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I．調査の背景・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令和 12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 30年 7月に策定された「エ

ネルギー基本計画」では、徹底した省エネを実現するため、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、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。 

ベンチマーク制度は、業種ごとにエネルギー消費効率の指標（ベンチマーク指標）を設定

し、中長期的に目指すべき水準（ベンチマーク目標）を定めて達成を求める制度であり、平

成 21 年度に産業部門に導入され、平成 28 年度には業務部門（流通・サービス業）へ拡大

された。以降順次対象業種が拡大され、平成 31年 4月に大学・パチンコホール業・国家公

務が対象となったことにより、産業・業務部門全体の 7 割カバーを達成したところである。 

他方で、平成 30年 4月に対象となった食料品スーパー業・ショッピングセンター業・貸

事務所業については、今年度が報告初年度であり、事業者におけるベンチマーク指標及び運

用状況の把握が必要である。中でも貸事務所業は、既存のベンチマーク目標は暫定値として

設定されているため、実態のより詳細な把握が必要であるほか、省エネポテンシャル推計ツ

ールを用いてベンチマーク指標の算出を行うことから、推計ツールの安定的な運用が必要

である。これらを踏まえ、本事業では以下の 2点について調査を実施した。 

第一に、「貸事務所業のベンチマーク指標の実態調査」である。現在の貸事務所業のベン

チマーク目標は、制度導入時の検討において、実在する複数の事務所ビルの省エネポテンシ

ャル値を元に設定されたが、サンプル数が少なかったため、暫定値として設定されている。

そのため、今年度の定期報告を踏まえ、指標の検証を行うこととされていた。しかしながら、

定期報告書では、事業者単位での報告となるため、ビル毎に計算したベンチマーク指標を加

重平均して算出されたベンチマーク指標が記載されることになり、ビル単位でのベンチマ

ーク指標の状況は把握できない。そのため、本事業では、貸事務所業のベンチマーク報告事

業者等に対して調査を行うことで、貸事務所ビル毎のベンチマーク指標の状況に関する実

態把握を行った。さらに、調査結果を踏まえ、暫定値となっている貸事務所業のベンチマー

ク目標値について検証を行った。 

第二に、「省エネポテンシャル推計ツールの運用改善」である。貸事務所業は、他の業種

と異なり、省エネポテンシャル推計ツールを使用して、ベンチマーク指標である省エネポテ

ンシャル値の算出を行う。ベンチマーク制度が導入されたことにより、多くの事業者が推計

ツールの使用を行う点を踏まえ、推計ツールのさらなる使い勝手改善が必要である。本事業



 

3 

 

は、貸事務所業の報告事業者等に対し、今年度の定期報告における推計ツールの入力内容及

び使い勝手等に関する調査・分析を行い、推計ツールおよびマニュアル類について改善提案

を行った。 
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II．調査内容 

1 貸事務所業のベンチマーク指標の状況に関する実態把握 

1.1 背景 

貸事務所業のベンチマーク制度は、平成 29 年度の工場等判断基準ワーキンググループ

（WG）にて議論が行われ、平成 30 年度より導入された。当時の議論において、制度開始

初年度の報告をもって目標値を見直すこととされていたことから、今年度の工場等判断基

準 WG においてその見直しの議論を行ったものである。まずは貸事務所業ベンチマーク制

度の概要と背景について記述する。 

 

(1) 対象事業 

 日本標準産業分類に掲げる「貸事務所業（細分類番号：6911）」に定める「貸事務所業」

において、主として事務所を比較的長期に賃貸する事業所について貸店舗及び貸倉庫の用

途に供する部分を除いた事業を対象とし、事業者単位でその事業のエネルギー使用量の合

計が 1,500kl以上の場合はベンチマークの報告が必要となる。 

 

(2) ベンチマーク指標の算出方法 

ベンチマーク指標は、省エネポテンシャル推計ツールを用いて算出する。省エネポテンシ

ャル推計ツールは、評価したい建築物の建物及び設備情報、エネルギー消費量の実績値、省

エネ対策の実施状況等を入力することで、現状のエネルギー消費量（実績値）と省エネ対策

を可能な限り実施した場合のエネルギー消費量（推計値）の差から、省エネ余地を算出する

ツールである。この省エネ余地（省エネポテンシャル）は、％で示され、数値が小さいほど、

省エネ対策が進んだ建築物であると解される。 

 

