標とする CO2

排出原単位の改善率、CO2 排出原単位の改善経路、CO2 削減量、

CO2 削減率が算出。 
・入力するデータは以下のとおり。 
該当するセクター 
基準年（2010 年～）と目標年（～2050 年） 
基準年及び目標年の活動量と CO2 排出量 
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表 12 SDA の対象セクターと活動量 
セクター サブセクター 活動量 
Power Generation 発電量（kWh） 

Industry 

Iron & Steel Industry 生産量（t） 
Cement 生産量（t） 
Chemical & Petrochemical 
Industry 

付加価値額（$） 

Aluminium 生産量（t） 
Pulp & Paper 生産量（t） 
Other Indusry 付加価値額（$） 

Service / Commercial 
Buildings 

Trade / Retail 

延床面積（m2） 

Finance 
Real Estate 
Public Administration 
Health 
Food & lodging 
Education 
Other commercial services 

 
 SDA によるセクター別の CO2 排出原単位の改善経路を図 12 に示す。また、わが国の産

業界の現状の CO2 削減状況を把握するため、各セクターの SDA と低炭素社会実行計画の

CO2 排出原単位の改善経路を比較した（図 13）。その結果、2030 年時点で SDA よりも低

炭素社会実行計画報告値の CO2 排出原単位が小さいセクターは、鉄鋼業及びセメント業で

あった。 
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図 12 SDA によるセクター別 CO2 排出原単位の改善経路 

※Chemicals&Petrochmicals、Other Industry、Transport Service はツールによる 
計算不可 

 

 
図 13 SDA と低炭素実行計画報告値の CO2 排出原単位の改善経路の比較 
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② Flanders 地域（ベルギー）：自治体における省エネベンチマーク制度 
 ベルギーにおいては、具体的な政策実施を委ねられている各地方政府（Brussel、Wallonia、
Flanders）において省エネ施策を実施している。Flanders 地域では、政府と企業の自主協

定による省エネベンチマーク制度（The Comission Benchmarking）を 2001 年から 2012
年で実施した。 
 The Comission Benchmarking の概要を表 13 に示す。本制度では、世界トップレベル

のエネルギー効率をベンチマークとし、企業のエネルギー効率が下記条件のいずれかに該

当下場合ベンチマーク達成と認定していたと考えられる。 
 

A.参加事業所全体の上位 10%以内であること。 
B.Flanders 地域と同等の規模・事業所数を持つ地域の中で、最もエネルギー効率の良い

地域の平均エネルギー効率以上であること。 
 

表 13 The Comission Benchmrking の概要 

対象 

・以下のどちらかに該当する事業者 
年間エネルギー消費量が 0.5PJ 以上 
欧州連合域内排出量取引制度の対象（燃焼施設（20MW 以

上）、石油精製、金属、鉄鋼、セメント、ガラス、セラミ

ック、紙・パルプ、等） 

ベンチマーク 

・世界トップレベルのエネルギー効率をベンチマークとして

設定。 
・事業所のエネルギー効率が以下のいずれかに該当すると、

ベンチマーク達成と認定される模様。 
参加事業所全体の上位 10%以内 
Flanders 地域と同等の規模及び事業所数を持つ地域の中

で最もエネルギー効率の良い地域の平均エネルギー効率

以上 

エネルギー効率算出方法 
・当該年度のエネルギー消費量実績と基準年（2002 年）のエ

ネルギー消費量を基にした当該年度の生産活動を行うため

に必要なエネルギー消費量の推計値の比によって算出。 

インセンティブ 
・参加企業は追加的な省エネに関する規制（環境税、排出抑

制規制、等）が免除。 
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③ 英国：Display Energy Certificate（DEC） 
 EU の建築物エネルギー性能指令に対応するため、公的機関が占有する建物を対象とし

たエネルギー性能ラベリング制度。発行される証書には、対象建物と同等の性能を持つ仮

想建物のスコアが目指すべきベンチマークとして表示されている。また、1,000m2以上の

建物については、別途アドバイザリーレポートの作成も義務付けられている。 
 

表 14 DEC の概要 
対象 ・有効面積が 250m2以上であり、公的機関が占有する建物。 

証書 

・年間のエネルギー消費量のデータから、建物のエネルギー消費性

能をスコアで示し、A（最も CO2 排出量が少ない）～G（最も CO2
排出量が多い）のクラスに分類し評価。 

・対象の建物と同等の性能を持つ仮想建物のスコアをベンチマーク

として証書に示し、比較。 
・証書の有効期間は、以下のとおり。 
1,000m2～：1 年間 
250～999m2：10 年間 

・証書は建物の見やすい場所での表示が義務。 

スコアの計算方法 

・政府が認定した計算ツールを使用しスコアを算出。 
・入力データは以下のとおり。 
評価年度内に使用したすべての燃料の実測メーター値 
建物の延床面積 
稼働時間 等 

 
④ 米国：Energy Star Program 
 環境保護庁（US EPA）とエネルギー省（DOE）が共同で開発した製品、機器、住宅、

業務用ビルのエネルギー性能ラベリング制度。業務ビル用の Energy Star Program は、エ

ネルギー消費性能が米国全体の上位 25%以内に入るとラベル認証が与えられる。業務用ビ

ルにおける対象セクターは 9 部門 2であり、それぞれのエネルギー消費性能を測るための

重回帰式が定められている（表 15）。 
  

                                                   
 
2 データセンター、ホテル、病院（Hpspital）、診療所（Medical office）、オフィス、小売

店舗（Retail store）、スーパーマーケット・食料品雑貨（Supermarket/Grocery store）、
倉庫 
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表 15 Energy Star Program におけるセクター別重回帰式の一覧 

 

部門 評価対象 被説明変数 重回帰式の変数

Data Center
（データセン
ター）

・データセンターに該当するビル
・UPSメーターの出力値としてIT機器によるエネルギー消費
量が測定されるビル
・独立型（Stand alone data center）であること

Power Usage
Effectiveness (PUE)
※PUE = Total
Energy / IT Energy

・IT機器による年間エネルギー消費量

Hospital
（病院）

・一般医療及び外科医療を提供するビル（救命病院、子供
病院を含む）
・1,000ft2あたり0.5人以上10人以下の従業員が勤務してい
るビル
・1,000ft2あたりのMRI台数が0.02未満のビル
・1,000ft2あたりのスタッフが配置されている病床数（Staffed
beds）が1.8未満のビル
・床面積が200万ft2未満のビル
・床面積あたりの年間一次エネルギー消費量が100kBtu/
ft2超で1000kBtu/ft2未満のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・1,000ft2あたりのフルタイム従業員数
・1,000ft2あたりのスタッフが配置されている病床数
・1,000ft2あたりのMRIの台数
・冷房度日

Hotel
（ホテル）

・ホテルに該当するビル
・1部屋以上あるビル
・少なくとも週168時間運営されているビル
・1人以上従業員がいるビル
・少なくとも年10ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上がホテルとして使用されてい
るビル
・床面積が5,000ft2以上のビル
・床面積あたりの年間一次エネルギー消費量が10kBtu/ ft2
以上で600kBtu/ ft2のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・1,000ft2あたりの宿泊部屋数
・1,000ft2あたりの従業員数の自然対数
・業務用厨房スペースの有無
・1,000ft2あたりの業務用冷凍ユニット（ウォークイン、
open、closed）の台数
・暖房度日*暖房している建物面積の比率
・冷房度日*冷房している建物面積の比率

K-12 School
（学校）

・学校に該当するビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・少なくとも年8ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上が学校として使用されている
ビル
・床面積が5,000fts以上、1,000,000ft2以下のビル
・床面積あたりの年間一次エネルギー消費量が450kBtu/ft2
未満のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・床面積の自然対数
・週末開放の有無
・1,000ft2あたりのウォークイン型冷凍庫の台数
・調理によるエネルギー使用の有無
・1,000ft2あたりのパソコンの台数
・（暖房度日の自然対数）*暖房している建物面積の比率
・（冷房度日の自然対数）*冷房している建物面積の比率

Medical
Office
（診療所）

・診療所に該当するビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・1人以上従業員がいるビル
・床面積が5,000ft2以上のビル
・床面積あたりの年間一次エネルギー消費量が38kBtu/ ft2
超で575kBtu/ft2未満のビル　等

エネルギー使用量の
自然対数（kBtu）

・床面積の自然対数
・従業員数の自然対数
・週間運営時間の自然対数
・（暖房度日の自然対数）*暖房している建物面積の比率
・（冷房度日の自然対数）*冷房している建物面積の比率

Office
（オフィス）

・オフィス、金融機関、裁判所に該当するビル
・PCが設置されているビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・少なくとも年10ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上がオフィス、金融機関、裁判
所として使用されているビル
・床面積が5,000ft2以上で1,000,000ft2以下のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・床面積の自然対数
・1,000ft2あたりのパソコンの台数
・週間運営時間の自然対数
・1,000ft2あたりの従業員数の自然対数
・暖房度日*暖房している建物面積の比率
・冷房度日*冷房している建物面積の比率

Retail Store
（小売店舗）

・小売店舗に該当するビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・少なくとも年10ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上が小売店舗として使用されて
いるビル
・床面積が1,000,000ft2以下のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・床面積の自然対数
・週間運営時間
・1,000ft2あたりの従業員数
・1,000ft2あたりのパソコンの台数
・1,000ft2あたりのレジの台数
・1,000ft2あたりのウォークイン型冷凍庫の台数
・1,000ft2あたりのopen、closed冷凍ケースの台数
・暖房度日*暖房している建物面積の比率
・冷房度日*冷房している建物面積の比率

Supermarket
/Grocery
Store
（スーパー
マーケット、
食料雑貨店）

・食料品店、スーパーマーケットに該当するビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・少なくとも年10ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上が食料品店、スーパーマー
ケットとして使用されているビル
・少なくともPC又はレジが1台設置されているビル
・業務用冷凍設備が設置されているビル
・床面積が5,000ft2以上のビル
・床面積あたりの年間一次エネルギー消費量が100kBtu/
ft2超のビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・床面積の自然対数
・1,000ft2あたりの従業員数の自然対数
・週あたりの営業時間数の自然対数
・1,000ft2あたりのウォークイン冷凍設備の台数
・調理サービス（commercial or institutional cooking or
food services）の有無
・暖房度日*暖房している建物面積の比率
・冷房度日*冷房している建物面積の比率

