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令和元年度エネルギー需給高度化対策に関する調査事業 

（貸事務所業ベンチマーク制度における省エネポテンシャル推計ツールの運用の 

在り方等に関する調査） 

 

調査報告書 

 

1.調査の目的 

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られた。 

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。中でも貸事務所業については、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（以下、「推計ツール」という。）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。 そのため、 

令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業（業務部門ベンチマー

ク制度の執行状況に関する調査）では、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、

推計ツール及びマニュアル類について改善提案を行うこととしている。 

本調査事業では、貸事務所業の報告事業者から寄せられた推計ツールの入力や使い

勝手等に関する意見・要望等を踏まえ、推計ツールプログラムを改善し、入力マニュ

アル等についても改訂することで、報告事業者の推計ツールに対する理解を深めると

ともに、データ入力業務における負荷軽減を目的とする。 
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2.推計ツールの概要と課題 

 貸事務所業のベンチマーク指標については、推計ツールを用いて、建物や設備の仕

様・稼働状況、エネルギー消費量、省エネ対策の実施状況等を入力すると、「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）」との差から「省エネ余地（省エネポテンシャル）」が算出される。こ

の省エネ余地は、「％」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

と評価する。 

 

2.1 推計ツールの概要 

推計ツールは、当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、2016～2017年度で構築したものである。ベンチマーク計算

に対応するために、入力に要する工数の削減（デフォルト入力等）、複合用途ビル、区

分所有ビルへの対応などの改修を行った。 

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及び

機器別のエネルギー使用量、使用割合等が出力される。 

また、ツールの動作は、Windowsパソコンのローカル環境で使用する。 
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2.2 推計ツールの現状課題 

業務部門ベンチマーク制度の執行状況に関する調査による事業者アンケートの結

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（表 2-1参照）。 

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。 

 本調査事業では、上記の課題認識に基づき、具体的な対応策を検討・実施した。 

 

表 2-1 推計ツールを使用した事業者からの主な意見 

 

 推計ツールの概要と現在の課題及び対応の方向性については、第 3 回工場等判断基

準ワーキンググループ（令和 2 年 1 月 15 日）にて、当センターより説明し、意見交

換がなされた。 

 

  

分類 主な意見

入力内容と評価結果の関係性が分からない

• 熱源更新等、省エネ効果が大きそうな対策が評価されず納得感がない

• ソフトウェアのエラーやパソコンの処理能力の超過によりソフトウェアが止
まった

• 建物構造や設備仕様によっては入力できないことがある

• クラウド上で動作しないため、複数人で手分けして作業ができない

• 専門的な入力項目が多く、自力での入力が難しい

• 設備仕様の選択肢が限られており、該当する設備がない

• 情報収集や入力に時間を要した

• 4月のリリースから7月の報告までの間に複数回のバージョン更新があり、対
応が追い付かなかった

• 附属資料や問合せ窓口で確認を行っても疑問が解決しないことがあった

• 入力方法の説明会を開催して欲しい

評価

システム面

入力方法・負荷

運営方法
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3.調査の概要 

3.1 調査概要 

本調査事業では、上記目的を踏まえ、以下の２点を実施した。 

第一に、「推計ツールの動作検証及び仕様改善」である。 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を使用する点を踏まえ、推計ツールの

さらなる安定稼働が必要である。本事業では、推計ツールの仕様書等を整備し、プロ

グラムの動作検証を実施した（デバッグ）。併せて、令和元年度エネルギー需給構造高

度化対策に関する調査等事業（業務部門ベンチマーク制度の執行状況に関する調査）

における調査・分析結果等を踏まえ、推計ツールの仕様改善を行うことにより、使い

やすさの向上を図った。 

第二に、「推計ツールのマニュアル類の改善」である。令和元年度エネルギー需給構

造高度化対策に関する調査等事業（業務部門ベンチマーク制度の執行状況に関する調

査）における 調査・分析結果等を踏まえ、推計ツールに係るマニュアル類の改善を行

うことによりわかりやすさ向上を図った。 

 

3.2 調査体制・役割分担 

 「推計ツールの仕様書等の整備」、「プログラムの修正・改善」及び「推計ツール動

作検証」の実施にあたっては、貸事務所業のベンチマーク制度及び推計ツールの設計・

開発段階から従事していた事業者関連のシステム開発会社等に外注することで、業務

品質の維持、業務効率化及び低コスト化を図った。 

 特に、短期間での調査事業であることを考慮し、プログラム改修等を行う事業者の

公募にあたっては企画提案型とした。その結果として、システム設計書等の整備状況

について情報共有化が行える体制を取り、作業を行った。 

 調査体制と役割分担は、以下の通り。 

 

 

表 3-1 3事業者の役割分担 

事業者名 業務の役割分担 

一般財団法人 

省エネルギーセ

ンター 

 事業を総括し、事業全体の計画策定、業務進捗を管理する。 

 外注事業者を選定し、委託業務の品質を確保する。 

 有識者の意見等を反映させた動作検証シナリオの策定 

 事業者・業界団体等のニーズを踏まえ、プログラム改善の仕様を策

定するとともに、入力マニュアル・ガイドライン等を改訂する。 

みずほ情報総研株式会社

日本海隆株式会社

一般財団法人 省エネルギーセンター
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4.調査結果 

4.1 推計ツールの動作検証及び仕様改善 

4.1.1 システム設計書等の整備 

現行の推計ツール（２０１９年７月時点Ｖｅｒ１．０２）に対して、第三者が推計

ツールの構成及び動作を確実に理解できるよう、システム設計書等を整備した。 

 整備した６文書の関係性は、以下の通り。 

 

図 4-1 整備した文書類の関係性（イメージ） 

＊「ＥＳＵＭ」とは、推計ツールに組み込まれているエネルギー使用量をシミュレ

ーションする計算エンジンである。 

 

（１）プログラムリスト一覧 

   プログラムリスト一覧には、推計ツールに含まれるオブジェクト（フォーム、

プログラムソースファイル、エクセルシート等）の一覧を記載した。 

   推計ツールは、49プログラムで構成されている。 

 

表 4-1推計ツールのプログラム構成 

 

 

マクロファイル名 種類 プログラム数

Microsoft Excel Objects 5

フォーム 10

標準モジュール 8

Microsoft Excel Objects 25

標準モジュール 1

プログラム合計 49

付録（添付シート・一覧表） 3

省エネポテンシャル推計ツール.xlsm

EPST.xlsm
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（２）プログラム仕様書 

プログラム仕様書には、各オブジェクト（フォーム、ソース等）に設定された

ソースコードの動作を詳細に記載した。 

各シートは、オブジェクト単位で作成した。 

図 4-2 プログラム仕様書の例（メニュー画面） 

 

（３）システム設計書 

システム設計書には、「推計ツールが各シート、外部ファイルに保持する各種 

固定値」及び「入力値からＥＳＵＭ計算モジュールに渡される全パラメータの設

定仕様」を記載した。 

   各シートは、「固定値分類単位」及び「パラメータファイル単位」で作成した。 

 

表 4-2 システム設計書の項目数 

 

1.初期化

1.1.マウスの右キーのメニューを下記のように設定にする。

メニュー名： シート表示設定

アクション： 共通メソッド(Disp_Jouken)を呼び出す

2.イベント

2.1.「計算ケース編集」ボタンを押下する場合、

・共通メソッド(計算ケース編集)を呼び出して、「F_計算ケース」画面を表示する。

2.2.「計算ケース新規作成」ボタンを押下する場合、

・共通メソッド(新規計算ケース)を呼び出して、「F_新規計算書」を表示する。

2.3.「終了>」ボタンを押下する場合、

・共通メソッド(End_Job)を呼び出して、本ツールを終了する。

-省エネポテンシャル推計ツール -

VBA

メニュー

処理概念図 処理概要

-

言語 更新者 更新日
プログラム仕様書

システム名 サブシステムID／サブシステム名 プログラムID／プログラム名 作成者 作成日

- -

種類 項目（シート）数 項目例

計算用データ 9 ガラス仕様、熱源機仕様 等

ESUM計算シート 21 建築情報、室情報 等

その他 2 熱源・空調デフォルト値計算用データ 等
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4.1.3 改善箇所・原因の特定 

事業者の推計ツール計算シートの入力結果を調査・分析する等により、改善箇所を

特定した。 

事業者より 2019 年 3 月以降、推計ツールの入力に関する要望や不具合等の解明の

ため依頼・提供された実際の計算シート 18 事例について、推計ツールに再度データ

インポート・計算実行する際にシステム開発者モード等を活用して、事業者入力時の

要望事項や不具合等の原因を調査・分析した。そのうえで、本調査事業でプログラム

修正を要する事例については、改善箇所・原因を特定し、修正方法を策定した。 

 この調査・分析によりプログラム修正を要する事例は、以下の 3 事例が確認され、

対応策を策定した。 

 なお、本調査事業でプログラム修正を要しなかった 15 事例については、昨年 7 月

の定期報告前に原因を特定し、暫定改修しており、本事業ではそれらの正常動作を確

認した。 

 

表 4-4 プログラム修正を要する改善箇所 

 

 

4.1.4 プログラムの改修 

仕様書類の整備時に発見した障害箇所及び計算シート入力・分析により特定された

改善箇所の合計項目 24件（「4.1.2 障害箇所の取りまとめ」及び「4.1.3 改善箇所

の特定」を参照）については、令和元年 12 月中旬から令和 2 年 2 月上旬までの期間

でプログラム改修・動作確認を実施した。 

プログラム改修後、プログラムソースコードを 1行単位で解析し、各項目について

モジュール単位の動作検証を行い、正常動作することを確認した。 

 