(3) 導入当初（平成 30年度）における目指すべき水準 

 導入当初における目指すべき水準（ベンチマーク目標）は、省エネポテンシャル推計ツー

ルを用いた試算結果を基に設定した。しかし、議論が行われた平成 29年度において試算で

きたサンプル数が 5ビルと少なかったため、上位 20％である 1ビルが達成となる水準であ

る「16.3％」を目指すべき水準として暫定的に設定し、初年度の報告をもって水準を見直す

こととしていた。 
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表 1 導入当初の 5ビルでの試算結果 

 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

1.2 目標値の見直し 

 今年度が本ベンチマーク制度の報告初年度であることを踏まえ、新たに目標値の見直し

を行うため、令和元年 11 月から 12 月にかけて、貸事務所業を行っている事業者を対象と

して「貸事務所業のベンチマーク制度の評価及び作業負荷の改善に向けた調査」を実施した。 

なお、調査票は Appendix 3.1を参照されたい。 

 

表 2 調査の実施概要 

項目 内容 

調査目的 

・貸事務所業のベンチマーク制度の評価及び作業負荷の改善に向けた検討を

行うため、事業者の対応状況や制度運用の実態についての情報収集を目的

に実施。 

・回答内容は上記目的にのみ活用し、定期報告書の内容検証や是正措置等に

は使用しない。 

調査対象 
・2019 年度定期報告における貸事務所業のベンチマーク指標の報告対象事

業者、及び報告対象とした事業所。 

調査票の

構成 

・以下のとおり。 

 （1）表紙：事業者情報について 

 （2）事業者・制度シート：事業者単位の情報やベンチマーク制度全体に対

する意見について 

 （3）個別事業所シート：対象事業所の情報について 

・なお、「（3）個別事業所シート」は、事業者の作業負荷低減の観点から、下

記いずれかの方法による対応を依頼した（3事業所分）。 
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項目 内容 

  －方法 1：省エネポテンシャル値の算出に使用した入力ファイルを提出 

  －方法 2：個別事業所シートへ回答 

・回答対象の事業所を選定する際には、エネルギー使用量が比較的大きな事

業所から小さな事業所までほぼ偏りなく選択するよう、依頼。 

 

実施した結果、令和元年度に貸事務所業として定期報告書を提出した210事業者のうち、

80 事業者（254 事業所）より有効回答が得られた。調査結果の概要は以下のとおりであっ

た。 

 

表 3 調査結果の概要 

 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

 業務部門のベンチマーク制度の議論において目指すべき水準は、事業者単位での集計が

可能な一部の業種を除いて、上位 15％の事業所が達成できる水準としていたため、今回新

たに目標値を定めるにあたっても、上位 15％の事業所が達成できる水準に設定することと

した。 

 上記調査結果を分析した結果、上位 15％の事業所が達成できる水準として「15.0％（38

ビル／254ビル）」となったため、目標値をこの値に見直すことが適当であるとした。 
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図 1 省エネ余地の分布 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

 なお、延床面積と省エネ余地の分布は下図に示すとおりであり、両者に統計的に有意な相

関が見られないことから、建物の規模による有利・不利の影響は明らかではないと考えられ

る。 

 

図 2 省エネ余地と建物規模の相関 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 
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 また、地域別・築年別の達成状況の分布は下図のとおりとなっており、同様に建物の立地

地域や築年数による有利・不利の影響は明らかではないと考えられる。 

 

 

図 3 地域別の達成状況の分布 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

図 4 築年別の達成状況の分布 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

1.3 省エネポテンシャル推計ツールの改善 

 本調査においては、目標値の見直しに加えて、貸事務所業のベンチマーク制度の課題につ

いても調査を行った。調査では事業者から主に以下の意見が得られた。これらの意見・要望
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等を受けて、現状の推計ツールに関する課題の整理及びその解決に向けた改善が必要であ

り、推計ツールの開発を行う（一財）省エネルギーセンターとその内容を共有した。 

 なお、貸事務所業のベンチマーク制度の課題に関する意見の一覧は、Appendix 3.2 の通

りとなっており、優先度の総合評価において「高」と記載している項目について優先的に対

応が必要だと考えられる。その中には、例えば推計ツールのバージョンアップが発生したア

場合には事業者による定期報告書の作成スケジュールを十分に踏まえることや、入力マニ

ュアルにおいて貸事務所業ベンチマーク制度への報告要否の判断が容易になるような説明

を追加することなどが挙げられる。 

 