Warehouse
（倉庫）

・倉庫に該当するビル
・少なくとも週30時間運営されているビル
・少なくとも年10ヶ月運営されているビル
・少なくとも床面積の50％以上が倉庫として使用されている
ビル
・床面積が5,000ft2以上、1,000,000ft2未満のビル
・ウォークイン型冷凍庫の密度が0.333未満であるビル　等

単位延床面積あたり
のエネルギー使用量
（kBtu/ft2）

・床面積の自然対数
・1,000ft2あたりの従業員数
・週間運営時間

＜冷凍用倉庫の場合＞※下記が追加
・冷凍用倉庫の有無
・冷房度日

＜冷凍用倉庫でない場合＞※下記が追加
・暖房度日*暖房している建物面積の比率
・冷房度日*冷房している建物面積の比率
・1,000ft2あたりのウォークイン型冷凍庫の台数
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2 省エネ法に関する制度の見直し・検討と実態把握 

特定事業者に関する諸制度の中で、本項ではクラス分け評価制度、連携省エネ計画制度に

ついて検討した内容を整理して記載する。 
 

2.1 クラス分け評価制度に係る検討 

2.1.1 顕彰制度の調査 
クラス分け評価制度では、直近過去 2 年度以上連続で S 評価を得た事業者に対し、中長

期計画の提出の免除や高度省エネルギー増進設備等を導入する際の税制優遇を実施してい

る。本調査では、称揚効果を更に高める際の参考になるよう、各種顕彰制度について整理

した。 
 

(1) 東京都「特定テナント等事業者における省エネ対策の取組を評価・公表する仕組」 

東京都は「特定テナント等地球温暖化対策計画書」提出事業者（特定テナント等事業

者 3）の省エネ取組および CO2削減実績を得点化し、合計点に応じて 6つのクラスを設定

し、事業者の省エネ取組を評価している。 

 同制度の概要を表 16 に示す。称揚効果としては、「評価結果の公表」、「評価結果の通

知」が挙げられる。「評価結果の公表」では、S～Aクラスの事業者について優良事業者と

して評価し、東京都環境局ホームページ上で公表する。また「評価結果の通知」は全対象

事業者に対し、クラス分け評価結果や同一業種の評価傾向等を示した通知書や地球温暖化

対策計画書等を基に CO2排出量等を集計し、当該事業所の値をプロットして事業所の省エ

ネ対策の度合いを相対的に比較することが可能な「省エネカルテ」を送付している。現在

のクラス分け結果は下図のとおりであり、最上位評価の Sクラス事業者は全体の 4%となっ

ている。 

 
表 16 特定テナント等事業者における省エネ対策の取組を評価・公表する仕組の概要 

対象 

・特定テナント等事業者（ただし、「特定テナント等地球温暖化対策計

画書」提出初年度の事業者および「特定テナント等地球温暖化対策計

画書」提出 2 年目で、前年度の排出量が通年実績でない事業者は対

象外） 

クラス分け評価 
・「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の点検表および CO2 削減

実績を勘定して評価。 

                                                   
 
3指定地球温暖化対策事業所において、床面積 5,000m2 以上または年間電気使用量 600 万

kWh 以上を満たす事業者。 
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・点検表と CO2 削減実績の合計点（総合評価点）に応じて、6 つの評

価区分を設定。 
S（90 点～）：省エネ対策の体制・取組が 極めて優れた テナント 
AAA（80 点～）：省エネ対策の体制・取組が 優れた テナント 
AA（70 点～）：省エネ対策の体制・取組が 良好な テナント 
A（60 点～）：省エネ対策の体制・取組が 進んでいる テナント 
B（40 点～）：省エネ対策の体制・取組が 今一歩な テナント 
C（～39 点）：省エネ対策の体制・取組が 不十分な テナント 

称揚効果 

・評価結果の公表 
S～A クラス事業者について業種・評価区分ごとに公表。 

・評価結果の通知 
事業者に対し、クラス分け評価結果や同一業種の評価の傾向、省エ

ネ対策・体制の特徴等の分析結果を通知。 
 

 
図 14 評価ランクの割合（N=674） 

（出典）東京都環境局ホームページ 
 

(2) 東京都「トップレベル事業所認定」 
東京都は「総量削減義務と排出量取引制度（キャップ&トレード制度）」において、省エ

ネ対策の取組レベルが「知事が認める基準」に適合した事業所を、トップレベル事業所ま

たは準トップレベル事業所として認定している。 
 トップレベル事業所認定の概要を表 17 に示す。称揚効果としては、トップレベル事業

所および準トップレベル事業所として東京都環境局ホームページ上に公表されることや削

減義務率が緩和されることなどが挙げられる。第 2 計画期間の認定事業所数は表 18 のと

おり。 
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表 17 トップレベル事業所認定の概要 

対象 ・東京都キャップ&トレード制度の対象事業所 4 

認定基準 

・トップレベル事業所 
省エネの取組状況を点数化した際に、総合評価点（必須項目＋一般項

目＋加点項目）が 80 点以上であること。 
評価項目の必須項目について、評価点が 0 点の項目が一つもないこ

と。 
・準トップレベル事業所 
省エネの取組状況を点数化した際に、総合評価点が 70 点以上である

こと。 
評価項目の必須項目について、評価点が 0 点の項目が 4 つ以内である

こと。 

称揚効果 

・評価結果の公表 
トップレベル事業所または準トップレベル事業所として東京都環境局

ホームページ上で公表。 
・削減義務率の緩和 
トップレベル事業所は 1／2、準トップレベル事業所は 3／4 に緩和。 

 
表 18 第 2 計画期間年度別認定事業所数 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合計 
トップレベ

ル事業所 
15 9 5 1 30 

準トップレ

ベル事業所 
19 11 5 1 36 

合計 34 20 10 3 66 
（出典）東京都環境局ホームページ 

 
(3) 千代田区「温暖化配慮行動計画 表彰制度」 

千代田区は「温暖化配慮行動計画制度」において報告のあった企業が取り組む優良な温

暖化配慮行動について表彰する制度を実施している。 
 表彰制度の概要を表 19 に示す。称揚効果としては、優良な温暖化配慮行動を実施して

いる事業所として表彰されることが挙げられる。 
 
                                                   
 
4 都内にある年間エネルギー使用量 1,500kl 以上の大規模事業所 
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表 19 温暖化配慮行動計画 表彰制度の概要 

対象 
・千代田区にあり、以下の条件に該当する事業所 
義務提出者：従業員 300 人以上の事業所 
任意提出者：従業員 300 人未満の事業所 

表彰制度 

・評価フローは次のとおり。 
 ①「温暖化配慮行動の取組体制」、「省エネルギー」、「環境教育」、「地域

貢献」の 4 項目を加点。 
 ②「省エネルギー」、「環境教育」、「地域貢献」、「その他環境に配慮した

独自の取組」の自由記載欄について、主に CO2 削減達成のための取

組を中心に加点。 
 ③上位事業所に対してヒアリングを行い、その結果を踏まえて表彰事業

所候補を選定。地球温暖化対策推進懇談会にて表彰事業所を決定。 

称揚効果 
・事業所の表彰 
優良な恩段階配慮行動を実施している事業所を、「最優秀賞」、「優秀

賞」、「環境配慮賞（任意提出者のみ）」、「特別賞」に分けて表彰。 
 
(4) 省エネルギーセンター「省エネ大賞」 
省エネルギーセンターは、産業、業務、運輸部門における優れた省エネ取組や省エネ製品

を表彰する制度を実施している。 
 概要を表 20 に示す。「省エネ大賞」は「省エネ事例部門」と「製品・ビジネスモデル部

門」に分かれており、それぞれ称揚効果としては、ESG 投資家へのアピール力や環境ブラ

ンド力の向上、省エネ製品としての販売促進効果が考えられる。 
 

表 20 省エネ大賞の概要 
対象 ・国内の産業、業務、運輸部門に属し、審査に応募してきた企業 

表彰制度 

・学識経験者やエネルギーの専門家等から構成された審査委員会によって

審査を実施。省エネ事例部門と製品・ビジネスモデル部門の 2 部門で表

彰企業を決定。 
・省エネ事例部門の評価項目は次のとおり。 
先進性・独創性 
省エネルギー性 
汎用性・波及性 
改善持続性 

・製品・ビジネスモデル部門の評価項目は次のとおり。 
開発プロセス 
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先進性・独創性 
省エネルギー性 
省資源性・リサイクル性 
市場性・経済性 
環境保全性・安全性 

称揚効果 
・投資家へのアピール力、環境ブランド力向上 
・省エネ製品としての販売促進効果 

 
(5) ESG 投資関連の顕彰制度 

民間機関が実施する顕彰制度においては、社会的責任投資（SRI）や ESG（環境・社会・

ガバナンス）投資に関する代表的な指標となるインデックスや投資家向け環境情報の開示

を目的とした評価・認証制度が存在する。以下にその概要を整理する。 
 
① FTSE4Good Index Series 

FTSE4Good Index Series は、ESG について世界基準を満たす上場企業を対象に、企業

の ESG に関するマネジメントや取組実績を評価するインデックスである。14 のテーマが

存在し、環境については「気候変動」、「水」、「汚染・資源」のテーマが設定されている。 
概要を表 21 に示す。称揚効果としては、ESG 投資を考える投資家へのアピール力の向

上が考えられる。 
 

表 21  FTSE4Good Index Series の概要 

対象 
・ESG について世界基準を満たす上場企業（ただし、戦争用兵器、生

物・化学兵器、核兵器の部品メーカー、たばこメーカー、石炭関連企

業は対象外） 

構成銘柄認定 

・企業の ESG に関するマネジメントや取組実績を ESG レーティング

に基づき評価。 
ESG レーティングでは、14 のテーマについて 300 以上の評価項目

を設定。設定テーマは次のとおり。 
「気候変動」、「水」、「汚染・資源」、「健康・安全性」、「労働基

準」、「人権・コミュニティ」、「消費者責任」、「腐敗防止」、「納税の

透明性」、「リスクマネジメント」、「コーポレートガバナンス」 
称揚効果 ・投資家へのアピール力向上 

 
② MSCI ESG Indexes 

MSCI ESG Indexes は、時価総額上位 700 以内の上場企業を対象に、公開情報を基に

ESG 格付けを実施するインデックスである。格付けでは、企業の ESG リスクの管理レベ
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ルについて 7 段階で評価する。 
概要を表 22 に示す。称揚効果としては、FTSE4Good Index Series と同様に ESG 投資