4.1.5 推計ツールの仕様改善 

業務部門ベンチマーク制度の執行状況に関する調査等で収集した事業者の意見・

要望を踏まえ、調査期間も考慮しつつ、今年度プログラム改善で対応可能であり、

優先順位の高いものについて、推計ツールの仕様改善を実施した。 

NO 事業者の入力による計算シートの事象 原因 対応策

1
出力された「現状」のエネルギー使用量
が、入力したエネルギー使用実績値の約2
倍になった。

エネルギー使用実績値の月の値が０の場合
に、シミュレーション値を実績値とみなし
て計算される。

実績値が０の場合は、補正係数を０とする
ようプログラム修正した。

2

「熱源機器」にボイラを選択して計算す
ると、ボイラは暖房用のみに使用してい
るが、「吸収式冷凍機用のボイラ・地冷
（蒸気）は処理対象負荷に「冷房」を含
むものとして下さい。」というエラーが
出る。

現状は中央熱源設備に蒸気吸収式冷凍機が
設定されている場合、ボイラを1行目に入力
するとエラー表示が出る。

ボイラを1行目に入力しても計算実行するよ
うにプログラム修正した。

3
「事務所外詳細1行 事務室の床面積を入
れて下さい。」のエラーが出る。

用途「その他」の飲食店/社員食堂の床面積
を「その他」の総床面積に同じ値を入力す
ると、事務所面積が０となり、計算実行時
にエラーとなる。

入力時に、「(床面積 － 飲食店/社員食堂)
÷階数＜1㎡の場合は確認メッセージを出
力」するようにプログラム修正した。
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体の動作検証を実施した。 

ただし、前提事項として、「4.1.4 プログラムの改修」で述べた通り、本年 2月上

旬までに個々の処理ロジックについての正常動作の確認は完了していたため、本項の

動作検証では行単位のプログラム解析では発見困難な処理間の連携確認に重点をお

いた試験を実施した。 

 

（１）動作検証シナリオの作成 

本調査事業の動作検証範囲については、計算エンジンであるＥＳＵＭは対象外

とし、貸事務所業ベンチマーク指標（省エネポテンシャル値）を算出するために

推計ツールとして新たにプログラム開発した部分を対象とした。 

推計ツールの新規開発部分については、以下の３要素で構成されている。 

〇入力画面の「ユーザーインターフェイス」 

〇入力データを計算エンジン（ＥＳＵＭ）に適切なデータに加工し、適切な場所 

にセットする「パラメータ出力値」 

〇計算エンジンの出力値を適切に表示する「ポテンシャル値表示」 

したがって、上記の３段階で動作検証シナリオを作成し、実施することで、プ

ログラムの正常動作を網羅的に検証できると考えた。 

図 4-5 推計ツールのシステム構成と検証範囲の概要 

 

（２）動作検証の実施方法 

①ユーザーインターフェイス検証 

ａ．入力値エラーチェック 

画面からの入力に際し、値チェック及び誤入力時のエラーメッセージ表示 

が適切に行われている事を確認する。 

［確認観点］ 

ｏ単項目チェック：入力値型（文字、整数、小数等） 

ｏ各種エラーメッセージチェック：中継シートインポート時チェックに準拠 

 

ｂ．相関チェック 

推計ツールでは全体情報入力後にその詳細情報を入力する形態を採用し 

ているため、前画面にて入力された情報が正確に次画面へ引き継がれるこ 

とが重要となる。 
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本検証ではその連携が正しく処理されていることの確認を行った。 

表 4-6 画面連携の例 

・建物情報 

事務所（共用部） → 事務所詳細（共用部） 

 事務所（ﾃﾅﾝﾄ部） → 事務所詳細（ﾃﾅﾝﾄ部） 

 事務所外詳細 

・省エネ対策 

 全体 → 共用部 → テナント部 → 事務所外 

 

②ＥＳＵＭ計算用パラメータ出力値検証 

推計ツールの主たる役割は、画面から入力された情報を１室単位、設備別に

展開し、内部に保持する各種設定値を組み合わせ、１時間単位にエネルギー計

算を担うＥＳＵＭモジュールに渡す膨大なパラメータ情報を生成することにあ

る。 

ＥＳＵＭモジュールへ渡されるパラメータ数は 1,000 を超えており、その

個々の値確認は開発初期時に実施されたのみであり、現在までにリリース後か

ら度重なる修正を経ているため、本調査事業による個々のパラメータ値の正確

性検証が必要と判断した。 

実際の検証作業としては、画面から入力された部門情報等から適切なパラメ

ータ生成が行われていることを、個々に手計算で得た値と比較し、確認する。 

例えば、ガラス、床面積、外壁、空調等の各入力項目に対して、部門の室を

ペリメータ、インテリアに区分する時の床面積条件を考慮したうえで、部門入

力パターンを作成し、出力されたＥＳＵＭ計算用パラメータ値の正確性を確認

する。 

具体的な検証手法としては、代表的入力パターン４０を設定し、それぞれの

パターンで生成されるべきパラメータを手計算にて算出して、実行結果と比較

し同一であることを確認することでＥＳＵＭ計算モジュールへ本来渡されるべ

き値であることを検証した。 

 

表 4-7  ＥＳＵＭ計算用パラメータ出力値検証テストの設定パターン 

区分 設定パターン 

部門 テナント×社員食堂 

面積 20ｍ2×30ｍ2 

外壁 有り（北×南）×無し 

空調 中央×個別×無し 

ぺリメータ 空調機×ビルマルチ×空冷 PAC×無し 

インテリア 空調機×ファンコイル×ガスマルチ×水冷 PAC 

ガラス 高性能反射ｶﾞﾗｽ 6mm×複層ｶﾞﾗｽ透明 6mm 
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③ＥＳＵＭ計算後のポテンシャル値計算 

ＥＳＵＭ計算後、各室のエネルギー値の集計、ポテンシャル値の算出が正し

く行われていることを確認し、出力されたポテンシャル値の正当性を担保した。 

すなわち、②と同様に、ＥＳＵＭ計算モジュールの出力値から手計算でポテ

ンシャル値を求めたうえで、ツールの処理結果と同一であることを確認した。 

 

  （３）動作検証結果と対応 

    本動作検証作業によって、新たに８件の障害箇所（バグ）が発見された。障

害箇所の内容は、開発者モードにおける表示不良など軽微なものであり、推計

ツール使用者及び省エネポテンシャル値の算出に影響を与えるものではない

ことを確認している。 

    発見した不具合箇所については、適宜デバックしたうえで正常動作を確認し

ている。 

表 4-8 動作検証作業により発見した障害箇所の概要（集計表） 

 

 

4.1.7 システム開発等有識者の主なコメントと対応 

 推計ツールの課題や改善点および動作検証シナリオ等について、建築設備知識や推

計ツールと同様の建築関連シミュレーションシステムに関する知見を有する有識者

２名から各３回にわたり指導を受けた。 

 主な指導内容・コメントは以下の通り。 

 （１）推計ツールの課題・改善点 

〇推計ツールのようなエネルギーシミュレーションソフトは、計算で使用して

いるデータや情報の更新・最新化が必要である。推計ツールのベースになっ

ているＥＣＴＴは、省エネ対策の増強や機器類性能データ更新がなされてい

ない面があり、継続的にバグ対応を含めたメンテナンス体制を整えるととも

に、省エネ対策や設備の見直し・追加も必要ではないか。 

 

影響あり 影響なし

入力モジュール 0 5 5

計算モジュール 0 0 0

出力モジュール 0 3 3

0 8 8

省エネポテンシャル値

バグ発見部分

合計

合計
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（２）動作検証のシナリオおよび結果 

〇本ツールの構造であれば、この動作検証シナリオでおおよそ網羅されている

と考える。バグの発見・修正という観点からすれば、このシナリオによる実

作業を完遂すれば大丈夫ではないか。 

〇モデルデータによる手計算値との比較検証は、マンパワーがかかるが、非常

に大切であり、有効である。 

〇軽微なバグが数カ所発見されているとのことで、検証作業・チェック体制に

ついても一定程度以上の業務品質が確保されているといえる。 

 

（３）その他のコメント 

〇事業者の納得感を高めるために、省エネポテンシャル値の精度については、

今後実際の建物データを活用するなど検証が必要ではないか。 

〇建物・設備の仕様や省エネ対策の計算ロジックは、最新の技術情報や専門家

の知見などを踏まえて、アップデートすることも必要ではないか。 

〇データ入力ミスが推定される場合に確認メッセージを出すアルゴリズム（入

力データのチェック）については、今後も継続して検討し、プログラムに定

期的に付加し、入力ミスの減少に努めることが必要。 

〇エネルギー使用実績データで、シミュレーション値を補正しているとのこと

だが、一定以上の乖離がある場合は、データ入力にミスがないか、メッセー

ジを出すことも検討してみてはいかがか。 

 