表 4 ベンチマーク制度の課題に関する事業者からの意見 

 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

表 5 省エネポテンシャル推計ツールに関する事業者からの意見 

 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 
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(1) 推計ツールの概要 

 一般財団法人省エネルギーセンターが開発した、業務用ビルのエネルギー消費目標値算

定ツール（ECTT）をベースに、平成 28～29年度に構築したものである。 

 主な入力項目は、建物の延床面積、外壁、窓等の建物仕様、空調方式、熱源機仕様、営業

時間、エネルギー使用実績及び省エネ対策（運用、投資）等である。計算結果は、省エネポ

テンシャル値、現状と全対策実施後のエネルギー使用量並びに機器別のエネルギー使用量

及び使用割合等が出力される。 

 

 

図 5 推計ツールの概要（入・出力のイメージ） 

（出所：令和元年度工場等判断基準WG資料） 

 

(2) 推計ツールの現状課題 

 事業者調査の結果、推計ツールの課題についての主な意見として、省エネの評価、システ

ム面、入力方法や作業負荷及び運営方法に関する内容のものが得られた。 

これらの意見を整理すると、課題は大きく次の三点である。 

一点目は、「ソフトウエアのエラー」や、「複数回のバージョン更新があった」ということ

であり、これらは、プログラム作成過程において、時間的な制約等で十分な動作検証が不足

していた点によるものである。 

二点目は、ツール本体やマニュアル等においての使いやすさの向上が望まれているとこ

ろであり、そのためには、マニュアルの充実等の改善が必要である。 

三点目は、ポテンシャル値算出の計算過程が不明瞭であり、入力内容と計算結果の関係性

に納得感がないというものである。そのため対象事業者の省エネに活用しづらいという課

題がある。 
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(3) 課題への対応 

令和元年度工場等判断基準 WG の中間とりまとめにおいては、下記のとおりに課題へ対

応していくこととした。 

 まずは、ツール自体の動作検証及び仕様改善を早急に行い、次年度の定期報告に影響が出

ないようにすべきである。特に、仕様改善の具体的な内容については、事業者アンケートに

おける調査・分析結果を踏まえ、優先順をつけて対応すべきである。 

また、マニュアル類の改善については、事業者アンケート結果及び省エネ法執行における

電話相談等で把握している問合せ内容等を踏まえ、よりわかりやすい解説や、事例と一体化

する等の改善を行うべきである。 

加えて、計算結果の説得性については、事業者の省エネをより進めていくためにも、ツー

ルの結果の解釈とその有効活用に向けて、十分な説明及び周知を行っていく必要がある。 

更に、工場等判断基準WGでは、（一社）日本ビルヂング協会連合会から、省エネポテン

シャル推計ツールの使い方等の理解を深めるために、事業者との意見交換会の開催の要望

があった。これに限らず、継続的にベンチマーク対象事業者等の意見を踏まえ、本ツールや

貸事務所業ベンチマーク制度の改善を進めていくべきである。 

 

 推計ツール 

 推計ツールの現状の課題は一部先に述べたが、事業者調査によって得られた意見の一覧

は、Appendix 3.3 の通りであり、同表において優先度の総合評価を「高」としている項目

については、優先的な対応が求められる。 

 特に、推計ツールの改善に当たっては、前述の通り、定期報告においてベンチマーク指標

を報告する際に支障をきたす事象が最大の課題であり、特に「ソフトウエアのエラーによっ

て省エネポテンシャル値の算出が完了しない」という点に最優先で対応すべきである。 

続いて、事業者の入力負荷を低減し、誤入力を削減していくためにユーザーインターフェ

ースについて改善の余地がないか検討する必要がある、具体的には、推計ツールに情報・デ

ータを入力する際に注意事項やエラーチェックの結果（延床面積の合計値の不一致等）をポ

ップアップ等で表示するといった機能を付加することが考えられる。また、推計ツール上の

用語が分かりづらいという意見も聞かれ、例えば「用途の入力における定期報告・定期報告

外という用語が分かりにくい。報告対象、報告対象以外等でも良いのでは」との意見が寄せ

られた。 

その他、省エネポテンシャル値の算出結果に影響を与えうる要素として、設備仕様や建物

用途の選択肢が少ないという点が課題として挙げられた。この点については推計ツール上、

選択肢の増加・詳細化を検討するとともに、次項に記載するマニュアル類の改善を図ること

によって対応する方法がある。また、「判断基準が分かりづらく、複数人で作業した際に共

用部情報で複数階選択の際の各階床面積の入力ミスが散見された」、「窓面積率の算出ミス

が散見されたので、具体方法や目安などを記載頂いたほうがわかりやすいのではないか」と
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いった入力ミスの事例についても事業者より回答があった。 