を考える投資家へのアピール力の向上が考えられる。 
 

表 22  MSCI ESG Indexes の概要 
対象 ・時価総額上位 700 位以内の上場企業 

ランキング評

価 

・公開情報を基に企業の ESG 特性を調査。 
・調査結果から企業の ESG リスク管理レベルについて、AAA～CCC

の 7 段階で評価を実施。 
称揚効果 ・投資家へのアピール力向上 

 
③ CDP「クラス分け評価」 

CDP は、FTSE ジャパンインデックスの構成銘柄に認定される日本企業を対象に環境へ

の取組状況についてのクラス分け評価を実施している。 
概要を表 23 に示す。「気候変動」、「水」、「森林」の 3 分野について、対象企業へ質問表

を送付し、その回答を基に評価を実施し、その結果を CDP ホームページ上で公開する。称

揚効果としては、ESG 投資を考える投資家へのアピール力や環境ブランド力の向上が考え

られる。 
 

表 23  CDP クラス分け評価制度の概要 
対象 ・FTSE ジャパンインデックスの構成銘柄に認定されている日本企

業 
クラス分け評価 ・「気候変動」、「水」、「森林」の 3 分野について質問票を送付。その

回答を基に A～D-の 8 段階で評価。 
・「気候変動」の主な質問項目は次のとおり。 
企業概要 
ビジネス・環境戦略 
CO2 削減実績・目標・取組 
再エネ仕様実績・目標・調達手段 等 

称揚効果 ・投資家へのアピール力、環境ブランド力の向上 
 
④ 日本経済新聞「環境経営度調査」 
日本経済新聞は上場の有無は関係なく、環境対策と経営効率の両立に取り組む企業に対

しアンケートを送付。その結果を点数化しランキング形式で公表する「環境経営度調査」を

実施している。 
 概要は表 24 のとおり。称揚効果としては、環境ブランド力の向上が考えられる。 
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表 24 日本経済新聞「環境経営度調査」の概要 

対象 ・上場・非上場の有力企業 
ランキング評価 ・企業の環境対策と経営効率についてアンケートを実施。その結果

を基にランキングを発表。 
製造業は総合ランキング、非製造業はセクター別のランキング

を発表。 
・ランキングは設定された評価指標から企業の環境経営度をスコア

化。評価指標は次のとおり。 
環境経営推進体制 
汚染対策・生物多様性対応 
資源循環 
製品対策 
温暖化対策 

称揚効果 ・環境ブランド力の向上 
 
2.2 連携省エネ計画制度に係る検討 

平成 30年度の省エネ法改正において、新たに導入された同制度の普及に向けては、現在、

公表されている「連携省エネルギー計画の作成のための指針」の充実化を進め、事業者の制

度に対する理解度を高めて、活用を広く促していくことが重要であると考えられる。 
例えば、以下に取り組むことが考えられる。 

 
①実施事例の公表 
事業者からの申請内容を基に、随時実施事例を公表していくことで、当該制度の活用を

促進していくことが出来るのではないか。 
 可能であれば、却下した申請内容を公表することも検討してはどうか。 
 
②省エネ量の算定方法に関する説明の補足 
 連携省エネ計画における省エネ量の算定方法について、定期報告における報告方法・内

容を含めて説明を補足してはどうか。 
特に省エネ量の配分にあわせた、従来とは異なる一次エネルギー換算係数の算定（設

定）について、事業者の間で混乱が生じる可能性があるのではないか。 
 
③類似制度との相違点に関する説明の補足 
 類似制度である共同省エネ事業との相違点について、事業者の理解が促進されるよう、

必要に応じて制度の位置づけ等についての説明を補足してはどうか。 
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3 一般消費者の省エネ促進に資する手法の検討 

3.1 はじめに 

平成 28、29 年度の委託事業において、エネルギー小売全面自由化に伴い、新規参入する

エネルギー小売事業者が消費者（特に家庭）のエネルギー使用に及ぼす影響、国内外のエネ

ルギー小売事業者に関する既存制度について、各種文献等に基づいて調査し、エネルギー小

売事業者による消費者への情報提供や各種サービスのあり方について検討を行い、「エネル

ギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 取りまとめ」、及び「エネルギー小売事業者の

省エネガイドライン」を策定した。 
本事業においては、省エネに関する製品サービスや省エネ効果の測定手法、海外制度につ

いて各種文献等に基づく調査やヒアリング調査を通じて事例収集・分析を行い、また、関係

事業者（エネルギー小売事業者、料金比較サイト事業者）と個別テーマの研究会を開催し、

検討のさらなる深化を図った。 
 
3.2 調査・検討事項 

 本業務の調査・検討結果は以下の通りであった。 
  

3.2.1 省エネ製品・サービス事例調査 
昨年度策定したガイドラインにおいては、エネルギー小売事業者による情報提供の取り

組みを促していくための制度の検討に注力し、新たにエネルギー小売事業者による情報提

供の実施状況に関する報告様式を定期報告に追加することとした。一方で、今後は省エネ製

品・サービスのあり方や望ましい取り組み等に関する調査・検討を継続して実施し、その結

果を適宜、ガイドラインに追加することとした。 
今後、スマートメーター等の機器整備や電気の取引環境整備によって、エネルギー小売事

業者が提供する製品・サービスは多様化すると見込まれる中で、消費者に省エネ行動を促す

省エネ製品・サービスにはどのようなものが考えられるのかについて、類型化して整理して

おくことは重要である。省エネ製品・サービスの類型化を通じて、消費者が省エネ製品・サ

ービスを選択する際の参考となる情報を整理した。 
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(1) 電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 
 電力小売事業者が実施しているサービスとして、電気料金の値引きやポイントによる経

済的インセンティブの付与、省エネ機器の開発やエネルギーマネジメントの提案が挙げら

れる（表 25）。 
 

表 25 電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

経済的イ

ンセンテ

ィブ  

ポ イ ン

ト付与 
家庭 

中部電力 
電力需要が高まる時期や時間帯に、中部電力

の提携店舗や自治体の施設に出かけた顧客

に対し、ポイントを付与。 

中部電力 

デンソーと連携しエネマネの実証実験を開

始。デンソーはモニター宅のエコキュート・

全館空調を自動制御。自動制御による電力需

要の調整実績に応じてポイントを付与。 

ク ー ポ

ン配信 

家庭 関西電力 

提携先企業において期間中に利用可能なク

ーポンを会員サイトに掲載。会員は、協力店

舗で商品購入時にクーポンを提示すること

で特典・割引を受けられる。併せて、外出に

よる省エネを推進。 

家庭 北陸電力 
需給逼迫時に、協力店で利用可能なクーポン

をメールで配布。  

家庭 Looop 
対象期間中のピーク時間帯で使用量を最も

減らした節約ユーザーにケンブリッジの研

修旅行やギフト券をプレゼント。 

家庭 
東急パワーサプ

ライ 

夏の電力需要が高まる時期の日中や夕方の

外出を促すため、スーパーで使用可能なクー

ポンや応募抽選で当たる特別体験型の特典

をプレゼント。 

電力料金

削減 
家庭 エネット 

エネットからの節電要請時に節電を行った

顧客に対し、電力料金の削減を実施。 

省エネ

機器の

普及  

エネマ

ネ 
業務 

アイ・グリッド・

ソリューション

ズ 

電力ビックデータを活用した店舗ごとの電

力使用量予測を行う AI と、省エネのノウハ

ウを活かした省エネアクション提案を組合
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サービス種別 対象 事業者名 内容 

わせたエネルギーマネジメント支援サービ

ス。 

機器開

発  

家庭 Looop 

搭載された AI に、蓄積してきた発電量や需

要の予測、日本全国の天気予報などのデー

タ、家庭ごとの電気使用状況、電気代の契約

情報などを学習させることで、各家庭にタイ

ムリーで最適な充放電を設定できる蓄電池

を開発。 

家庭 中部電力 
既存の家電を使用し、スマートホームを実現

できる製品を開発。家電の遠隔操作や一括コ

ントロール、電気代予測等が可能。 

省エネサ

ービスの

提供 
エネマネ 

家庭 東北電力 

IoT や AI などの情報技術やコミュニケーシ

ョンロボットなどを活用したサービスの検

証に取り組むプロジェクトを実施。エネルギ

ー関連では、スマートメーターで計測したデ

ータ（30 分ごとの電気使用量）から、家電

別の電気使用量を推定するシステムを活用

し、省エネ・省コストにつながる家電の使い

方をメールや LINE で配信するサービスを

展開。 

家庭 
東京電力エナジ

ーパートナー 

トヨタウッドユーホーム株式会社と共同で

進める次世代スマートタウンプロジェクト

を実施。FIT 制度が終了することを踏まえ、

日本初のサービスとして、需要家に蓄電池な

どの設備が無くても、余った電気を預かった

とみなし、実際に使用する際に充当すること

ができ、また、需要家間で分け合うこともで

きる「電気のお預かりサービス（仮称）」の

提供に向けた実証を実施。参加者から提供さ

れる発電量と消費電力量等の実際のデータ

をもとに、最適なサービス内容や運用等を検

討し、新たな価値の創出を目指すもの。 
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サービス種別 対象 事業者名 内容 

家庭 中部電力 

顧客のエネルギー使用状況を収集し、将来的

には、ビックデータ解析による課題の発見、

AI を活用したエネルギーソリューション、

デマンドレスポンスといったサービスを提

供予定。 

家庭 エネチェンジ 
戸建てを対象に省エネプランナーによる無

料「省エネ診断」を実施。 

その他 

産業 
業務 

東京電力エナジ

ーパートナー 

東京電力が日本自然エネルギー株式会社

（JNE）から、グリーン熱証書を調達し、そ

の環境価値を都市ガスと合わせて契約者に

提供する料金プラン。都市ガスは電気と異な

り、ガス小売事業者による CO2 排出係数に

差が無いため、通常は、省エネの設備投資等

で都市ガスの使用量を減らすことでしか

CO2 排出量を削減できなかった。本プラン

を活用すれば、削減率に応じた CO2 排出量

の削減に貢献可能。 

家庭 中部電力 
太陽光発電の擬似所有による発電体験サー

ビスを提供。将来的には、太陽光発電による

電気の顧客参加型取引サービスを提供予定。 

家庭 関西電力 

リコール情報や経年した家電を買い替えた

場合の電気料金のメリット額の通知、スマー

トフォンアプリ「トリセツ」との連携による

家電の取扱説明書提供サービスを展開。ま

た、スマートリモコンの購入・設置によるス

マートフォンアプリやスマートスピーカー

を通じた家電の遠隔操作（エアコンの電源の

ON／OFF や温度設定等）が可能となるサー

ビスの提供。 

産業 
業務 

関西電力 
発電の際に CO2 を排出しない関西電力の一

般水力発電（揚水発電およびＦＩＴ電気を除

く）の CO2 排出量ゼロの付加価値を活用し
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サービス種別 対象 事業者名 内容 