（４）有識者のコメントへの対応について 

〇動作検証シナリオについては、実施方法及び検証作業の網羅性も評価が得ら

れたので本シナリオで進めることとした。 

〇データ入力ミスへの対応強化策としては、ご意見を踏まえて、「事務所用途 

部分の建物床面積と各階床面積の合計」及び「建物階数の設定」について、

新たにチェック機能を付加した（4.1.5 推計ツールの仕様改善を参照）。 

〇新しい設備データ等の追加や機器類の性能データのアップデート及び各対 

策の省エネ量計算ロジックの見直しについては、検討・実施方法も含めて継

続検討とする。 

 

 

4.2 推計ツールのマニュアル類の改善 

業務部門ベンチマーク制度の執行状況に関する調査における調査・分析結果及びこ

れまで省エネヘルプデスク等で把握している既知の項目も踏まえ、推計ツールのマニ

ュアル類（入力マニュアル・ガイドライン・補足説明資料・入力事例等）の改善を実

施した。 

具体的な改善方法については、業界団体等の意見・要望も踏まえて検討し、可能な

限りマニュアル類に反映させた。 

推計ツールのマニュアル類に関する課題を以下のように整理した。 
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表 4-9 入力マニュアル・ガイドラインにおける課題 

区分 意見・要望を踏まえた課題 

 〇推計ツールの対象範囲・ポテンシャル値の算出フローなどの基

本的な理解促進 

マニュアル 〇データ入力負荷軽減策の提示 

 〇入力方法のわかりづらい箇所の解説・説明の強化 

 〇専門知識を有しない入力者を考慮した丁寧な情報提供 

 〇各対策における実施状況の可否判断の明確化 

ガイドライン 〇各対策の省エネ量計算ロジックの開示 

 〇推計ツールの省エネ実施方策の優先順位検討への活用 

 

 

4.2.1 入力マニュアルの改善 

 入力マニュアルについては、以下の基本方針のもと、改訂版を作成した。 

 〇貸事務所業のべンチマーク制度における推計ツールの位置づけや対象範囲、ポテ

ンシャル値の算出フロー等の理解促進を図るため、図表を挿入し、冒頭の概要編

を充実させた。 

〇入力者のデータ入力負荷軽減の視点から、中継シートによるデータインポート方

法を該当する箇所に記載した。 

 〇項目選択や数値入力に際して、判断に迷うと想定される事例については、具体的

な入力事例集を巻末にまとめて掲載した。 

 〇建築・設備の専門知識を有しない入力者のため、マニュアル内に記述されている

主な専門用語について解説した。 

 詳細は、入力マニュアル（2020年 4月改訂）を参照。 

 

4.2.2 省エネ対策実施状況入力ガイドラインの改善 

 入力ガイドラインについては、以下の基本方針のもと、改訂版を作成した。 

 〇各対策の実施状況判断基準（実施率、評価事項）を明示にし、可否判断の曖昧さ

を排除した。 

 〇各対策における省エネ量の計算ロジックの概要を一覧で巻末に掲載した。 

 〇各事業者が実施すべき省エネ対策の優先順位付けの参考になるよう、各対策実施

時のポテンシャル値削減量のモデルを試算し、巻末に掲載した。 

 詳細は、省エネ対策実施状況入力ガイドライン（2020年 4月改訂）を参照。 

 

4.2.3 業界団体との意見交換 

 本年 2 月、（一財）日本ビルヂング協会連合会の会員である貸事務所業の特定事業

者と推計ツールについて意見交換を実施した。 

当センターから、推計ツールの概要、その対策項目と計算ロジック及び推計ツール



17 

を用いた省エネ化の進め方(ベンチマーク日標達成に向けた方策・削減効率の目安)等

を説明し、あわせて推計ツールに対するアンケート調査にて事業者から出てきた要望

への対応案等について報告した。 

 

 

以下に意見交換会における説明資料の抜粋を示す。  
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本意見交換会を通じて、データ入力負荷軽減に対する事業者ニーズを再認識すると

ともに、要望事項は可能な限り、入力マニュアル・ガイドラインの改訂内容に反映し

た。また、推計ツールには、依然として多様な意見・課題はあるが、今後の検討の方

向性も把握できた有意な意見交換会であった。 

 主な質問事項として、 

〇推計ツールによる省エネ対策項目ごとの削減効果の算出方法 

〇ＬＥＤ照明の導入によるポテンシャル削減効果の考え方 

〇全省エネ対策実施時の省エネポテンシャル値 

〇ベンチマーク目標達成に向けた具体的な省エネ対策の選択方法 

〇シミュレーション値のエネルギー使用実績値による補正方法（補正係数） 

などがあげられ、説明資料等に記載されていない推計ツールのプログラム仕様を補足

しながら回答した。 

 また、要望事項としては、 

〇更なる入力負荷低減に向けた省エネ対策の選択制や基準階データ入力の導入 

〇事業者の省エネ対策検討にも役立つ推計ツールへの改良・利用方法の提示 

〇空調分野における省エネ対策効果量の再評価 

〇推計ツールの複数人での同時使用機能の付加 

について提言され、継続して検討を進めることとした。 

 

4.3 本調査結果を踏まえた今後の方針（課題） 

 本調査事業により、推計ツールの懸案事項であった、プログラムのドキュメント化・

不具合解消（デバック）、ソースコードレベルでの網羅的なプログラムチェック・動作

検証を実施した。併せて、事業者ニーズを踏まえ、一部プログラムの仕様改善を行っ

た。これにより、推計ツール本体のプログラム品質は確保され、来年度は昨年の定期

報告時に事業者にご迷惑をかけたプログラムのバグによる推計ツールのバージョン

更新は回避できると考えている。また、事業者の要望・意見を取り入れて、入力マニ

ュアルとガイドラインを大幅に改訂したので、今年度のベンチマーク値の算定作業に

おいては、事業者の入力負荷軽減や疑問点解消が進むと期待される。 

 しかしながら、事業者からは多様なニーズが寄せられており、貸事務所業のベンチ

マーク制度と合わせて推計ツールについても、来年度以降更なる改善に向けた継続検

討が必要であると考える。 

 推計ツールを所管する当センターとしては、今後の検討課題として、 

〇設備データや省エネ対策計算ロジックの今日的見直しによる事業者納得感の向上 

〇制度運用と連携した入力項目簡素化のプログラム改造による入力負荷軽減 

〇省エネ対策シミュレーション機能の強化による事業者の省エネ推進支援 

 等があげられる。 

 

 最後に、本調査事業にご協力いただいた、システム開発等有識者、業界団体及び

外注事業者の皆さまをはじめ、関係者各位に深くお礼申し上げます。 

以 上 
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改訂履歴 

 

改訂日 改訂内容 

2019 年 2 月 省エネポテンシャル推計ツールのVer.1.00 へのバージョンアップに伴い、マニュア

ルを改訂。（※１） 

【主な改訂内容（※２）】 

（※１）本マニュアルでは、2018 年 4 月に公開した省エネポテンシャル推計ツー

ルを「Ver.0.10」、2019 年2 月にバージョンアップした同ツールを「Ver.1.00」とし

て記載しています。 

（※２）詳細は「Ⅳ.参考情報４．入力マニュアル改訂内容一覧」（P90～94）をご参

照下さい。 

2019 年 5 月 省エネポテンシャル推計ツールのVer.1.01 へのバージョンアップに伴い、マニュア

ルを改訂。（※１） 

【主な改訂内容（※２）】 

① エラー一覧表を修正（P55） 

（※１）本マニュアルでは、2019 年 2 月に公開した省エネポテンシャル推計ツー

ルを「Ver.1.00」、2019 年5 月にバージョンアップした同ツールを「Ver.1.01」とし

て記載しています。 

（※２）詳細は「Ⅳ.参考情報４．入力マニュアル改訂内容一覧」（P94）をご参照下

さい。 

2019 年 7 月 省エネポテンシャル推計ツールのVer.1.02 へのバージョンアップに伴い、マニュア

ルを改訂。（※１） 

【主な改訂内容（※２）】 

① エラー一覧表を修正（P57、P58） 

（※１）本マニュアルでは、2019 年 5 月に公開した省エネポテンシャル推計ツー

ルを「Ver.1.01」、2019 年7 月にバージョンアップした同ツールを「Ver.1.02」とし

て記載しています。 

（※２）詳細は「Ⅳ.参考情報４．入力マニュアル改訂内容一覧」（P94）をご参照下

さい。 

2020 年 4 月 省エネポテンシャル推計ツールのVer,1.10 へのバージョンアップに伴い、マニュア

ルを改訂。（※１） 

【主な改訂内容（※２）】 

ツールを使用した事業者の皆様から入力方法、操作方法、ツール内容の理解、省エ

ネ評価方法等のご質問、ご意見を受け、全般的に改訂しました。 

（※１）本マニュアルでは、2019 年 7 月に公開した省エネポテンシャル推計ツー

ルを「Ver.1.02」、2020 年4 月にバージョンアップした同ツールを「Ver.1.10」とし

て記載しています。（※２）詳細は「入力マニュアル改訂内容一覧」（P90）をご参

照下さい。 
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2020 年 4 月の改訂にあたって 

2018 年 4 月、業務部門ベンチマーク制度の一つとして、貸事務所業のベンチマーク制

度が新たに導入されました(定期報告は 2019 年度より開始)。同制度では、評価対象建物

の省エネ余地がどの程度あるかを算定する「省エネポテンシャル（％）」がベンチマーク指

標となり、評価対象建物のエネルギー使用量に応じて加重平均した値を貸事務所事業者の

値として定期報告書に報告することが求められています。 

ベンチマーク指標の算定に使用する「省エネポテンシャル推計ツール」は 2019年 7 月

に「Ver.1.02」として改訂されましたが、ツールを使用した事業者の皆様から省エネルギ

ー対策の評価方法、システム面、入力方法や作業負荷等に関する種々のご意見をいただき

ました。これらを踏まえ、ツールの動作検証を再度行うとともに、この度、主に以下の改

善を加え、「Ver.1.10」として改訂しました。 

 