 なお、2019 年度定期報告にあたって推計ツールのバージョン更新が複数回行われた点に

ついても事業者から改善要望があり、今後バージョンアップの必要が生じた際には、事業者

側の定期報告に向けた作業スケジュールを十分考慮して進める必要がある。 

 

 マニュアル類 

 事業者調査で得られたマニュアル類に対する意見の一覧は、Appendix 3.3 の通りだが、

特に省エネポテンシャル値の算出結果に影響を与えうる点については優先的に改善に向け

た対応が必要である。 

 事業者調査において、省エネポテンシャル推計ツール入力マニュアルに対しては「使用さ

れている用語が分かりづらい、専門的すぎる」、また「ボイラ、冷温水器など熱源を伴った

空調機の入力が分かりづらい」、「選択肢にない機器を利用している場合の入力方法が分か

らない」といった用語や入力方法に関する説明が不十分であるとの意見が多く聞かれた。こ

れらの点に対しては、用語説明や入力方法の具体事例の充実化等を図っていく必要がある。 

一方、省エネ対策実施状況入力ガイドラインに対しては、「省エネ対策の実施有無・割合

を入力する際の判断基準が曖昧で分かりづらい」、「入力者の主観によりばらつくのでは」と

いった声がとりわけ多く聞かれた。省エネ対策の実施状況は省エネポテンシャル値を算出

するにあたって特に重要な入力内容であるため、入力者によって判断がばらつくことのな

いよう、可能な限り詳細に判断基準を定義していくことが求められる。例えば、LED 照明

の導入率等、省エネ対策の実施割合の算出が必要なものについては、「分母」の考え方をあ

らかじめ定めておくといった対応が考えられる。 

但し、事業者によって情報の管理方法が異なる可能性があることも踏まえ、ただ一つに規

定するのではなく、複数のオプションを認める必要がある点にも留意が必要である（例えば、

LED 照明の導入率を算出する際、「分母」を照明器具の台数とするか、LED 照明を導入し

ている室の床面積とするか、等）。 

 

 事業者との意見交換会の開催 

 令和元年度工場等判断基準 WG の中間とりまとめを受けて、下記の通りに事業者との意

見交換会を開催した。当日資料は、Appendix 3.4を参照されたい。 
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表 6 事業者意見交換会 開催概要 

日  時 令和 2年 2月 26日（水） 10:00 ～ 11:45 

場  所 霞が関ビル 17階 （一社）不動産協会 会議室 

出 席 者 

・（一社）日本ビルヂング協会連合会 

・（一社）不動産協会 

・貸事務所業 事業者（10社 12名） 

・経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 

・（一財）省エネルギーセンター  

・みずほ情報総研 

議  題 

１．ベンチマーク制度並びに初年度報告結果について 

２．省エネポテンシャル推計ツールについて 

３．同上、現状の課題と対応について 
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2 貸事務所業ベンチマーク制度の見直しに関する検討 

事業者調査においてはベンチマーク指標の見直しについても事業者からコメントがあり、

例えば、「築年数によって省エネポテンシャル値が悪くなる傾向があるのではないか」、また、

「他業種と比較してベンチマーク指標の算出に要する作業負荷が大きいのではないか」、と

いったコメントがあった。 

貸事務所業のエネルギー使用について評価を行う際には、入居テナントの活動による影

響等の多様な要素を考慮する必要があることから、他業種と異なり省エネポテンシャル推

計ツールによるベンチマーク指標を導入しているが、他方でビルの用途や所有形態、導入設

備の違い等による、評価の有利・不利が生じていないかについては確認を行い、結果に応じ

てベンチマーク制度の見直しを検討する必要がある。 

貸事務所業ベンチマーク制度における公平な評価を目的に、見直しの方向性として「案

①：ビルの特徴にあわせた指標の細分化」や「案②：特殊なビルの除外措置の導入」といっ

た案が考えられる。 

  