た電気料金メニューを販売。特別高圧もしく

は高圧で関西電力の電気を使用する需要家

が加入可能。 

家庭 関西電力 

需要家が「Amazon Echo」に話しかけると、

Wi-Fi 接続された「Amazon Alexa」による

音声サービスを経て、音声案内により電気・

ガスのご使用量や料金および「はぴｅポイン

ト」の残高等を確認できるサービスを提供。 

家庭 
日本エコシステ

ム 

太陽光発電システムを無料で設置し、料金単

価が割高となる日中（デイタイム）に、自分

の家に設置した太陽光発電システムで作ら

れた電気を割安な価格で使用することがで

きる料金プランを販売。 

産業 
業務 

イーレックス 

通常の電力供給に加え、CO2 フリーという

非化石価値をセットで提供するプランを販

売。契約者が使用する電力を「CO2 フリー

プラン」でまかなうことで、電力消費過程に

おける CO2 排出量を実質ゼロにする。 

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元にみずほ情報総研作成） 

 

(2) 都市ガス事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 
 都市ガス事業者が実施しているサービスとしては、エネルギーマネジメントシステムや

省エネに資する空調システム等の開発が挙げられる（表 26）。 
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表 26 都市ガス関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

省エネ  
機器の普及  

エネマネ 
業務 
産業 

東京ガス 

エネルギーサービス設備遠隔管理システ

ムを活用したエネマネサービス。顧客先

の電力・熱の需要を高精度に予測し、最適

な運転計画を演算することで遠隔自動制

御を行う。今後、DMS や自己託送などの

電力事業にも適応予定。 

日本瓦斯 

自動で空調制御やWeb画面上に省エネ指

示を表示させることで、人手をかけない

省エネが可能なエネマネシステム。電気、

LPG、灯油など最大 10 種類のエネルギー

の一元管理が可能。 

東京ガスエン

ジニアリング

ソリューショ

ンズ 

ICT を活用し、建物側の需要データとプ

ラント側の供給データや気象情報等の外

部データを収集・分析しエネルギー需給

を一括管理・制御するエネマネシステム。 

機器開発 家庭 

東京ガス 
GHP と EHP を組み合わせたハイブリッ

ト空調システムを開発。 

大阪ガス 
太陽光発電システムとエネファームによ

るダブル発電にスマートエネルギーハウ

ス蓄電池を加えた住宅を開発。 

大阪ガス 

スマートフォンを接続・連動させること

で、遠隔からのガス機器操作、機器の使用

方法に関するアドバイス、ガス使用量の

見える化サービスを受けられる機器を開

発。 
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サービス種別 対象 事業者名 内容 

その他 

産業 
業務 

大阪ガス 

省エネ性の高いコージェネレーション設

備や天然ガスを使用した空調設備などを

顧客の敷地内に設置、顧客は初期投資す

ることなく、エネルギー加工量に応じた

エネルギーサービス料金を支払うこと

で、省エネと省コストの両方を実現でき

るビジネスモデルを開発。 

家庭 大阪ガス 

エネファームを全戸に、スマートエネル

ギーハウス蓄電システムを一部住戸に採

用したCO2排出量及び一次エネルギー消

費量の大幅な削減と防災にも寄与する次

世代のエネルギーシステムを導入した集

合住宅を開発。 

家庭 静岡瓦斯 

「エネファーム typeS」を購入した顧客を

対象とし、エネファームで発電した電力

のうち、家庭内で使用できず余剰になっ

た分を、静岡瓦斯が購入するサービスを

実施。 

家庭 静岡瓦斯 

力融通システムを導入し、各戸に設置さ

れたエネファームで作った電気を、マン

ション内の世帯間で分け合うことが可能

なマンションを開発。 

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元にみずほ情報総研作成） 

 

(3) LP ガス事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 
 ＬＰガス事業者が実施しているサービスとしては、クーポン付与やエネルギーマネジメ

ントの提案が挙げられる（表 27）。 
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表 27 LP ガス関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

経済的イン

センティブ 
クーポン

付与 
家庭 

大阪府 LP ガス

協会 

大阪府 LP ガス協会会員各位の販売した

LP ガス機器を購入した顧客に対し、抽選

でキャッシュバックを実施。 

省エネ  
機器の普及  

エネマネ 家庭 エネジン 
機器の保有状況、エネルギーの使用状況、

日常生活における省エネ行動等の 75 項

目からエネルギーの無駄を診断。 

その他 家庭 岩谷産業 
エコウィル、床暖房などリフォーム全般

をパック化した分割支払いサービスを提

供。 

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元にみずほ情報総研作成） 

 

(4) その他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 
 その他関連事業者が実施しているサービスとしては、エネルギーマネジメントシステム

の開発や省エネ機器のリースが挙げられる（表 28）。 

 
表 28 その他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例 

サービス種別 対象 事業者名 内容 

省エネ  
機器の普及  

エネマネ 業務 
オプティマイ

ザー 
過去の天候と電力需要の相関関係を基

に、翌日の電力需要量を予測。 

リース 家庭 
TEPCO ホーム

テック 

電気料金とレンタルした省エネ機器の利

用料金をパックにして請求。これにより、

顧客は初期費用ゼロで省エネ機器を導入

できる。 

（出典：各社のホームページ、プレスリリース等を元にみずほ情報総研作成） 
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3.2.2 情報提供による省エネ効果の測定方法 
（1） ヒアリング調査 
 平成 29 年度委託事業において、「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」を策定

し、省エネ法定期報告の様式「共同省エネルギー事業の報告」に新たに「一般消費者に対す

るエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針に基づく情報提供の状況」

を追加することとした（平成 31 年 7 月の定期報告から報告が行われる予定）。 
 これを踏まえ、現状、エネルギー小売事業者が情報提供による省エネ効果を測定する際に

用いている方法の有無等について、ヒアリング調査を行った。 
 
① エネルギー小売事業者及び関係工業会 
 調査の結果、個別の実証事業において省エネ関連情報の提供前後でのエネルギー使用量

を比較して省エネ効果を算定するといった取り組みを実施したことがある事業者は存在し

たものの、「情報提供による省エネ効果の算定方法」を定め、事業活動や一般消費者への情

報提供の際に統一的に使用している事業者はなかった。 
 また、「省エネ効果の測定方法（指標）は、継続的に使用できるものであることが必要」、

「国が測定方法を提示するという考えもあると思うが、各社で得意な製品・サービス等は異

なると思われるので、あまり決まったものを定めない方がよいのではないか」といった声も

聞かれた。 
 なお、一部のエネルギー小売事業者に対するヒアリング調査においては、省エネ効果の測

定方法と合わせて、省エネ法の「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講

ずべき措置に関する指針」において定められた 5 項目の情報提供の状況についても聴取し

たが、個別事業者の取組状況についての詳細な言及は割愛する。 
 
② 有識者 
 有識者に対しては、エネルギー小売事業者の取組みの効果検証の方法やダブルカウント

への対応についてご意見をうかがった。 
  
(ア) エネルギー小売事業者の取組みの効果検証 
・現時点では、小売事業者からの報告項目が定まっておらず、事前に国側で効果の検証方法

を検討するのは難しい。仮に国側で検証方法を設けるにしても、個別の行為（テレビコマ

ーシャルの放映、ビラ配布等）に対して、省エネ量を定められる訳ではなく、個別に検証

が必要。 
・効果検証にあたっては専門家 WG の設置など、大掛かりなものとなり、コストもかかる。

また、高度な検証を行おうとすると事業者の取組みを阻害する可能性がある一方、個別の

取り組みに関する報告をどう評価すべきかは難しいところ。 
・事業者側での検証を求めると、本業がある中で金銭的にも時間的にもコストを負担でき
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ず、取り組みが広がらない可能性がある。 
 
(イ) ダブルカウントへの対応 
・省エネ効果の事業者間でのダブルカウント（例えば、電気とガスを別会社が供給している

場合にどちらの影響で省エネ取組みを行ったか）については、現時点ではそもそも省エネ

効果の算定（評価）精度に難があるため、今後の検討事項とすればよいのではないか。 
・一方で、同一事業者内でのダブルカウントは排除したほうが良い。例えばリベート自体と

リベートに関する情報提供の効果を重複計上するのは避けるべき。 
・ダブルカウントよりもフリーライドの問題（例えば、チラシの配布がなくても行った対策

の効果をどう切り分けるのか）を議論すべきではないか。 
 
（2） 机上調査 
 海外において導入されている情報提供による省エネ効果の測定方法について、机上調査

を実施した。その結果、フランス及びイタリアの省エネ義務制度「ホワイト証書制度」にお

いて、暖房機への電力消費量表示機器の導入等によるエネルギー関連情報の提供や「見える

化」が省エネ取り組みとして認められており、省エネ効果の算定方法が定められていること

が分かった。詳細情報については、後述の「3.2.4 海外における省エネ関連制度」において

まとめて記載しているため、当該部分を参照願いたい。 
 
3.2.3 省エネの促進に向けたサードパーティとの連携方法 
前述の通り、昨年度事業において策定したガイドラインにおいて、新たにエネルギー小売

事業者による情報提供の実施状況に関する報告様式を定期報告に追加することとした。今

後は、事業者による報告内容を元に情報提供に積極的に取り組む事業者を資源エネルギー

庁のホームページにおいて公表していくこととなっている。 
 さらに、民間ビジネスの領域におけるサードパーティ（料金比較サイト事業者）による情

報の活用も広く促していくこととしており、一般消費者が小売事業者を選択する際の基準

のひとつとして活用が進むよう、国としても周知活動に取り組むこととしている。 
 このような状況の中、サードパーティに位置づけられる事業者と研究会を開催し、特に下

記議題に関する議論を行った。 
 
 （1）定期報告における情報提供に関する制度整備とサードパーティの連携 
 （2）時間帯別料金（ToU）の普及に向けて有効な手法 
 （3）スマートメーター等で取得するエネルギー関連データの有効活用に向けた制度整備 
 