①照明とコンセントのエネルギー使用量を合算値で表示していましたが、省エネ計画を

策定し易すいよう、区分して表示することとしました。 

②入力画面の要所に入力方法を案内する「ポップアップ機能」を追加しました。 

③一部にあった不具合を解消しました。 

 

併せて、この入力マニュアルも、入力操作を正確に行うことができ、ツール内容を理解

し易いよう、解説や事例を追記し、改訂しました。 

なお、Ver.1.10を使用するにあたり、旧バージョンのツールへ入力した「計算データ」

（中継シートによる入力内容を含む）を取り込むことが可能となっておりますので、作成

済の入力データ（建物情報等）を再度入力し直す必要はありません。 

バージョン変換方法はⅢ．操作編の P28を参照してください。 

以上 
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はじめに 

 本資料は、貸事務所業におけるベンチマーク制度において、ベンチマーク指標の状況を算出するため

に使用する「省エネポテンシャル推計ツール（以下「ツール」という。）」の操作方法等を説明するもの

です。 

貸事務所業におけるベンチマーク指標は、「省エネ法」第 5条に基づく「判断基準」の別表第 5（※）

に掲げる「貸事務所業」に供する事業所のエネルギーの使用の合理化等に係る余地（以下「省エネポテ

ンシャル」という。）を、事業所ごとの当該事業に要するエネルギー使用量により加重平均した値です。 

 

※ 省エネ法：エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

判断基準：工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準 

別表５ ：別表５「ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準」 

 

    【ベンチマーク制度】 

    特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべき省エネルギーの基準（ベンチ

マーク）を設定します。業種共通の省エネ指標を設定することで、省エネルギー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、事業者の省エネ努力を促すものです。 
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I. 概要編 
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（３）目指すべき水準 

 目指すべき水準は、事業者単位の省エネポテンシャルが 15.0％以下と設定されています。 
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２．ツールの概要 

（１）ツールの使用目的 

貸事務所事業者が所有するビルのエネルギー使用量は入居するテナントの営業活動に大きく左右さ

れます。このため、貸事務所業のベンチマーク制度においては、貸事務所業の省エネ対策はビルの所

有者および管理者の省エネ努力（運用または設備改修によるもの）が、どの程度されているかを評価

するものとし、ツールによって算出される省エネ余地（省エネポテンシャル（％））をベンチマーク指

標としました。 

表 I-1 に省エネポテンシャル推計ツールの位置づけを示します。 

 

表 I-1 省エネポテンシャル推計ツールの位置づけ 

 

  

省エネポテンシャル推計ツール
建築物のエネルギー消費量計算プログラム

（非住宅版）

評価目的 ・「運用・改修時」の省エネ※ ・「設計時」の省エネ

評価範囲
・事業所のうち、省エネ法定期報告対象の
事務所＋共用部

・事業所全体

入力項目
・外皮、設備、エネルギー消費量、
省エネ対策の実施状況

・外皮、設備

テナントの影響 ・共通の値を用いることで公平性を担保 ・設計性能のため考慮せず

※建物構造に依存する設備等の大規模投資は評価から除外
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（３）ツールの評価範囲 

貸事務所業の省エネポテンシャルは定期報告対象の内、貸事務所の部分と、報告している場合の

共用部が評価対象になります。ツールには建物仕様・用途の全てと定期報告しているエネルギー使

用実績値を入力してください。建物の所有形態と用途区分を表 I-2 の①～④に 4分類した場合、例

として A事業者の定期報告対象範囲と評価対象範囲を図 I-3 に示します。 

表 I-2 建物仕様・用途、定期報告対象範囲と評価対象範囲 

NO ビルの所有形態と用途

区分 

建物仕様・ 

用途の入力範囲 

省エネ法における定期報告範囲 

（A事業者が共用部を定期報告） 

評価対象範囲 

（A事業者が共用部を定期報告） 

① 単独所有貸事務所ビル 建物全体 建物全体 建物全体 

② 単独所有複合用途ビル 建物全体 建物全体 貸事務所と共用部 

③ A、B事業者区分所有の

貸事務所ビル 

建物全体 B事業者所有の貸事務所を除いた、A

事業者所有の貸事務所と共用部 

B事業者所有の貸事務所を除いた、A

事業者所有の貸事務所と共用部 

④ A、B事業者区分所有の

複合用途ビル 

建物全体 B事業者所有の貸事務所を除いた、

貸事務所と共用部、貸事務所以外

（ホテル、店舗） 

貸事務所以外（ホテル、店舗）と B

事業者所有の貸事務所を除いた貸事

務所と共用部 

 

図 I-3 貸事務所事業者A 事業者の評価対象範囲（緑色の着色部分） 

  

A事業者所有
貸事務所

（事務所（テナント）部）
（テナント、24時間稼働テナント

社員食堂）

共用部
（地下駐車場）

共用部
（熱源機械室・電気室）

共用部
（出入口、ロビー・ホール）

共
用
部
（
そ
の
他
・
共
用
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
、
通
路
、
ト
イ
レ
、
階
段
室
、
給
湯
室
等
）

A事業者所有
貸事務所

（事務所（テナント）部）
（テナント、24時間テナント

社員食堂）

共用部
（地下駐車場）

A事業者所有
ホテル・店舗

共用部
（電気室、熱源機械室等）

A事業者所有
飲食店

共用部
（出入口、ロビー・ホール等）

共
用
部
（そ
の
他
・共
用
）

（エ
レ
ベ
ー
タ
、
通
路
、
ト
イ
レ
、
階
段
室
、
給
湯
室
等
）

③A、B事業者区分所有 貸事務所ビル 

②単独所有 複合用途ビル ①単独所有 貸事務所ビル 

④A、B事業者区分所有 複合用途ビル  

A事業者所有
貸事務所

（執務室、会議室、電算室
社員食堂、医務室等）

A事業者報告 共用部
（地下駐車場）

他の区分所有者 B事業者所有
貸事務所

（他の貸事務所事業者）
（テナント、24時間稼働テナント

社員食堂）

A事業者報告 共用部
（電気室、熱源機械室等）

A事業者報告 共用部
（出入口、ロビー・ホール等）

事
業
者
報
告

共
用
部
（
そ
の
他
・
共
用
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
、
通
路
、
ト
イ
レ
、
階
段
室
、
給
湯
室
等
）

A

A事業者所有
貸事務所

（事務所（テナント）部）
（テナント、24時間テナント

社員食堂）

A事業者報告 共用部
（地下駐車場）

A事業者所有
ホテル・店舗

A事業者報告 共用部
（電気室、熱源機械室等）

他の区分所有者 B事業者所有
貸事務所

（他の貸事務所事業者）
（テナント、24時間稼働テナント

社員食堂）

A事業者報告 共用部
（出入口、ロビー・ホール等）

事
業
者
報
告

共
用
部
（そ
の
他
・共
用
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
、
通
路
、
ト
イ
レ
、
階
段
室
、
給
湯
室
等
）

A

A 事業者が共用部

を定期報告してい

る例 

A 事業者が共用部

を定期報告してい

る例 
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本ツールの動作環境 

 

（１）日本語版オペレーティングシステム 

Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 64ビット版 （Windows 8.1、10推奨） 

 

（２）Microsoft Excel 

Microsoft Office Excel 2010 / 2013 / 2016 32ビット版、64ビット版 

 

（３）コンピュータ本体 

（１）、（２）が動作可能なコンピュータ 

クロック数 2 GHz以上のプロセッサ搭載（3GHz以上推奨） 

 

（４）メモリ 

実装メモリ：4GB以上 

 

（５）ハードディスク 

ハードディスクの空き領域:：40GB以上 

 

（６）ディスプレイ 

XGA（1024X768）以上の高解像度ディスプレイ、256色以上表示 

 

（７）プリンタ 

A4用紙サイズの出力が可能なプリンタ（カラープリンタ推奨） 

 

注 1） 本プログラムは計算にメモリを多く消費しますので、計算実行中は他の 

アプリケーションは使用しないでください。 

注 2） Windowsや Excelは最新の更新プログラムがインストールされたものを 

使用してください。 
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（３）EXCELのセキュリティ設定 

あらかじめ EXCELのマクロが実行可能となる設定をしてください。 

EXCEL2016の場合 

①「ファイル」メニュー…「オプション」にて「Excelのオプション」画面を表示する。「セキュ

リティセンター」タブをクリックし、「セキュリティセンターの設定」をクリックします。 

 

 

図 II-3 セキュリティの設定（セキュリティセンター） 

②「マクロの設定」タブをクリックし、「警告を表示しすべてのマクロを無効にする」を選択し

「OK」をクリックします。 

 

図 II-4 セキュリティの設定（マクロの設定） 

 

③「Excelのオプション」画面に戻るので「OK」をクリックし、Excelを終了します。 
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２．入出力の概要 

（１）入出力画面の構成 

ツールは図 II-5 に示す 7種類の入力シート（NO1～NO5-1）と１種類の出力シート（NO6）で構成さ

れています。 

 