表 7 ベンチマーク制度のその他の見直し方法 

方向性 内容 

案①： 

ビルの特徴にあわせた指標の

細分化 

公平な評価を目的に、規模や所有形態、用途等の観点で

指標を細分化 

案②： 

特殊なビルの除外措置の導入 

公平な評価が難しいため、対象外にすべきビルを検討・

特定し、制度の対象から除外（特殊な構造・形状、用途を

持つ、等） 

 

上記を踏まえ、以下では事業者調査の結果を元にした検討内容を整理して記載する。 

 

2.1 事業者調査における個別事業所シートの集計結果 

 前項にて整理した工場 WG における目指すべき水準の審議に向けては、事業者調査にお

ける「制度・事業者」シートの集計を実施した。 

本項では、「個別事業所」シート（79ビル）及び提出されたツール入力ファイル（101ビ

ル）の合計 180ビル分の集計結果を整理して記載する。 

下記では、単一・複合用途別、所有形態別の省エネ余地平均値について整理を行った。 
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表 8 単一・複合用途別 省エネ余地平均値 

 

 

表 9 所有形態別 省エネ余地平均値 

 

 

 また、太陽光発電、コージェネレーションシステムの導入状況別の省エネ余地についても

整理を行った。 

 

表 10  太陽光発電の導入有無別 省エネ余地平均値 

 

 

表 11 コージェネレーションシステムの導入有無別 省エネ余地平均値 

 

 

 また、竣工年と省エネ余地の相関についても整理したが、両者の間に強い相関は見られな

かった。 
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図 6 竣工年と省エネ余地の相関 

 

2.2 検討結果 

 案①：ビルの特徴にあわせた指標の細分化 

 ビルの所有形態や用途の観点で整理を行ったが、いずれの場合についても特定の分類に

有利・不利な状況が発生している傾向は見られない。また、前述の通りに建物規模（延床面

積）と省エネ余地の間にも相関が見られないことから、指標の細分化が必要とは考えられな

い。 

 

 案②：特殊なビルの除外措置の導入 

 事業者調査の個別事業所シートでは、「貸事務所のエネルギー使用に影響を及ぼしうる

ビルの特徴」について事業者から意見を求めたが、24時間稼働テナントやデータセンター

の取扱いについては、現行の推計ツールにて対応済みであり、特に貸事務所ベンチマーク

制度の対象から除外すべき特殊な用途等の情報は得られなかった。 

 また、太陽光発電やコジェネ設備の導入有無についても特定の傾向は見られなかった。 
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3 Appendix 

3.1 貸事務所業のベンチマーク制度の評価及び作業負荷の改善に向けた調査 

調査票 
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3.2 貸事務所業のベンチマーク制度の課題に関する意見一覧 

 