 なお、議題が個社の営業機密や事業戦略に関連する内容であったため、個別テーマの研究

会として開催したものである。 
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 議論の概要は下記の通りであった。 
 
（1） 定期報告における情報提供に関する制度整備とサードパーティの連携 
・エネルギー小売事業者による情報提供の状況について、事前に状況を共有してもらえれ

ば、サービス提供時に活用することも可能。 
・小売事業者から統一フォーマットで情報が公開されるようになると便利。 
・サードパーティ側は、各社が会員向けのマイページサイトでどのような情報開示を行って

いるのか、把握し切れていない。 
・消費者への情報提供に当たっては、使いやすいこと、間違いが無いこと、分かりやすいこ

とが重要。 
 
（2） 時間帯別料金（ToU）の普及に向けて有効な手法 
・消費者の省エネを進めていくためには、日々のフィードバックが重要。 
・ToU の設計・提供は技術的には難しくない。大変なのは、メニュー設計等に必要な 30 分

値を事業者に提供する環境を整えること。 
・ToU が失敗する理由としては、弾力性がないことが挙げられる。通常、料金プランは 6 ヶ

月～1 年前に決定し、固定される。その後に発生した変化には対応できないため、うまく

いかなくなることがある。例えば、日本卸電力取引所（JPEX）との連動によるダイナミ

ック･プライシングができるとよい。 
 
（3） スマートメーター等で取得するエネルギー関連データの活用に向けた制度整備 
・スマートメーターのデータが開放されれば、顧客からスイッチングの委託を受けて、代

理で最適な小売事業者を選択するようなサービスが提供可能となる。 
・各小売事業者やサードパーティの間で電気料金の削減額を試算する際の診断・分析アルゴ

リズムが異なっているが、スマートメーターのデータが開放されることによって、同一デ

ータの分析が可能となり、よりよいサービスの提供に繋がる可能性がある。 
 
3.2.4 海外における省エネ関連制度 

 過年度の委託事業において、欧州（フランス、イタリア）にて導入されているエネルギー

事業者を対象とする省エネ義務制度「ホワイト証書制度」の概要について調査している。 
本年度事業では、上記の内容に加え、制度設計や運用状況等について追加調査を行い、そ

の結果は下記の通りとなっている。 
 
(1) 欧州における省エネ義務制度の導入背景 
 欧州は、2020 年に向けて一次エネルギー供給を 20%削減する目標を設定した。その達成

に向け、欧州省エネ指令（Directive 2012/27）の第 7 条は、エネルギー供給事業者に対して
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最終需要家のエネルギー効率の改善を通じたエネルギー供給量の削減を義務付けた。具体

的な政策措置は各国が判断して導入することとなっており、フランス、イタリア、ポーラン

ド、英国等は省エネ義務制度を選択している。 
 

 
図 15 欧州における省エネ義務制度導入の背景 
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(2) 各国のホワイト証書制度 
① フランス 
 制度概要は図 16 のとおり。以降にて各項目の関連情報を整理する。 
 

 
図 16 フランスのホワイト証書制度の概要 

 
(ア) 対象事業者 
 制度の対象事業者は、国内消費者への販売エネルギー量が一定量を超過する約 2,000 法

人であり、電力については 2014 年度実績でみると国内の市場シェアが約 0.1%となる事業

者が対象となっている。 
 フランスでは、2007 年の電力小売全面自由化後においても規制料金が存置され、多くの

需要家が規制料金に留まるなど、他の欧州各国と比較して自由化の取組が遅れていた。これ

を踏まえ、小売事業者に競争市場における省エネサービスの提供や顧客との関係強化を促

すことを目的として、エネルギー小売事業者を義務対象に設定している。 
なお、省エネ義務目標は課されない事業者（ESCO 事業者等）が省エネ対策を実施するこ

とで証書を獲得し、市場で販売することが可能となっている。 
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表 29 制度対象となる閾値及び事業者数 5 
エネルギー種別 閾値 対象事業者数 

電力 年間 4 億 kWh 超 20 
天然ガス 年間 4 億 kWh 超 12 
熱・冷熱（地域熱供給等） 年間 4 億 kWh 超 20 
LPG 年間 1 億 kWh 超 11 
家庭向け暖房用石油 500m3超 1,900 
輸送用 LPG 年間 7,000 トン超 6 
自動車用ガソリン、ディーゼル燃料 年間 7,000 m3超 40 

 
(イ) 省エネ義務量の設定方法 
 政府は対象期間に定められた省エネ目標量の達成に向けて、以下の観点を考慮してエネ

ルギー種別の寄与度（contribution）を決定。 
  
 ・当該エネルギー販売量が全エネルギー販売量に占める比率 
 ・当該エネルギーの販売収入が全集に占める比率 
 
 上記の結果を基に、エネルギー種別に定められた単位販売量当たりの証書発行数に前年

度の当該エネルギー販売量を乗じて、当事者ごとの義務量を算出する。例えば、電力の場合

は単位販売量当たりの証書発行数が「0.168kWh-cumac/kWh6」と定められており、この値

に前年の販売電力を乗じることで義務対象事業者が期間内に達成すべき省エネ義務量を算

出する。7 
 
(ウ) 証書発行 
＜セクター＞ 
 省エネ対策の実施対象は、全ての最終エネルギー消費者（家庭、業務、公共、産業、農業、

輸送）。 
 
                                                   
 
5 ENSPOL「Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D2.1.1 
Report on existing and planned EEOs in the EU - Part I Evaluation of existing 
schemes」 
6 「kWh-cumac」は本制度において定められた造語（"cumulative and actualized”の
略）。導入機器・技術の耐用期間における総省エネルギー量を 4％の割引率で現在価値化し

たもの。 
7 制度の運用期間が 3 年間となっており、毎年の実績によって省エネ義務量が変動するた

め、運用期間開始前に事業者があらかじめ自身の目標期間内の総義務量を算出することは

できない。 
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＜省エネ対策＞ 
 義務対象者は、以下を実施することで証書を獲得できる。 
 
 ・自身の施設、事業活動における省エネ対策の実施 
 ・高エネルギー効率機器・サービスへの投資に向けた需要家に対する動機付け 
 ・エネルギー貧困者の削減や消費者への省エネ教育のためのプログラムに対する資金支

援の提供 
 ・省エネ証書市場からの購入 
 
 義務量の多くは、需要家や施工業者へ下記を提供することによって達成されている。 
 
 ・証書発行対象の省エネ対策に対する低金利ローン 
 ・証書発行対象の省エネ対策に対する直接的な補助金 
 ・当該事業者の取組によって実施された省エネ対策であることを宣言するためのリベー

ト 
 ・省エネ対策を推進する施工業者のボーナス 
 
 セクター別の証書発行割合を見ると、受託容建築を対象とするものが 76%を占める（図 
17）。また、2014 年に発行された証書の約 95%は、事前に定められた算出式によって「み

なし値」で省エネ量を算出する「Standardies action」という方法に由来している。同方法

に基づく技術別証書発行割合は表 30 に示すとおりとなっており、上位 10 技術で全体の約

66%を占める。家庭部門では、暖房・温水機器の更新、断熱対策の実施件数が多い状況であ

る。  
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図 17 セクター別ホワイト証書発行割合（2006 年 7 月～2014 年 5 月）8 

 
表 30 Standardised action に基づく技術別ホワイト証書発行割合（2014 年）9 

技術・対策名称 
全体に占める 
割合（％） 

個別式凝縮ボイラー 15.29% 

屋根の断熱（家庭用建築） 9.63% 

壁の断熱 7.21% 

集中式凝縮ボイラー 6.28% 

個別式木材燃焼暖房装置 5.87% 

屋根の断熱（商業用建築） 4.88% 

個別式低温ボイラー 4.57% 

高断熱窓 4.33% 

集中式凝縮ボイラー（エネルギー効率保証契約付） 3.84% 

非同期モータ用可変速駆動システム 3.81% 

  
なお、「Standardies action」に加えて、主に産業部門を対象とする「Special operations」

という方法も存在する。この方法では、各種条件への適合や政府への事前申請等が必要とな

                                                   
 
8 ENSPOL「Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D2.1.1 
Report on existing and planned EEOs in the EU - Part I Evaluation of existing 
schemes」 
9 ENSPOL「Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D2.1.1 
Report on existing and planned EEOs in the EU - Part I Evaluation of existing 
schemes」 
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り、証書発行全体に占める割合は 4%程度であり、そのうち約 90%が産業部門の省エネ対策

に対する証書である。 
 
＜行動変容による省エネの評価方法＞ 
 フランスのホワイト証書では、暖房機（電気、ガス）への電力消費量表示機器の導入によ

る省エネ証書の発行量（≒省エネ効果）を算定する方法論を設定している。 
同方法論は、導入する表示機器が有すべき機能を定め、導入地域や住宅の広さ、オプショ

ン機能 10の有無が考慮されている。また、証書発行期間は 4 年間に設定されている。具体

的な算出式は図 18 のとおりとなっており、「地域」、「快適性オプション」、「住宅面積」に

ついて該当する値をそれぞれ乗じて、650kW-cumac を加算して算出する。 
 

 
図 18 省エネ証書発行量の算定式（戸建て）11 

 
 なお、表示機器が有すべき機能は下記の 3 点となっている。 
 
 ・エネルギー使用量の測定機能 
 ・エネルギー使用量実績のユーザーへの通知及び省エネアドバイスの表示機能 
 ・事前に設定したエネルギー使用量の閾値を超えた場合のアラート通知機能 
 
 また、省エネ証書の発行要件は以下のとおりとなっている。 
 
 （a）表示機器は主に下記のデータをユーザーに通知する必要がある。 
  －1 時間以下の解像度でのエネルギー使用量（データは毎時、理想的にはリアルタイム

で更新） 

                                                   
 
10 証書発行量の算定において、室内・屋外の気温及び湿度を測定・表示できる機能

（Comfort tracking option）の搭載有無が考慮される。 
11 フランス エコロジー・持続可能開発・エネルギー省資料 
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－エネルギー使用量（kWh、m3）とともに、金額（€） 
－過去 3 ヶ月間の累積実績 
－過去 2 年間に渡っての一日単位での実績 