図 II-5 入出力画面の構成 
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（３）入力データを準備する際の確認図書 

ツールの入力にあたり、予め入力する情報の準備が必要です。入力データを準備する際の確認図

書（設計図書等）を表 II-1に示します。テナントにエネルギー管理権原があるものについては、わ

かる範囲で情報を入手してください。 

表 II-1 入力データを準備する際の確認図書 

入力シート 

確認図書 

入力データ 

建物情報 
共用部情報 

事務所（テナント）部情報 
省エネ対策実施状況 

建築図 

（特記仕様書、材

料表、立面図、平

面図） 

地域、階数、総延床面

積、外壁・窓ガラス仕

様、窓開口率、用途、用

途階、用途床面積） 

室の階、床面積、階高、部

門、外壁の有無（方位別）、 

建築部材関連（窓ガラ

ス仕様、ブラインド） 

空調設備図 

（特記仕様書、機

器表、配管・ダク

ト系統図、平面

図） 

空調方式、熱源機器仕

様、台数、定格出力、定

格 COP、蓄熱種類、冷蓄熱

容量 

空調方式（中央熱源、個別

空調）、蓄熱利用、空調機器

（インテリア、ペリメー

タ） 

空調省エネ関連（高効

率熱源および空調機

器、高効率モータ仕

様、インバータ搭載、

省エネ空調システム） 

自動制御設備図

（制御系統図、制

御機器表、動作説

明書） 

－ − 

省エネ制御関連（外気

導入 CO2制御、変風量

制御、変水量制御、台

数制御） 

給湯・給排水・衛

生設備図 

（特記仕様書、機

器表、平面図） 

給湯燃料種別 
室の給湯燃料種別、調理燃

料種別 

高効率機器関連（高効

率給湯機、給水ポン

プ、便座、） 

電気設備図 

（特記仕様書、単

線結線図、照明器

具表） 

－ － 

電気設備関連（高効率

トランス、照明器具、

BEMS） 

定期報告書および

エネルギー使用量

管理表 

月別エネルギー使用量実

績（電気、ガス、油、地

域冷暖房（冷水、温水、

蒸気）） 

－ － 

設備の運転・運

用・保守点検・区

分所有管理図書 

運転時間、熱源機器の運

転順位、区分所有区画 
共用部月別営業日数 

運用関連（熱源機器・

空調機器運転時間、冷

水・冷却水温度、蒸気

圧力・空気比の設定） 
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⑥「注意事項」画面が表示されるので内容を確認の上、 次へ> をクリックします。 

 

図 III-4 注意事項画面 

（２）操作の終了 

本ツールを終了する場合、必ず P22で示す「処理メニュー」→「終了」の手順で終了してください。

EXCELの「閉じるボタン（×）」でツールを終了すると「「処理メニュー」の「終了」にて閉じて下さい。」

というメッセーが表示されますので、従ってください。 

ただし、実行時エラーなどで EXCELが強制終了した場合はツールで設定した EXCEL環境に変更される

可能性があります。ツールの設定が変更されてしまった場合の各項目における初期環境への戻し方を

P73に示します。 
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３．処理業務の選択 

計算ケース編集 ：既存のデータを編集して計算する場合に使用します。 

計算ケース新規作成 ：当該建物の初期入力時に使用します。 

 終了 ：プログラムを終了します。 

 

 

図 III-11 処理業務選択画面 
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「Ⓐゾーン」の入力方法  

建物情報として、建物名称、立地場所、竣工年月、延べ床面積、地上・地下階数、外壁仕様、窓仕様、

窓開口率などの建物概要を入力します。 

 

図 III-24 「No.1 建物情報」入力画面（Ⓐゾーン） 

【建物名称】 

計算ケースの新規作成（P31）で入力した建物名称が自動入力されています。この画面で変更することも

できます。 

 

【地域】 

□ セルをダブルクリックし、リストから立地場所に該当する地域を選択してください。 

 

【所在地、竣工年月】 

□ 建物の所在地、竣工年月を入力してください。省エネポテンシャルの算定には影響ない項目であ

り、省略することもできます。 

 

【延べ床面積】 

□ 「Ⓑゾーン」の用途関連情報にて入力した床面積の合計値が自動表示されます。（変更不可） 

 

【地上階数及び地下階数】 

□ 地上階数には、塔屋（屋上に設けた小屋）を除いた階数を記入してください。 

地下がない場合の地下階数は、「０」を入力するか、ブランク（空白）としてください。 

※複数棟が一体となっているビルの場合、地上階数及び地下階数それぞれについて最も階数が多い棟を代表値とし

てください。 

例）A棟、B棟、C棟の 3棟からなる一体ビル。A棟：地上 30階/地下 3階、B棟：地上 25階/地下 3階、C棟：

地上 20階/地下 4階、となっている場合、地上階数＝30階、地下階数＝4階  

１．建物情報

■ 建物名称

■ 地域

■ 所在地  (省略可)

■ 竣工年月 西暦 年 月  (省略可)

■ 延べ床面積 ㎡ （用途床面積の合計値）

■ 地上階数 階 (塔屋階、PH除く)

■ 地下階数 階

■ 外壁仕様

■ 窓仕様

(％)

東

南

Low-e(高日射遮蔽型)+透明8mm(空気層6mm)

Low-e(高日射遮蔽型)+透明8mm(空気層6mm)

西

北

35

35

東京

東京都港区芝浦×丁目◆-▼

1996 4

97,200

39

Low-e(高日射遮蔽型)+透明8mm(空気層6mm)

35

3

S造･ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

窓開口率方位 ガラス仕様

Low-e(高日射遮蔽型)+透明8mm(空気層6mm)

35

●▲■ビル
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【外壁仕様】 

□ セルをダブルクリックし、選択してください。該当するものがない場合は選択肢より同等あるい

は類似の外壁仕様（構造、断熱厚み）を選択してください。 

□ 方位及び階によって仕様が異なる場合は、外壁面積比率が最も大きい仕様を選択してください。 

□ 全面ガラス窓の場合は「S造・カーテンウォール」を選択してください。また、吹き抜け天井部が

ガラス屋根の場合、吹き抜け部の内部立面は外壁と見なしません。 

※熱貫流率は参考として表示しています。 

 

【ガラス仕様】 

□ セルをダブルクリックし、選択してください。該当するものがない場合は選択肢より同等あるい

は類似のガラス仕様（種類・厚み）を方位別に選択してください。 

□ 階によってガラス仕様が異なる場合は、ガラス面積比率が最も大きい仕様を選択してください。 

※熱貫流率は参考として表示しています。 

 

【窓開口率】 

□ 貸事務所部分のみではなく、建物全体の窓開口率（％）を方位別に入力してください。 

□ 窓開口率は右式で算出します。 窓開口率（％）＝窓面積（窓枠含む）÷（外壁面積＋窓面積）

×100 

※外壁面積には給排気ガラリの面積を含みます。 

※吹き抜けのあるビルや門型のビル、複数棟あるビル等、同一方位に外壁が複数存在する場合は、同一方位の外壁

面積の合計を外壁面積に、同一方位の窓面積の合計を窓面積として計算してください。方位別の窓面積は概略計

算により 10m2単位程度にまとめることは可能です。 

 同一方位に複数外壁が存在する場合の考え方を図 III-13に示します。（赤色部分の合計） 

※ダブルスキン構造等、全面窓ガラスの場合は室内側の窓面積で窓開口率を算出してください。 

※屋上のトップライトは窓面積に含めません。 

 

注）窓がある場合、ガラス仕様と窓開口率は必ず入力してください。入力漏れや入力ミスがあると、

計算実行時にエラーが起きる場合があり、省エネポテンシャル値が正しく計算されません。 

 

 

図 III-25 同一方位に複数外壁が存在する場合の考え方 

（黄色の図はビルを上面から見たもの、青色の図はビルを側面から見たもの、赤色部分が北側外壁） 
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【方位】 

□ 外壁が面している最も確からしい方位を選択してください。 

※最も確からしい方位の考え方は、下図を参照して判断してください。 

 

図 III-26 方位の考え方（図はビルを上方からみたもの、赤色部分が北側外壁） 
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 「Ⓑゾーン」の入力方法  

全ての建物用途について延床面積、空調方式をそれぞれ用途ごとにまとめて 1行で入力します。建物

のうち自社で行っている定期報告の範囲を「□定期報告対象」の表に、それ以外の範囲を「□定期報告

対象外」の表に、それぞれ分けて入力してください。貸事務所業以外の事業を行っている部分も自社で

定期報告を行っている場合は、「□定期報告対象」の表に入力してください。 

貸事務所を区分所有している場合は、他の事業者の所有部分は「□定期報告対象外」の表に入力しま

す。詳細はⅣ参考情報「２．区分所有ビル及び複合用途ビルの入力例」(P78)を参照してください。 

省エネポテンシャル値の計算には建物全体の情報を入力する必要がありますので、自社の定期報告対

象外の範囲も用途ごとに必ず入力してください。入力方法はⅣ．参考情報７．入力事例（Pエラー! ブ

ックマークが定義されていません。）を参照してください。 

 

図 III-27 「No.1 建物情報」入力画面（Ⓑゾーン） 

 

【階】 

□ セルをダブルクリックし、リストより選択してください。 

（階は複数階をまとめて選択できます。1階と 2階を選択した場合には、1－2階として 1行に表示されます。） 

 