コスト
必要

性

総合

評価

運用

・貸しビル業のベンチマーク報告に関しては１年前から告知がされていたこともあり、2018年5月頃から準備を

はじめて、2018年度のエネルギー使用量が明らかになる2019年４月にはほぼ推計を終えていた。その一方

で、ツールのレビジョンアップをはじめとした事業者側があらたに対応を要する事項、情報の発信等が年度が変

わってから五月雨式に行われた。常識的に考えて、これだけの負荷の作業を通常業務を遂行しながら１～２

か月で精度高く行うことはほとんど無理か、ほぼ専属任務にするなど特別な対応をしないとできないと思われる。

年度が明けてから定期報告書提出までの短い期間内にツールのレビジョンアップが行われるという事態は異常だ

と思う。実務担当者側にとっての本推計業務の負荷及びこれを見越したスケージュール感と、対応を要求する

行政側の認識にかなりのギャップがあるのを感じ、今後の制度運用に不安を覚える。

・2019年度の定期報告においては、推計ツールのバージョンアップを複数回にわたって発生させてしまい、誠に

申し訳ありませんでした。来年度の定期報告に向けては、推計ツール開発元である省エネルギーセンターにおい

て、改めて推計ツールの動作検証を実施させて頂き、今後できる限り事業者様にご負担をお掛けすることのな

いよう進めて参ります。

小 大 高

運用

・所有している施設がベンチマークに該当するのか，するのであればどのベンチマークに該当しているのか判断す

るのが難しい。

　対象となる条件は提示されているが，報告要否の判断が難しいので，”●●施設は□□業に当てはまりま

す。”などと示していただけると助かる。

・ベンチマーク制度をより理解しやすくするように、入力マニュアルの更新等を進めて参ります。 小 大 高

運用

・省エネポテンシャル値を算定に当たる作業も、事業者で行うことは大変な負担になる。これまでも、その点に対

して簡易化を進めていただいているが、入力データがそろっていることが前提のシミュレーションであり、実際は建

築的な知識のないものが、資料をそろえること自体も難しい現状を理解いただきたい。ベンチマーク制度自体を

やめられないのであれば、せめて新築の建物から適用すべきなのではないか。昨今建築物省エネ法も始まって

おり、確認申請時に省エネ計算が必要であり、それと連動して、ベンチマーク（省エネポテンシャル）が出せる

仕組みを作っていただけたらと思う。本来、省エネとは無関係の時代に建築されたビルは、新築時での計算結

果は不利なはず。一律で評価されることは不適切である。事務所の割合が低いビルは、ベンチマーク制度から

除外してはどうか。

・エネルギー原単位年１％削減の努力義務での評価は、そのうち行き詰まりをむかえるので、それを補うために

省エネが進んでいるビルを免除するためにベンチマーク制度を設けたように感じるが、そもそものエネルギー原単

位年１％削減の努力義務のあり方を見直す方向で検討頂きたい。

・ベンチマーク制度のために報告作業に手間をかけてやっても、省エネには繋がらないのではないか。

・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。

・制度の対象範囲については、いただいたご意見を元に検討をさせていただきます。

・建築物省エネ法は「設計時の省エネ」、貸事務所業におけるベンチマーク制度は「運用・改修時の省エネ」が

評価目的となっており、個別の制度となっております。エネルギー使用量を含めた評価のご要望に関しては、今

後検討を進めて参ります。

・貸事務所業におけるベンチマーク制度が、単なる報告目的ではなく、次なる省エネ対策の検討にも資するも

のとなるよう、推計ツールおよびマニュアルの更新等を進めて参ります。

中 中 中

運用

・来年度は約40棟が報告対象となり、報告に際し多くのコストと時間を要するため、制度見直しの検討をお願

いしたい。また、定期報告に向けて前年度中から対応を行っているため、制度は遅くとも報告年度の前年度始

までに確定いただきたい。

・来年度は、当該事業の総賃借可能⾯積の過半数にあたる事業所のご報告をお願い致します（全事務所

ビルをご報告頂く必要はございません）。初年度の報告に限り、経過措置として、報告対象ビル数の上限を

「15ビル」としておりましたが、一度入力した貸事務所ビルの情報（計算ケース）は2年目以降も活用できま

す。お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

中 中 中

運用
・推計ツールを１事業場入力するのに現地調査を除き延べ５日は必要なので、負担軽減策を講ずるべきであ

る。（例：定期報告書とは別の時期に報告時期をずらすなど）
・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。 中 中 中