 （b）表示機器は、その他下記機能を有するものとする。 
  －事前に設定したエネルギー使用量の閾値、国全体や地域の平均値との比較 

－閾値を超えた場合のアラート通知 
－他の機器における情報の表示（ウェブサイト、タブレット、スマートフォン、テレビ

等） 
 
＜追加性＞ 
 証書の発行対象となるには、当該対策が「追加的」であることを証明する必要がある。「追

加性」には 2 つの観点があり、当該省エネ対策が政策・規制において求められているものよ

りも高いレベルであること（Policy additionality）、また「Business-as-usual」で取られる

省エネ対策ではないことが必要となる（Business-as-usual additionality）。 
 
(エ) 罰則 
 3 年間の目標期間において、各年の目標値は設定されておらず、目標期間の最後に達成状

況が評価される。目標未達成の場合には、0.02 ユーロ/kWh（約 2.5 円/kWh）の罰金が課さ

れる。 
 第 1 期（2006～2009 年）においては、218 事業者がそれぞれ 300kWh-cumac～3,000 万

kWh-cumac の範囲で目標未達成となり、6€～600,000€（約 750 円～7,500 万円）の罰金が

課された。 
 
(オ) 制度の見直し頻度 
 3 年単位で目標期間が設定される運用となっており、各期間終了時に制度の見直しに関す

る議論が実施されている。 
 
(カ) 課題と評価 
 制度の運用方法が複雑なため、特に証書発行手続きの簡素化が必要となっている。また、

制度が認知されていない、または誤解されている状況のため、周知活動も必要とされている。

さらに、英国等の他国制度と比較して、エネルギー貧困者への対策が手薄となっている点も

課題として挙げられている。 
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② イタリア（ホワイト証書制度） 
 制度概要は図 19 のとおり。以降にて各項目の関連情報を整理する。 
 

 
図 19 イタリアのホワイト証書制度の概要 

 
(ア) 対象事業者 
 制度開始当初は、接続需要家件数が１０万軒以上の配電・配ガス事業者を対象としていた

が、2008 年に 5 万件以上の事業者に対象を拡大し、対象事業者数は、電気が 12 社、ガス

が 60~70 社となっている。義務対象は、電気において 85%（配電量ベース）、ガスにおいて

89%（配ガス量ベース）をカバーしている。 
 イタリアでは、小売事業者ではなく、配電・配ガス事業者を義務対象にしている。その背

景として、省エネ義務制度の導入にあたって経済合理性（投資対効果）が重視されたことか

ら、料金規制が適用される配電・配ガス事業者を対象に設定すれば、投資対効果の高い取組

が優先して実施されるであろうという判断が働いたと考えられる（投資対効果の低い省エ

ネ取組を実施してしまうと、国による料金審査において需要家からの回収費用について認

可が下りない事態が発生しうる）。 
 なお、イタリアにおいて接続軒数 10 万件以上の配電事業者は、小売事業を別会社化する

ことが義務付けられている。また、最終需要家 30 万件以上を有する事業者は、株式会社形

態に移行することになっている。 
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(イ) 省エネ義務量の設定方法 
 省エネ目標は石油換算トン（toe）で設定され、各事業者の義務量は国全体の省エネ目標

に各事業者の市場シェアを乗じて算出する。電力については 1 社で全目標量の 80%以上、

ガスは 2 社で全体の約半分の目標量を占める。 
(ウ) 証書発行 
＜セクター＞ 
 全セクター（家庭、業務、産業、農業、輸送）が対象であるが、発電における効率向上に

係る対策は対象外である。 
 
＜省エネ対策＞ 
 義務対象者は、以下を実施することで証書を獲得できる。 
 
 ・事業者自らが省エネプロジェクトを実施 
 ・他の事業者から余剰となった証書を購入 
 ・省エネ義務を負っていないエネルギーサービス会社（ESCO）等から証書を購入 
 
 制度初期（2005～07 年）は、民生部門が高い比率を占めていたが、年を経るごとに産業

部門の比率が上昇している（図 20）。これは、従来の証書発行期間を延長し、省エネプロジ

ェクトの耐用年数全体を対象とする等の制度変更が行われたことにより、産業部門のプロ

ジェクトが多く実施されるようになったことが要因と考えられる。 
 

 
図 20 部門別ホワイト証書発行実績 12 

 
 

                                                   
 
12 日本エネルギー経済研究所 「 平成 27 年度 エネルギー使用合理化促進基盤整備事業 
(エネルギーミックスにおける省エネルギー対策の 実現に向けた施策評価・効果分析調査) 
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 省エネ技術別の証書発行実績をみると、2013 年実績では、実施された省エネプロジェク

トの約 9 割が産業部門由来となっている（図 21）。 
 

 
図 21 技術別ホワイト証書発行実績（2013 年）13 

 
 家庭部門において省エネ対策が実施される場合、事前に定められた算出式によって「みな

し値」で省エネ量を算出する方法（Deemed saving）が多く採られる。算出式が定められて

いる技術・対策は表 31 に示すとおりであり、給油用太陽熱設備、壁・屋根の断熱、高効率

ボイラーへの更新が高い比率を占める。 
 

表 31 「みなし値」による省エネ量算定が認められている対策一覧 14 

技術 導入年月 証書発行量 比率（%） 

家庭用温水ボイラーの更新（電気式から

ガス式） 
2005 年 1 月 1,183 0.1 

高効率ボイラー 2005 年 1 月 169,628 17 

ガス式家庭用温水ボイラーの高効率型へ

の更新 
2005 年 1 月 5,743 1 

二重窓 2005 年 1 月 115,718 11 

壁・屋根の断熱 2005 年 1 月 240,064 24 

太陽光発電 2005 年 1 月 12,046 1 

                                                   
 
13 Di Santo et al. 「Italian white certificates scheme: the shift toward industry」 
14 ENSPOL「Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Scheme D2.1.1 
Report on existing and planned EEOs in the EU - Part I Evaluation of existing 
schemes」 
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技術 導入年月 証書発行量 比率（%） 

家庭用太陽熱温水器 2005 年 1 月 334,015 33 

産業用ポンプシステム向け電気式エンジ

ン 
2005 年 1 月 5,247 1 

空気-空気（Air-to-air）式ヒートポンプ 2005 年 1 月 684 0.1 

公共用照明制御システム 2005 年 5 月 58,348 6 

空調機（12kW 以下） 2005 年 5 月 5,428 1 

冷房用の壁・屋根の断熱 2005 年 5 月 16,022 2 

家庭用温水ヒートポンプ 2011 年 1 月 372 0.1 

高効率トンネル用照明 2011 年 7 月 8,707 1 

高効率公共用照明 2011 年 7 月 7,565 1 

公共照明用高効率ランプ 2011 年 7 月 30,823 3 

高効率電気式モータ 2005 年 1 月 3,250 0.3 

無停電電源装置 2013 年 4 月 2,315 0.2 

バイオマスボイラー 2013 年 4 月 1,590 0.2 

温室向け断熱 2013 年 4 月 8 0.1 

温室向けバイオマス暖房機器 2013 年 4 月 232 0.1 

 
ホワイト証書の発行目標及び実績の推移について図 22 に示す。赤の折れ線について、

値が正の場合は証書発行量が目標量を上回り、過剰供給となっている状態、負の場合は証

書発行量が目標量を下回り、不足している状態を示しているが、これをみると、制度導入

の初期段階では、証書の需給が大きく変動し、不安定な制度運営が続いたことが分かる。

この要因について表 32 に示す。制度初期（2005～07 年）は、目標水準が低かったこと

や低コストの取組（高効率電球への交換等）が民生部門で広く実施されたことにより、目

標の超過達成が続いた。その後、民生部門における取組が枯渇し、また主に産業部門を対

象としたモニタリングが必要な省エネ対策に対する政府の対応が不十分だったことから、

2008～10 年は証書が供給不足となり、政府は証書発行対象期間を製品寿命全体に拡大し

て対応した。 
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図 22 ホワイト証書の発行目標および発行実績の推移 15 

 
表 32 イタリアのホワイト証書制度の変遷 

時期 課題と対応 

第 1 期 
（2005～2009 年） 

・目標水準が低く、民生部門において低コストの省エネ取組

が多数実施されたことによって、目標の超過達成が続いた。 
・上記により、証書の価格が下落。 

第 2 期 
（2010～2012 年） 

・民生部門における取組が枯渇し、また産業部門を対象とす

るモニタリングが必要な大規模対策への対応が不十分だっ

たことから、証書の供給が不足。 
・政府は、証書発行対象期間を製品寿命全体に拡大する等に

よって対応。 

第 3 期 
（2013～2016 年） 

・対象を年間省エネ量 35,000 石油換算トン以上、実施期間 20
年以上の大規模プロジェクトに拡大。 

 
＜行動変容による省エネの評価方法＞ 
 イタリアのホワイト証書制度では、消費者に対して類似世帯とのエネルギー使用量の比

較等に関する情報を含む「Smart Bill」を発行することによる省エネを証書発行の対象と

して認め、方法論を定めている。同方法論の概要は以下のとおりとなっている。 
 

                                                   
 
15 FIRE 「White certificates in industry: the Italian experience」 
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 ・属性（地域、世帯人数、年齢層等）を考慮した 2n 世帯を n 世帯ずつ 2 つのグルー