【用途】 

□ セルをダブルクリックし用途をリスト（図 III-28 及び図 III-29参照）より選択してください。 

□ 共用部（ロビー・ホール、屋内駐車場、熱源機械室・電気室等）は、「定期報告対象」と「定期報

告対象外」で入力方法が異なります。 

・定期報告対象の場合は、これらの共用部は「貸事務所」の用途に含めて入力してください。 

・定期報告対象外の場合は、共用部の種類に応じて、「エントランス・ロビー」、「その他・共用」、

「屋内駐車場」、「熱源機械室・電気室」を選択してください。 

□  用途リストにない用途の入力方法 

・定期報告対象のテナントの会議室は「貸事務所」に含みます。 

・貸会議室は「定義報告対象」「定期報告対象外」とも「貸ホール」を選択してください。 

・歯科医院は「クリニック」、予備校・学習塾は「学校」を選択してください。 

・貸倉庫、貸サーバ室、住宅（マンション・レジデンス）等については用途「その他」を選択し

てください。 

※用途の数が多い場合等、行を追加したい場合には、右クリックメニューにて挿入してください。  
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【床面積】 

□ 選択した「用途」ごとに合計床面積を入力してください。塔屋の床面積は含みません。 

 

【空調方式】 

□ セルをダブルクリックし、用途ごとに中央熱源、個別空調を選択してください。屋内駐車場など

空調設備がない場合は空調方式を選択しないでください。 

□ 共用部や事務所（テナント）部の各室に中央熱源のみが使用されている場合、あるいは中央熱源

と個別空調が混在している場合は「中央熱源」を選択します。中央熱源がなく個別空調のみの場

合は「個別空調」を選択します。貸事務所以外の用途も同様です。 

 

【営業時間】～【飲食店/社員食堂面積】 

□ デフォルト値を使用するため、原則入力する必要はありません。 

□ 例外として定期報告対象及び定期報告対象外の用途欄で「その他」を選択した場合（例示用途に

該当しない場合）のみ、入力してください。 

・【営業時間】は就業開始時間と空調終了時間として 4文字の数字（左 2桁は 00～23,右 2桁は 00

～59）として入力して下さい。 

・【室内設定温度】と【飲食店/社員食堂面積】は設定する値を入力してください。 

・【照明原単位】、【コンセント原単位】、【在室人員】は、下記の方法により算出した値を入力してく

ださい。 

【照明原単位】代表的な室の照明器具合計 Wを床面積 m2で除した値(W/m2） 

【コンセント原単位】代表的な室のコンセント機器合計 Wを床面積 m2で除した値（W/m2） 

【在室人員】代表的な室の在室人数を床面積 m2で除した値 （人/m2） 

 

尚、算出困難な場合は下記の値を入力してください。 

①非住宅建築物は以下の表の類似の室の値を入力してください。 

表 III-2 非住宅建築物の原単位 

用途 照明原単位

(W/m2） 

コンセント原単位

(W/m2） 

在室人員（人/m2） 

事務室 16.3 12 0.1 

電算室 12 30 0.01 

飲食店舗 20 10 0.5 

物品販売店舗 30 40 0.2 

宴会場 30 12 0.3 

 

②住宅（マンション・レジデンス）は、【照明原単位】6W/m2、【コンセント原単位】5W/m2、【在    

室人員】0.04人/m2を入力してください。 





40 

 

「Ⓒゾーン」の入力方法   

中央熱源設備の機種、台数、燃料種別、定格出力、定格入力、定格 COP、運転順位、蓄熱運転の有無

を入力します。ツール上では建物全体の熱源系統を 1 系統で計算しますので、複数系統ある場合も全

ての熱源機器を入力します。また、中央熱源機器が他の棟に設置されている場合も入力が必要です。 

 

図 III-32 「No.1 建物情報」入力画面（Ⓒゾーン） 

【機種】 

□ セルをダブルクリックし、選択肢から該当あるいは類似の機種を選択します。（図 III-33） 

□ 「燃料種別」～「蓄熱運転」までの入力情報が全て同一である機種については、１行で入力する

ことができますが、同一機種の一部が別の機種の運転順位の後になる場合は分けて入力します。 

□ 入力行が 10行を超える場合は、定格出力が大きい方から 10行入力してください。 

□ 地域熱供給施設から冷水、温水、蒸気を受入れている場合は地域熱供給（冷水）、地域熱供給（

温水）、地域熱供給（蒸気）を選択してください。地域熱供給施設の熱源機器は入力しません。 

□ 機種に蒸気吸収式冷凍機が含まれている場合は、蒸気を供給するボイラあるいは地域熱供給（蒸

気）も選択する必要があります。 

また、加湿用蒸気ボイラは入力しますが、給湯専用ボイラ（ヒータ）は入力しないでください。 

□ 機種選択画面に対象機種がない場合の入力方法 

  ①熱回収ターボ冷凍機 

冷房排熱を暖房に利用する計算ロジックが不可のため、熱回収型は選択肢に含めておりません。 

冷房運転はターボ冷凍機を選択し、熱回収ターボ冷凍機の定格冷房出力、定格冷房 COP、運転

順位を入力します。暖房運転は空冷ヒートポンプチラーを選択し、熱回収ターボ冷凍機の定格

暖房出力、定格暖房 COP、運転順位を入力します。さらに定格冷房出力、定格冷房 COPも任意

の値を入力し、冷房運転の運転順位は年間を通して空欄にします。 

   ②地中熱ヒートポンプ 

地中熱利用ヒートポンプは導入頻度が少ないため、選択肢に含めておりません。 

冷房運転は水冷冷房専用チラーを選択し、地中熱ヒートポンプの定格冷房出力、定格冷房 COP、

運転順位を入力します。暖房運転は空冷ヒートポンプチラーを選択し、地中熱ヒートポンプの

定格暖房出力、定格暖房 COP、運転順位を入力します。さらに定格冷房出力、定格冷房 COPも

任意の値を入力し、冷房運転の運転順位は年間を通して空欄にします。 

   ③排熱利用冷凍機 

コージェネ排熱他の排蒸気を利用した冷凍機は入力できません。 

④温水ボイラ、蒸気ボイラ等は供給熱媒に関わらず「ボイラ」に含めます。 

  

下記の【蓄熱槽】において、「水蓄熱」

又は「氷蓄熱」を選択すると入力でき

るようになります。 
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図 III-33 機種選択画面 

 

【台数】 

□ 機種ごとの合計台数を入力してください。 

 

【燃料種別】 

□ 吸収式冷温水機、ボイラは、燃料種別のセルをダブルクリックし「ガス」又は「油」を選択して

ください。 

□ 空冷ヒートポンプチラー、水冷冷房専用チラー、ターボ冷凍機、インバータターボ冷凍機は、燃

料種別のセルに「電気」と自動入力されます。（変更不可） 

□ 蒸気吸収式冷凍機、地域熱供給（冷水、温水、蒸気）は、燃料種別のセルが網掛けになり入力で

きません。 

 

【定格出力】 

□ 定格出力の数値を入力し、単位を「kW」「MJ/h」「USRT」「Mcal/h」「kcal/h」から選択してくださ

い。単位の選択には注意してください。 

※機種の選択において地域熱供給（冷水、温水、蒸気）を選択した場合は、それぞれの「契約熱量」を入力してく

ださい。 

※定格出力の単位を変えて換算する場合は定格入力の単位に変えたい単位を選択し、定格 COP に 1 を入力すると、

換算した値になります。この値を定格出力に使用することができます。 

 

【定格入力】・【定格 COP】 

□ 定格入力又は定格 COPのいずれかの数値を入力することにより、もう一方の数値が自動算出され

ます。入力する方の数値部分のセルをダブルクリックして緑色にした後、数値を入力してくださ

い。また、定格入力の単位を「kW」「MJ/h」「USRT」「Mcal/h」「kcal/h」から選択してください。 

   ※機種の選択において地域熱供給（冷水、温水、蒸気）を選択した場合、定格入力は入力せず、定格 COPには一律 

「1.0」を入力してください。 

 

【運転順位】 

□ 夏期・中間期・冬期における、昼・夜のそれぞれの運転順位を冷房運転、暖房運転ごとに入力し

てください。（図 III-34） 

※ 各運転順位は必ず異なる順位を入力してください。同じ順位は入力エラーになります。 

※ 熱源機器の一部が年度内を通して運転休止している場合は入力から除外してください。 

また、定期点検、更新工事等で休止している期間（夏期、中間期、冬期ごと）は入力しないでください。  
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□ 蓄熱システム（冷凍機）の昼間運転順位の入力方法 

昼間に追従運転する冷凍機の運転順位は、昼間を「1位」に設定してください。（図 III-34を参照） 

蓄熱システムの放熱熱交換器は機種選択画面にはありませんが、昼間は追従運転機よりも優先とし

て計算されます。 

 

  「Ⓓゾーン」の入力方法  

給湯設備の燃料種別、蓄熱槽の有無及び蓄熱種類を選択し、冷蓄熱容量を入力します。 

 

図 III-37 給湯燃料種別と蓄熱槽（Ⓓゾーン） 

 

【給湯燃料種別】 

□  電気 、 ガス 、 油 、 地冷 （＝蒸気あるいは温水）から該当する種別をダブルクリックして

選択してください。 

□ 複数ある場合は使用量が大きいものを１つ選択してください。 

※なお、ここでの選択は給湯燃料種別のデフォルトを設定するものであり、室によって燃料種別が異なる場合は、

「No2-1共用部情報」及び「No2-2事務所（テナント）部情報」の入力の【給湯燃料】（P49、P52を参照）で変更

することができます。 

 