運用 ・1事業所当たりの入力負荷が大きいため、対象事業所の要件は拡大しないで欲しい。

・来年度は、当該事業の総賃借可能⾯積の過半数にあたる事業所のご報告をお願い致します（全事務所

ビルをご報告頂く必要はございません）。初年度の報告に限り、経過措置として、報告対象ビル数の上限を

「15ビル」としておりましたが、一度入力した貸事務所ビルの情報（計算ケース）は2年目以降も活用できま

す。お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

中 中 中

運用

・全般として、項目が多く、内容も詳細となっており、入力負荷が大きいと感じております。今回、「総賃借可能

⾯積の過半数を占めるにいたった事業所までを報告対象」となることで、算定対象が2事業所だけですみました

が、これ以上に入力負荷が増えると対応難しくなると思われます。

・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。 中 中 中

運用

・当社は中小企業であり、大規模設備が無く、質問等に対し該当項目が少なく、なおいっそうわかりにくさを助

長した。

・当社はビル所有会社であり、設備投資⾯の対応は可能であるが、運用⾯での改善については、管理会社や

専門会社等を利用すべきと感じた。

・特定事業者になって2年目での当対応含む省エネに対応することは、非常に厳しいと感じた。

・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。 小 小 低

指標

・ベンチマーク制度対応の負担が大きい。省エネ策に協力するため、制度対応に費用が発生している。その費

用は誰が負担すべきなのか。あるいはもっと作成負担が少なくて省エネ策に協力できるスキームを検討された

し。

・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。

・貸事務所業は他業種と異なり、入居テナントの影響の排除等について考慮が必要と考えられることから、原

単位や重回帰式ではなく、推計ツールによるベンチマーク指標としておりますが、今後も制度の改正や推計ツー

ルの改良等を検討して参ります。

小 小 低

指標

・ポテンシャルツールは公平性が保てていないものと思われるため、『目標とすべき水準』の見直しが必要。

他業種同様に貸事務所業においても、原単位【kg-CO2/㎡・年】などを『目標とすべき水準』とする方が公平

に評価されると思われる。

算出案としては、貸事務所業の原単位の算出には一定の条件にて算出を行い、データセンターや店舗のエネ

ルギー使用量は除き、貸事務所のみのエネルギー使用量を対象とすることで公平性が生まれ納得感のある基

準値となると思われる。（ショッピングセンター業の場合はオープンモールは除くこととなっているため、データセン

ターや店舗の使用量を除くことは問題ないと思われる）

・貸事務所業は他業種と異なり、入居テナントの影響の排除等について考慮が必要と考えられることから、原

単位や重回帰式ではなく、推計ツールによるベンチマーク指標としております。

・複合用途ビルにおける評価範囲は「貸事務所部分＋共用部」としており、貸事務所以外のテナント（データ

センター、店舗）は評価対象外としております。評価対象範囲をより理解しやすくするように、入力マニュアルの

更新等を進めて参ります。

大 中 中

指標

・ベンチマーク算出までのプロセスが他業種（例：ホテル業、ＳＣ業）と比べ異様に煩雑である。制度設計に

無理があると思うのでドラスティックな制度の簡素化が望まれる。このままではベンチマーク改善ではなく推計ツー

ルをもれなくインプットすることが目的になってしまうと感じる。

・推計ツールに入力すべき内容が専門的で建築や設備機器の知見がなければ正確に入力できないものが大

半であり、しかも作業量が膨大。果たしてどれだけの事業者が正確にインプットできているのか甚だ疑問。

・事業者単位の規制であるがゆえに建築や設備機器の知見のない一般管理部門が定期報告書を作成して

いる実情を考慮してほしい。今回はやむなく社外の専門家に外注して事なきを得たが、追加コストの発生や受

託側の人材難の懸念もあり継続的な運用は難しいので、専門的知見のない素人でも無理なく算出できるシ

ンプルな制度が望まれる。

・貸事務所業は他業種と異なり、入居テナントの影響の排除等について考慮が必要と考えられることから、原

単位や重回帰式ではなく、推計ツールによるベンチマーク指標としております。

・事業者様の入力作業に係る負荷低減に向けては、引き続き検討を進めて参ります。

大 中 中

指標

・築年数が古く、建替えを検討しているビルに関しては、新築(築浅)物件に比べるとポテンシャル値の値が悪く

なる傾向がある。

しかし、貸事務所業(賃借可能⾯積)の大きい新築物件が竣工した場合、ベンチマーク報告範囲が賃借可能

⾯積が大きい事業所から報告対象となっているため、事業者としてのポテンシャル値が著しく改善される点が気

になる。

・事務所ビルの築年数によって省エネポテンシャルの評価に不公平は生じていないものと認識しておりますが、引

き続き検証を進めて参ります。
小 小 低

水準

・当社の保有ビルは、経年ビルが多いため省エネ手法の適用余地が相当残っています。その意味では当社のビ

ル毎の省エネポテンシャル値は、妥当感があります。そこで、各ビル各省エネ手法をどれだけ採用すれば、目標

値（16.3％）に達するのか、投入コストシミレーションを実施しました。結果は、相当な金額になり、中長期