プ、Control Group（対策なしグループ）および Treatment Group（対策実施グルー

プ）に分割。 
 ・Treatment Group の対象世帯に Smart Bill を発行し、前後のエネルギー使用量を比

較。各世帯のエネルギー使用量の差の合計を世帯数で除し、一世帯当たりの省エネ効

果を算出。 
  Control Group においても Treatment Group と同様の期間において、エネルギー使用

量の変化を算出し、両者を比較して Treatment Group の省エネ量が統計的に有意で

あるかを確認。 
 ・Treatment Group と Control Group の一世帯当たりの省エネ効果を比較し、Smart 

Bill の発行による省エネ効果を算出。対策全体の省エネ効果は、参加世帯数を乗じて

算定。 
 
＜追加性＞ 
 証書発行量の算定に使用されるベースラインは、「対策実施前」の水準ではなく、市場

で販売されている機器・サービスの平均的な性能、または政策・規則で求められている水

準の下限で設定される。 
 
(エ) 罰則 
 未達成の場合の罰金について明確な規定はなく、2 万 5,000～1 億 5,500 万ユーロ（約

314 万円～195 億円）の範囲内で定められることとなっている。ただし、達成状況が目標

量に対して 60%以上である場合には、翌年に証書の不足分を補填することで罰金は免除さ

れる。 
 
(オ) 制度の見直し頻度 
 3～5 年ごとに見直しが実施される（細かな変更については 1～2 年ごとに実施）。 
 
(カ) 課題と評価 
 制度の初期段階では証書の過剰供給や不足が発生するなどしたが、制度変更を加えるこ

とで、省エネ目標の達成や省エネ投資の促進といった成果を生んでおり、専門家の間でも

高く評価されている。また、導入当初、義務対象事業者（配電・配ガス事業者）は、「本

業との関連性が見えない」、「目標達成に要した費用を十分に回収できないのではないか」

といった懸念から、本制度に批判的であった。しかし、消費者の支払うエネルギー料金を

通じた費用回収の仕組みが導入され、また子会社が省エネ製品・サービスの事業を展開す

ることで証書の確実な調達や企業グループとしての事業成長につなげられるといった理由

から、現在は積極的な対応を進めている。さらに、イタリアでは、本制度の導入によって
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ESCO 市場の拡大という効果が生まれている。 
 
③ 省エネ義務制度の共通的な課題 
 エネルギー供給事業者に対する省エネ義務制度に共通して存在する課題として、例えば

下記がある。16 
 
 ・フリーライド問題 
  消費者が、制度がなかったとしても省エネ対策を実施する計画がある場合にも、制度に

よって実施された対策として省エネルギー効果を評価するケースが起こりうる。フリ

ーライドの効果を差し引くと、エネルギー供給事業者の需要サイドでの省エネルギー

取組による真の効果は、50～90%以下になるとの研究結果もある。 
 
 ・リバウンド効果 
  省エネ性能の高い機器を導入したことによって、導入前よりも稼働時間が長くなり、省

エネ効果が相殺されてしまう場合が発生しうる。 
 
 ・手続きコスト問題 
  省エネ対策の効果を評価するために費用がかかる。 

 
3.3 総括 

 平成 29 年度委託事業「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」を策定したことを

踏まえ、本事業においては、省エネに関する製品サービスや省エネ効果の測定手法、海外制

度について調査・検討を実施し、検討のさらなる深化を図った。 
 ガイドラインの充実化やエネルギー小売事業者による省エネ取り組みの加速に向けて、

今後、引き続き、下記の事項などについて調査・検討を深堀していくことが望ましい。 
 
 ・省エネ法定期報告の様式「共同省エネルギー事業の報告」に新たに追加された「一般消

費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針に基づく

情報提供の状況」における事業者からの報告内容の分析（平成 31 年 7 月の定期報告か

ら報告が行われる予定） 
 ・国内外のエネルギー供給事業者が主に家庭部門を対象に提供する省エネ製品・サービス

の事例 
 ・海外における省エネ関連制度の導入・運用事例、等  
                                                   
 
16 日本エネルギー経済研究所「平成 27 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(エ
ネルギーミックスにおける省エネルギー対策の実現に向けた施策評価・効果分析調査)」 
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4 エネルギーマネジメントの活用方法の検討 

4.1 背景 

中小企業等においては、エネルギー管理を専門に行う人材が配置されていないことも多

く、省エネの取り組みが進んでいないことがある。そのため、サードパーティによる省エ

ネが効果的なものと考えられる。 

 一方で、省エネに関わるサードパーティとしては、省エネやエネルギー管理のコンサル

ティング、ESCO事業者、メンテナンス事業者など、様々な事業者が存在しており、その特

性が分かりにくい状況にある。 

上記の状況を踏まえると、「省エネ補助金」（エネルギー使用合理化等事業者支援補助

金（平成２９年度当初予算）等）において位置付けが明確に示されているエネマネ事業者

の活用を行うことが効果的なものと考えられる。 

過年度事業において、補助金受給者及びエネマネ事業者双方に対して、ヒアリングを行っ

た際には、表 33の様な意見を得ており、エネマネ事業者の営業コストの問題を踏まえる

と、中小企業自身がエネマネ事業者にコンタクトする必要があるものの、エネマネ事業者

というものが認知されていない、認知している場合であっても差が分からないということ

が課題となっている。 

 

表 33 中小企業がエネマネ事業者を活用する上での課題 
課題 概要 

エネマネ事業者が認
知されていない 

 エネマネ事業者との日常的な接点が無いため、省エネの相談相
手として認知していない。 

エネマネ事業者の差
異が分からない 

 「省エネ補助金」利用者は、エネマネ事業者を認知しているが、
その差異が分からず、今後、新たな省エネ取組を行う際に、ど
のエネマネ事業者が最適か、把握できていない。 

 お金を払って省エネ支援を依頼する状況は、既に自社で対応可
能な省エネを行い、課題が明確になっている。一方で、現在の
エネマネ事業者一覧表の分類は粗く、選定に役立たない。 

エネマネ事業者の営
業コストに見合いに
くい 

 エネマネ事業者の営業コストは事業の規模とあまり比例しない
ため、中小企業よりも事業規模が大きく省エネによる削減余地
が大きい事業者を中心に営業を行うことが多い。 

 エネマネ事業は事業所単位で行うため、中小企業の場合に、必
ずしもエネルギー使用量が少ない訳ではないが、同じ方法を横
展開できる事業所数が少なく、営業コストが割高になることが
ある。 

中小企業の与信  財務基盤が大企業ほど整っていないために、エネマネ事業者が
取引を行えないことがある。 
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中小企業がエネマネ事業者の差異を把握できるようにするためには、エネマネ事業者の

類型化が必要となる。過年度事業においては、類型化の視点を表 34の様に整理した。 

 

表 34 エネマネ事業者の類型化における視点 
視点 類型化に必要な理由 

得意とする分野 
 業種・業態やエネルギー消費の構成、エネルギー消費量の多い事業
所とエネルギー消費が少なくとも横展開が可能な事業所のどちら
を対象としているか等、自社が対象か把握する必要がある。 

得意とする機器 
 エネマネ事業者を選定する段階では、課題が明確になっていること
も多いため、機器を詳細に分類することで、自社の課題となってい
る機器を得意としているか把握する必要がある。 

提案可能な対策 
 機器選定の助言、運用改善など、依頼する時期や想定される削減量
が異なるため、自社の状況に応じた対策が提供されるか把握する必
要がある。 

過去の実績 
 上記 3 項目でエネマネ事業者の特徴は分かっても、期待している省
エネ効果が不明な場合には、発注の決断が難しい。また、同じ特徴
のエネマネ事業者が存在した場合に比較するためにも必要となる。 

コスト 
 省エネを行うことで、長期的には回収できるものであっても、初期
投資の準備ができない場合には、エネマネ事業の実施が難しい。ま
た、費用対効果を判断する上でも必要となる。 

 

4.2 エネマネ事業者の差異の明確化・認知度向上に関する検討 

「省エネ補助金」のホームページでは、これまで、エネマネ事業者の登録情報の一覧表

が公表されていた。また、昨年度からは、エネマネサービス検索として、「エネルギー管

理支援サービス費」と「EMS導入費用」の2つの軸を用いた検索画面を提供してきたが、

中小企業の事業者からは、表 34のような意見が出ていた。 
今年度より、図 23のような、エネマネ事業者検索サービスを提供しており、「対象設

備」、「対象業種」、「対象規模」の検索が可能となり、表 34に示した視点のうち、過

去の実績以外については、一定の情報が得られるようになっている。 
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図 23 エネマネ事業者検索（平成 30 年度提供画面） 

（出典）一般社団法人環境協創イニシアチブ 
 

現在提供されていない各事業者の過去の実績について分析を行うことで、エネマネ事業

者の更なる差異化が行える可能性があることから、実績の分析を行った。分析にあたって

は、省エネ補助金における報告値を対象とすることとした。エネマネ事業者の実績を分析

する際の項目は以下のとおり。 
省エネ補助金において、実際の成果が報告されているのは、平成26年度から28年度に

採択された事業のものであるが、3年度分のみでは事業数が限られ、傾向把握が困難であ

ったことから、申請時のデータを用いることとし、平成26年度から平成30年度に採択さ

れた、1,751件を対象に分析を行った。 
なお、省エネ補助金において、エネマネ事業者は、コンソーシアムとして事業を行うこ

とが多いため、事業者の解像度には、幹事社とコンソーシアム参加事業者の2通りが存在

する。ただし、コンソーシアムとして同一のサービスを提供していることが多いことを踏

まえ、コンソーシアム単位での差異を評価することとした。 
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表 35 エネマネ事業者の実績に関する分析項目 
項目名 

実施件数 
中小企業の割合 
業種 
地域 
事業所規模（エネルギー使用量） 
制御対象設備 
EMS 導入費用 
EMS による省エネ率 

 
分析の結果、現時点での省エネ補助金の実績のみではデータ数が少ないこともあり、全

ての項目にて明確な差異が把握できたわけではないものの、中小企業がエネマネ事業者を

選定する上での参考となるものと考えられることから、これらの項目に関する実績につい

ても検索軸と用いることが望ましいものと考えられる。 
また、エネマネ事業者の比較にたどり着く以前に、省エネに悩んだ際の相談先として、

エネマネ事業者というものが存在しているということの認知度が低いことが問題とされて

いる点については、資源エネルギー庁のホームページ内にてエネマネ事業者の存在を紹介

することで改善するものと考えられる。 
省エネ取組みに悩んだ事業者が、インターネット上の検索エンジンにて「省エネ」をキ

ーワードに検索を行うと、資源エネルギー庁のホームページが上位に表示される。現状、

エネマネ事業者は省エネ補助金にて定義されている事業者であるため、資源エネルギー庁

ホームページでは情報が乏しいが、ホームページ内で紹介することにより認知度は向上す

るものと考えられる。 
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5 コミッショニングの活用方法の検討 