【蓄熱槽】 

□ 蓄熱槽がない場合は 無 を選択してください。 

□ ある場合は 水蓄熱 又は 氷蓄熱 を選択してください。 

□  水蓄熱 と 氷蓄熱 のいずれもある場合は、容量の大きな方を選択してください。 

□ 水蓄熱 又は 氷蓄熱 を選択した場合、Ⓒゾーンの空冷ヒートポンプチラー、水冷冷房専用チラ

ー、ターボ冷凍機の蓄熱運転欄が入力できるようになりますので、その有無を選択してください

。（図 III-32 参照） 

※水蓄熱は冷水蓄熱を示し、温水蓄熱は対象外となっています。 

※蓄熱槽の対象はビルの自己熱源設備の蓄熱槽です。地域熱供給施設の蓄熱槽は、ビル内に設置されている場合で

も対象外です。 

 

【冷蓄熱容量】 

□ 冷蓄熱容量（複数の冷蓄熱槽がある場合は合計値）を入力してください。 

□ 単位のセルをダブルクリックし、入力値の単位（MJ、Mcal）をダブルクリックし、選択してくだ

さい。 

※温熱の蓄熱は対象外となっています。 

 

■ 給湯燃料種別

■ 蓄熱槽 冷蓄熱容量無 水蓄熱 氷蓄熱 72000

電気 ガス 油 地冷

MJ
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 「Ⓔゾーン」の入力方法  

「■エネルギー使用量実績値」の表に、自社で行っている定期報告の対象範囲における以下のエネ

ルギー使用量の実績値を入力してください。定期報告していない、自社にエネルギー管理権原がな

い設備のエネルギー使用量は除きます。 

   

※１ 太陽光発電設備、CGS、自家発電設備（自家消費に限る）を導入しているビルの入力方法につ

いては、Ⅳ参考情報「３．CGS、太陽光発電導入ビルのエネルギー使用量実績値の入力方法」

（P82）を参照してください。 

※２ 月のエネルギー使用量が全くない場合は「0」を入力して下さい。未記入の場合はエラー表示

がでます。 

 

図 III-38 「No.1 建物情報」入力画面（Ⓔゾーン） 

【定期報告電気使用量】 

□ 自社が定期報告書で報告している電気の使用量（電力小売り事業者からの購入量で自ら使用した

量）を入力してください。CGS及び自家発電設備の発電量のうち自ら使用した量は除きます。 

 

【CGS及び自家発電量】 

□ CGS 及び自家発電設備がある場合は、それらで発電された電気のうち、定期報告対象範囲で自ら

使用した量（実際の発電量ではありません）を入力してください。ツール内では、これと定期報

告電気使用量を加算した値を定期報告対象範囲での電気使用量としています。 

 

【太陽光発電量】 

□ 太陽光発電設備やその他の再生可能エネルギー発電設備にて発電された電気のうち、定期報告対

象範囲で自ら使用した量（実際の発電量ではありません）を入力してください。 

 

【定期報告ガス使用量】 

□ 自社が定期報告書で報告しているガス供給事業者から購入したガスの使用量を入力してください。

ガスを燃料とする CGS、自家発電設備がある場合はそれらの設備に使用した分も含めた使用量を

入力してください。 

また、青色の単位セルをダブルクリックし、「m3」（都市ガス）又は「kg」（LPG）のどちらかの

単位を選択してください。この単位を切替えますと「CGS 及び自家発電用ガス使用量」の単位も

自動的に切替わります。 

CGS 排熱を利用し、ガスの使用量を削減している場合は、右端の排熱利用欄をダブルクリック

し、「有」を表示してください。  
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【CGS及び自家発電用ガス使用量】 

□ ガスを燃料とする CGS及び自家発電設備がある場合は、上記【定期報告ガス使用量】のうち、定

期報告対象範囲でそれらの設備に使用した使用量を入力してください。単位は【定期報告ガス使

用量】の単位が自動反映されます。ツール内では、定期報告ガス使用量から CGS及び自家発電用

ガス使用量を減算した値を冷暖房、給湯、調理等で使用したガス使用量としています。 

 

【定期報告油使用量】 

□ 自社が定期報告書で報告している油供給事業者から購入した油の使用量を入力してください。油

を燃料とする CGS、自家発電設備がある場合はそれらの設備に使用した分も含めた使用量を入力

してください。 

□ CGS 排熱を利用し、油の使用量を削減している場合は、右端の排熱利用欄をダブルクリックし、

「有」を表示してください。 

 

【CGS及び自家発電用油使用量】 

□ 油を燃料とする CGS及び自家発電設備がある場合は、上記【定期報告油使用量】のうち、定期報

告対象範囲でそれらの設備に使用した使用量を入力してください。ツール内では、定期報告油使

用量から CGS及び自家発電用油使用量を減算した値を冷暖房、給湯、調理等で使用した油使用量

としています。 

 

【定期報告地冷（冷水）使用量】、【定期報告地冷（温水）使用量】、【定期報告地冷（蒸気）使用量】 

□ 自社が定期報告書で報告している冷水、温水、蒸気の使用量を入力してください。CGS 排熱を利

用し、地冷（温水）や地冷（蒸気）の使用量を削減している場合は、右端の排熱利用欄をダブル

クリックし、「有」を表示してください。 

 

【CGS排熱利用量】 

□ 定期報告対象範囲で CGSにより製造された蒸気、温水等の排熱利用量を入力してください。 

 

※データインポート 

エネルギー使用量実績値の入力は「データインポート」を押下すると、事前に作成保存した中継シー

トからデータを自動入力することができます。操作手順は P60をご参照ください。 

 

設定が完了後、 次へ> ボタンをクリックし、 「2-1 共用部情報」 の入力に進みます。 
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□ 機械式駐車場の入力方法 

面積が各階に計上されている場合：各階の「その他・共用」の面積に含めてください。 

ある階のみに計上されている場合：当該階の「その他・共用」の面積に含めてください。 

建築図等で面積が確認できない場合は 1台当たり 15m2として面積を算入してください。 

□ 受水槽の入力方法  

コンクリート床下水槽の場合：算入不要です。（その上部を別の用途で面積算入） 

FRP 製水槽の受水槽の場合：算入が必要です。（受水槽室として「熱源機械室・電気室」を選択） 

 

【部門】 

□ セルをダブルクリックし、リストから必ず選択してください。未選択の部門はエラーとなります。 

□ 出入口（風除室）とロビーが繋がっている場合はロビー・ホールを選択します。 

□ その他・共用の対象室 

「その他・共用」は、通路、階段室、各階空調機械室、倉庫、トイレ、給湯室、EPS（電気配管シ

ャフト）・DS（ダクトシャフト）・PS（配管シャフト）、中央監視室、防災センターなどを対象にし

ています。テナントが賃借している「倉庫」も共用部の「その他・共用」に含めてください。 

エレベータが延べ面積に含まれている場合も「その他・共用」に含めます。 

なお、「その他・共用」で空調している中央監視室・防災センター等と、空調していない EPS・DS・

PS等はそれぞれ別の行に入力してください。 

□ 熱源機械室・電気室の対象室 

冷凍機、ボイラ、ポンプ、受変電盤、配電盤などが集中設置されている室は「熱源機械室・電気

室」を選択してください。 

 

【階高】 

□ 各階の階高を入力してください。天井高さではなく、コンクリート床スラブの高さです。空調負

荷計算に使用する天井高さはツール内で「階高-１m」として自動設定されます。 

□ ロビー等、階高が異なる箇所がある場合の入力方法 

複数行に分けて面積、階高を入力するか、1行に床面積で加重平均した階高を入力してください。 

□ 機械式駐車場の入力方法 

各階に面積が算入されている場合  ：各階の階高を入力 

最下階のみ面積が算入されている場合：最下階の階高を入力 

 

【外壁】 

□ 外壁に面する方位のセルをダブルクリックし、有無を選択してください。外壁がない室は外壁の

東西南北のすべての欄を空欄としてください。ツール内で各室は正方形の形状と見なされ、室床

面積の平方根を外壁長さとして空調負荷計算に使用されます。なお、地下階の室の外壁有無は入

力不要です。 

□ 外壁が全方位とも「無」の場合はツール内で外周部に接していないと見なされ、ペリメータ（外

周部）は存在しないとして、ペリメータの空調機器セルが網掛けとなります。 

 

【空調方式】 

□ 空調している室はセルをダブルクリックし、「中央熱源」「個別空調」から選択してください。 

□ 空調していない室は空欄としてください。  

4 
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□ 入力画面「１．建物情報」で、用途「貸事務所」の空調方式（中央熱源あるいは個別空調）を選

択した場合、通常、空調している部門「ロビー・ホール」「出入口」を選択すると、空調方式とイ

ンテリアの空調機器が自動入力されます（中央熱源は「空調機」、個別空調は「空冷 PAC」）。空調

方式を修正する場合は、セルをダブルクリックして該当する空調方式に修正してください。 

□ 通路・倉庫も空調がある場合は空調方式を選択して下さい。 

 

【蓄熱利用】 

□ 「１．建物情報」で 水蓄熱 あるいは 氷蓄熱 を選択した場合、蓄熱運転を行う熱源機器による

空調を使用している室について、セルをダブルクリックして蓄熱利用の「有」を選択してくださ

い。 

 