的な観点からの予算組みが必要と判明しました。クリアすべき目標値（16.3％）が低すぎれば、目標に値し

ない、とは理解しています。しかしながら「5年平均削減率1％」という目標よりも非常に厳しい目標である、とい

うのが実感です。

・目指すべき水準については、事業者様のアンケートに対する回答結果を踏まえて上位1～2割の事業者様が

達成できる水準として設定することとしております。

・省エネ対策を検討いただく際の参考として頂けるように、各省エネ対策の効果がわかりやすいよう、ツールおよ

びマニュアルの改良等を検討します。

小 小 低

水準
・ベンチマークの目指すべき標準（16.3%）について、非常に厳しい目標設定になっていると思われます。初

年度の報告をもって見直しを図られると思いますが、実現可能な目標設定でご検討頂ければと思います。

・目指すべき水準については、事業者様のアンケートに対する回答結果を踏まえて上位1～2割の事業者様が

達成できる水準として設定することとしております。
小 小 低

水準

・貸事務所業においては運用⾯での省エネには限界があり、省エネ対策には設備投資が不可欠である。

・また、設備投資を行ってもテナントからの収入増には直結せず、ビルオーナーには過大な資金負担のみが課せ

られるのが現状である。特に当社のような中小ビルオーナーに関しては大きな負担となっている。現状のベンチ

マーク制度の対象基準値の引き上げを検討願いたい。

・業務サービス部門においては、事務所部分で消費するエネルギーの割合が多く、エネルギー管理権原がある

オーナー様の省エネルギー化の取組みが不可欠ですので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

・目指すべき水準については、事業者様のアンケートに対する回答結果を踏まえて上位1～2割の事業者様が

達成できる水準として設定することとしております。

小 小 低

水準 ・ベンチマーク指標として、16.3％以下という水準はほぼ達成不可のため、水準の見直しをお願いしたい。
・目指すべき水準については、事業者様のアンケートに対する回答結果を踏まえて上位1～2割の事業者様が

達成できる水準として設定することとしております。
小 小 低

対策
・現バージョンでは総合結果としてのポテンシャル値が示されますが、【入力画⾯】に記載された各項目について

個別に数値が示されると、改善すべき項目の目安となりますので改善をお願いします。

・省エネ対策を検討いただく際の参考として頂けるように、各省エネ対策の効果がわかりやすいよう、ツールおよ

びマニュアルの改良等を検討します。
大 大 中

対策

設備の腕（管理運営努力）を反映していただける部分がないと感じる。

・設備は古くても整備がしっかりしていれば、機器の耐用年数まで使用できるにもかかわらず、現在のベンチマー

ク制度にあてはめるなら前倒しで最新の機器（ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸに反映される機器）に更新していかなければならな

い。

・デマンド管理に労力を割いても省エネポテンシャル値に反映されない。

・評価対象となる省エネ対策（50項目）は、設定値を変える等の運用上の対策と設備投資が必要な対策

の観点から省エネルギーセンターの省エネチューニングガイドブック等を元に選定されておりますが、更新の必要性

については、今後も検討して参ります。(デマンド管理は、ピーク電力の抑制の手段であるため、省エネ対策には

含まれておりません）

中 中 中

その他
・ツール使用中、不明点・疑問などを「資源エネルギー庁」へ問い合わせを行ったが、まともに回答出来る人がい

なかった。専門の対応部署があれば良いと思った。

・対応に不備があり申し訳ございませんでした。定期報告に関するヘルプデスクを本年度より前倒して開設する

ように致しますので、ご不明の点はお問い合わせください。
中 大 高

その他

・このベンチマークや省エネポテンシャル推計ツールについてのアンケートの時期を、実際に使用した後の7～8月

頃が良いと思う。

約半年経過した現在、細かい気付きの部分は容易に思い出せない。

・次回アンケートを実施する際には参考にさせていただきます。 小 小 低

その他
・今回のアンケートのような郵便物は管理統括者宛ではなく定期報告書作成担当者宛に送付してほしい。

（郵便物が社内で迷子になり対応が遅れるため）
・次回アンケートを実施する際の参考とさせていただきます。 小 小 低

その他
・今後もこの「省エネポテンシャル推計ツール」を使用していくのならば、事業者任せにせず、ツール入力研修会

などを開催し支援すべきである。

・推計ツールについて、一層ご理解いただくために、事業者様との意見交換会開催の他、推計ツールの改善お

よび入力マニュアルの更新等を進めて参ります。
中 大 高

分類
④その他（ベンチマーク制度全般等についてのご意見や上記に記載できなかった点があれば本欄にご入力

ください。）
回答

優先度
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3.3 省エネポテンシャル推計ツールの課題に関する意見一覧 
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3.4 事業者意見交換会における説明資料 
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