5.1 調査・検討内容 

コミッショニング（Cx）の市場拡大に向けては、建物オーナー（発注者）がその有効性を

認識することが重要であるが、平成 29 年度委託事業において、業務部門における Cx 事業

関係者（建物オーナー、Cx 事業者）及び貸事務所事業者へヒアリング調査を実施したとこ

ろ、結果は下表の通りであった。 
 

表 36 Cx の有用性を建物オーナーに対して認識させる上での課題 

課題 概要 

①認知度の低さ 
・Cx の作業内容、実施による効果が認知されていない。 
・Cx 事業者が認知されていない。 

②効果の不明瞭さ 

・定量的な効果を評価する上でのベースラインが明確に整理されて

おらず、効果が不明瞭。 
 －Cx の実施有無を実測値で比較することができないが、試算値と

の比較を信用できるのか。 
 －運用を誤り、止まっていた設備を動かして適切な運用となった場

合に、その機器のエネルギー使用量を増エネと見るか。 
 等 
・Cx 事業者による、建物オーナーへの建物の運用ノウハウの蓄積等、

副次的な効果が整理されていない。 

③実施体制構築の

労力 
・関係者全員が Cx に対する理解がある必要があるが、そのような人

材を集めることが困難。 

④（賃貸物件の場

合）オーナーの利点

の少なさ 

・賃貸物件においては、Cx によりエネルギー使用量を削減できたと

しても、その利益を得るのはエネルギー使用量を支払うテナントで

あり、Cx 費用を支払うオーナー自身の利益が少ない。 

 
上表に示す結果について、対応策はそれぞれ以下と考えられる。 

 
－「①認知度の低さ」は広報を行うことによって、比較的容易に解決が可能なものと考えら

れ、必要に応じて関係団体と連携した普及・啓発活動について検討する。 
－「②効果の不明瞭さ」については、Cx 事業者が「Cx のプロセスの価値」を訴求している

ことに対して、建物オーナーとしては、「コスト削減効果」、「建物運営管理ノウハウの蓄
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積」等の効果を求めており、現時点では、意識に相違があるものと考えられる。そのため、

Cx の市場拡大に向けては、建物オーナーの視点から、Cx 事業者によるサービスを評価

し、可能な限り効果を「見える化」する必要があるものと考えられる。 
－「③実施体制構築の労力」については、Cx 事業者の登録制度を構築することで、解決に 

つなげられる可能性がある。 
－「④（賃貸物件の場合）オーナーの利点の少なさ」は課題②と類似し、Cx の効果の測定

方法と関連する。 
 
以上のことから、特に業務部門における Cx の市場拡大に向けて、本事業では下記 2 点に

ついて調査・検討を行い、Cx を拡大していくための障壁となっている事項の把握、解決策

の検討等を行う。 
  
 ・Cx 活用の有効性（効果）の把握・測定方法の検討 
 ・Cx 事業者の登録制度の構築 
 
5.2 Cx 活用の有効性（効果）の把握・測定方法の検討 

5.2.1 実施事例の分析（追跡調査） 
本事業では平成 28年度にエネルギー使用合理化等事業者支援補助金を受給した事業者に

対して、電話及びメールヒアリングを実施した。結果を表 37 に示す。 
 全体として、「当初の省エネ目標を達成できた」という理由から Cx を実施することに一

定の価値を見出している一方で、Cx による追加的な省エネの定量評価はできないとのこと

であった。また、Cx の定量的な評価を行い、効果が保証されないと、Cx によって追加的に

発生する費用について発注者の社内での説明が難しく、普及していかないのではないか、と

の意見であった。 
 

表 37 ヒアリングの結果 
項目 コメント 

Cx の効果に

ついて 

・Cx の成否の判断は難しいが、申請時の省エネ量が得られたという意味

では成功か。 
・一方で、計画段階で想定した省エネができたというだけであり、Cx の

実施による追加的な省エネの定量評価はできない。 
・定性的な価値としては、機器に詳しい Cx 事業者がいることで計画作

業が早く進んだ、機器情報を学ぶことができたということ。 

Cx について 
・Cx の効果が定量化できず、約束されないことは、利用者としても困っ

ている。社内説明時に Cx を発注する説明が難しい。 
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項目 コメント 
・Cx 事業者がのではないか。 
・エネマネなど、他の省エネコンサルも同様だが、頼んでみるまで能力

が分からない上に結果が保証されないというのでは、頼みようがない

というのが正直なところ。 
・結果が出ない場合の責任の所在が明らかでないため、トラブルのもと

であり、かなりこじれることが想定されるので、依頼しようと思わな

いのではないか。 
Cx を実施し

たことによる

エネルギー消

費量の変化 

・Cx による直接的な省エネ効果を評価することは難しいものの、Cx 等

を踏まえた 1 年間の運用により、当初想定以上の省エネ効果を得るこ

とができ、本補助金を活用した甲斐があったと思われる。 

Cx 実施のメ

リット（エネ

ルギー以外も

含む） 

・Cx 事業者の知見及び ESCO 事業者とは異なる目線での評価、省エネ

試算、施工･試運転段階での確認等により、事業を進める上での安心感

が得られ、リスク低下が図れたと思われる。 

 
5.2.2 Cx の有効性（効果）に関する整理 
平成 29 年度委託事業において業務部門における Cx 事業関係者（建物オーナー、Cx 事業

者）へ実施したヒアリング調査の結果によると、Cx の効果として下記の点が挙げられた。 
 
 －ランニングコストの低減（省エネ、CO2 削減） 
 －快適性の向上 
 －コミュニケーションの円滑化（資料の意図や経過を共有する機会が得られた） 
 －設定ミスの調整 
 －法令対応（建築物省エネ法） 
 －先進的な環境取組による外部からの評判の向上 
 －オーナーへの建物運用ノウハウの提供 
 －設計者、施工者が運用結果を把握することによるノウハウの蓄積（社会的な意義） 
 
上記の通り、事業者の間で Cx の実施による効果として、定量的なもの（ランニングコス

トの低減、省エネ等）が挙げられている一方で、エネ合補助金を受給した 2 事業者からは、

実際に Cx によって追加的にもたらされた省エネ効果を定義することは難しく、定量化方法

を定めるのは難しいのではないか、との意見があった。 
 例えば、以下のような考え方・方法で Cx の省エネ効果を定量化する案が考えられるが、

その妥当性を客観的に評価することは難しいと考えられる。 
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表 38 Cx による省エネ効果の定量化方法の例 

フェーズ Cx の内容 定量化方法 

企画～設計 
機器の更新（又は新設）を行う際、 
当初の導入予定機器のサイズダ

ウンを提案し、実現。 

当初の導入予定機器を運転させた際の仮

想的なエネルギー使用量とエネルギー使

用量（実績）の差分によって算定。 

運用 
機器の運転ロジックの検証を行

い、当初案からの変更を提案し、

実現。 

変更前の運転ロジックに従って機器を運

転した場合の仮想的なエネルギー使用量

と実際のエネルギー使用量（実績）の差分

によって算定。 

 
5.3 Cx 事業者の登録制度の構築 

Cx の実施にあたっては、Cx 事業者、施工業者、建物オーナー等の全ての関係者が Cx の

実施に理解がある必要がある。そのためには、全ての関係者が Cx 事業者に信頼感を持てる

必要があり、そのための一つの方策として、業界団体や国などによる Cx 事業者の登録制度

の構築が考えられる。仮に Cx 事業者の登録制度ができた場合、前述の課題「③実施体制構

築の労力」の解決に繋がるものと考えられる。 
Cx 事業者の登録制度の構築にあたっては、「登録要件の検討」が最も大きな課題となり、

以下にて論点等を整理する。 
登録制度における登録要件の考え方については、既に「省エネ補助金」にて登録制度があ

るエネマネ事業者の登録要件が参考になるものと考えられ、エネマネ事業者の登録要件は、

以下の 3 点で構成されている。 
 
 －事業者についての要件 
 －エネルギー管理支援サービスの要件  
 －補助対象となる EMS 機能要件 
 
エネマネ事業者の登録要件は、サービスや EMS の機能という観点で登録要件への合致が

評価可能である一方で、Cx 事業者の登録要件をサービスや能力の明確な基準（定量的な基

準、等）で定めることは難しいと考えられ、要件を満たしているか否かを評価できない可能

性がある。 
Cx 事業者のサービスや能力に関する基準の設定が困難である理由の一つとして、Cx の

定義が明確でないことが挙げられる。Cx の定義については、平成 28 年度委託事業におい

ても検討を行っているものの、特に第三者性の考え方や Cx の実施対象とすべきフェーズの

整理が課題となっている。 
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＜参考：平成 28 年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金における Cx の定義＞ 
 
 
 
 
 
 
 
上記にて Cx の定義が定められた後、続いて、登録制度の事業者認定要件について検討を

行う必要がある。なお、平成 29 年度委託事業において実施した調査では、Cx 事業者の選

定事項を下表の通りに整理しており、これらを反映した認定要件とすることが望ましい。 
一方で、現状では Cx の実施事例があまり多くないことから、下表の事項によって Cx 事

業者を差異化することは難しいと考えられる。Cx 事業者の登録制度を構築していくにあた

っては、実施件数を増加させ、各事例の分析を深めていくことによって、他の選定事項が無

いか、Cx 事業者間の比較に適さない事項が含まれていないか、といった視点で検討を進め

ていくことが必要である。 
 

表 39 Cx 事業者の選定事項 

選定事項 概要 

対象建物用途 
Cx 事業者は高度な専門性を有することから、部門や業種等の解像度では

なく、業態などできるだけ細かく分類することで、適切な Cx 事業者を選

定できる様になる。 

対象フェーズ 
新築と更新など、Cx を依頼する側が自身の状況に合わせて選定できる様

になる。 

対象機器 

エネルギー消費の構成が、特定の機器に偏っている事業所においては、エ

ネルギー消費の機器に特化して Cx 行う可能性がある。一方で、幅広く対

象としたい事業者もいることも考えられるため、全般的に依頼する、特定

の機器のみ依頼するなど、事業者の状況に応じた選定が可能となる。 

実績 
Cx 事業者が高度な専門性を有し、他の関係者から信頼される状況で無い

と Cx がうまく機能しない可能性がある。信頼できる事業者の選定に役立

てることできる。 

 

コミッショニング（性能検証）とは、建築物やその設備について企画から設計、施工、

運用までの各段階において中立的な立場から発注者への助言や必要な確認を行い、引き

渡し時には機能性能試験を実施して設備の適性な運転・保守が可能な状態であることを

検証する等して、発注者の要求（省エネ、コスト削減、快適性等）どおりの品質を実現

するために、設計者や工事請負者以外の第三者が実施する一連の公正な作業をいう。 
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