   【空調機器】 

□ インテリアの入力方法 

インテリアのセルをダブルクリックし、該当する機種あるいは類似機種を選択してください。上

記の空調方式（中央熱源あるいは個別空調）によって、入力できる空調機器が限定されます。 

①空調方式が中央熱源の場合 

インテリアには中央熱源の空調機器（空調機、ファンコイルユニット）のみが選択できます。個

別空調の機器は選択できませんので、個別空調機器の代替として中央熱源の空調機器を選択す

るか、空調方式を個別空調に変更してください。（ただし、ペリメータも個別空調のみの選択に

なります。） 

②空調方式が個別熱源の場合 

インテリアには個別空調の空調機器（ビルマルチ、ガスマルチ、空冷 PAC、ガス PAC、水冷 PAC、

PMAC）のみが選択できます。中央熱源の空調機器を選択したい場合で１．建物情報の「中央熱源

設備」に熱源機器仕様が入力されている場合は、空調方式を中央熱源に変更できます。 

 

□ ペリメータの入力方法 

ペリメータのセルをダブルクリックし、該当する機種あるいは類似機種を選択してください。 

①空調方式が中央熱源の場合 

ペリメータには中央熱源の空調機器、および個別空調の空調機器が選択できます。 

②空調方式が個別熱源の場合 

ペリメータには個別空調の空調機器のみが選択できます。中央熱源の空調機器を選択したい場

合で１．建物情報の「中央熱源設備」に熱源機器仕様が入力されている場合は、空調方式を中央

熱源に変更できます。 

③ペリメータの空調機器を入力できない場合の対処方法 

外壁が全方位とも無い場合はペリメータが存在しないものと見なされ、セルが網掛けになり空

調機器を入力できません。空調機器を入力する時は必ず外壁がある方位を「有」にしてください。 

 

□ 個別空調の空調機器が選択画面にない場合の入力方法 

個別空調の空調機器（ビルマルチ、ガスマルチ、空冷 PAC、ガス PAC、水冷 PAC、PMAC※）以外の

空調機器の場合は下記を選択してください。※PMAC:水熱源ヒートポンプパッケージエアコン 

①電動駆動の空冷マルチエアコン、水冷マルチエアコンは「ビルマルチ」を選択。 

②ガスエンジン駆動の空冷マルチエアコン、水冷マルチエアコンは「ガスマルチ」を選択。  

9 
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③ウォールスルー型空冷 PACは「空冷 PAC」を選択。 

 

□ 空調機器入力の省略 

①ペリメータ系統の空調機器がない場合、ペリメータは空欄にしてください。 

②ペリメータとインテリアの空調系統が同一の場合は、「インテリア」にのみ入力し、ペリメータ

は空欄としてください。ただし、空調機器が同一でもペリメータとインテリアに空調系統が分か

れている場合は両方に入力してください。 

 

【給湯燃料】 

□ 共用部の給湯負荷は、想定した利用者数に基づき計算しますので、給湯燃料種別を選択する部門

（室）は給湯設備が設置されている給湯室やトイレではなく、在室者がいる防災センター、中央

監視室等の「その他・共用」になります。セルをダブルクリックし、給湯に使用している燃料を

選択してください。 

□ 在室者がいない部門は空欄としてください。 

□ 入力画面「１．建物情報」で「■給湯燃料種別」を選択した場合、部門を選択すると、給湯燃料

の欄に建物情報で入力した給湯燃料が自動入力されます。実際の燃料と異なる場合は修正してく

ださい。 

 

【調理燃料】 

□ 調理設備がある室については、セルをダブルクリックし、調理に使用する燃料を選択してくださ

い。 

※データインポート 

共用部情報の入力は「データインポート」を押下すると、事前に作成保存した中継シートからデー

タを自動入力することができます。操作手順は P61をご参照ください。 

・データインポートの順番 

「１．建物情報」の「□定期報告対象」の入力欄（P36）で、貸事務所部分の「用途」と「階」を入

力し、貸事務所部分の区画を定義した後に、中継シートのデータインポートを行ってください。区

画を定義しないとエラーが生じます。 

・データインポートの注意事項 

中継シートのデータインポートを実行した場合、「No.4-1 共用部省エネルギー対策」（P56）、

「No.5-1 共用部営業日数」（P58）のシートも併せて反映されます。「No.4-1」、「No.5-1」を直接入

力後に中継シートをインポートすると中継シートの内容に上書きされますので、ご注意ください。 

 

設定が完了後、 次へ> ボタンをクリックし、 「2-2事務所（テナント）部情報」 の入力に進みます

。 
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なります。 

 

   【部門】 

□ セルをダブルクリックすると、リストが表示されるので、テナント、24時間稼働テナント、社員

食堂の中から必ず選択してください。未選択の部門はエラーとなります。。 

□ テナント、24時間稼働テナント、社員食堂の対象室 

テナントは定時就業の事務室、会議室、更衣室等を含みます。 

24時間稼働テナントは 24時間稼働の事務室、電算室等を含みます。 

社員食堂は食堂、調理室、食品倉庫等、社員食堂に関連する室を全て含みます。 

テナントが賃借している「倉庫」は 2-1.共用部情報で「その他・共用」に含めてください。 

 

【階高】 

□ 各階の階高を入力してください。天井高さではなく、コンクリート床スラブの高さです。空調負

荷計算に使用する天井高さはツール内で「階高-１m」として自動設定されます。 

 

【外壁】 

□ 外壁に面する方位のセルをダブルクリックし、有無を選択してください。外壁がない室は外壁の

東西南北のすべての欄を空欄としてください。ツール内で各室は正方形の形状と見なされ、室床

面積の平方根を外壁長さとして空調負荷計算に使用されます。なお、地下階の室の外壁有無は入

力不要です。 

□ 外壁が全方位とも「無」の場合はツール内で外周部に接していないと見なされ、ペリメータ（外

周部）は存在しないとして、ペリメータの空調機器セルが網掛けとなります。 

 

【空調方式】 

□ 空調している室はセルをダブルクリックし、「中央熱源」「個別空調」から選択してください。 

□ 空調していない室は空欄としてください。 

入力画面「１．建物情報」で、用途「貸事務所」の空調方式（中央熱源あるいは個別空調）を選

択した場合、事務所（テナント）部の部門を選択すると、空調方式とインテリアの空調機器が自

動入力されます（中央熱源は「空調機」、個別空調は「空冷 PAC」）。空調方式を修正する場合は、

セルをダブルクリックして該当する空調方式に修正してください。 

 

【蓄熱利用】 

□ 「１．建物情報」で 水蓄熱 あるいは 氷蓄熱 を選択した場合、蓄熱運転を行う熱源機器による

空調を使用している室について、セルをダブルクリックして蓄熱利用の「有」を選択してくださ

い。 

 

【空調機器】 

□ インテリアの入力方法 

インテリアのセルをダブルクリックし、該当する機種あるいは類似機種を選択してください。上

記の空調方式（中央熱源あるいは個別空調）によって、入力できる空調機器が限定されます。 

①空調方式が中央熱源の場合 

インテリアには中央熱源の空調機器（空調機、ファンコイルユニット）のみが選択できます。  
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個別空調の機器は選択できませんので、個別空調機器の代替として中央熱源の空調機器を選択

するか、空調方式を個別空調に変更してください。（ただし、ペリメータも個別空調のみの選択

になります。） 

②空調方式が個別熱源の場合 

インテリアには個別空調の空調機器（ビルマルチ、ガスマルチ、空冷 PAC、ガス PAC、水冷 PAC、

PMAC）のみが選択できます。中央熱源の空調機器を選択したい場合で１．建物情報の「中央熱源

設備」に熱源機器仕様が入力されている場合は、空調方式を中央熱源に変更できます。 

 

□ ペリメータの入力方法 

ペリメータのセルをダブルクリックし、該当する機種あるいは類似機種を選択してください。 

①空調方式が中央熱源の場合 

ペリメータには中央熱源の空調機器、および個別空調の空調機器が選択できます。 

②空調方式が個別熱源の場合 

ペリメータには個別空調の空調機器のみが選択できます。中央熱源の空調機器を選択したい場

合で１．建物情報の「中央熱源設備」に熱源機器仕様が入力されている場合は、空調方式を中央

熱源に変更できます。 

③ペリメータの空調機器を入力できない場合の対処方法 

外壁が全方位とも無い場合はペリメータが存在しないものと見なされ、セルが網掛けになり空

調機器を入力できません。空調機器を入力する時は必ず外壁がある方位を「有」にしてください。 

 

□ 個別空調の空調機器が選択画面にない場合の入力方法 

個別空調の空調機器（ビルマルチ、ガスマルチ、空冷 PAC、ガス PAC、水冷 PAC、PMAC※）以外の

空調機器の場合は下記を選択してください。※PMAC:水熱源ヒートポンプパッケージエアコン 

①電動駆動の空冷マルチエアコン、水冷マルチエアコンは「ビルマルチ」を選択。 

②ガスエンジン駆動の空冷マルチエアコン、水冷マルチエアコンは「ガスマルチ」を選択。 

③ウォールスルー型空冷 PACは「空冷 PAC」を選択。 

 

□ 空調機器入力の省略 

①ペリメータ系統の空調機器がない場合、ペリメータは空欄にしてください。 

②ペリメータとインテリアの空調系統が同一の場合は、「インテリア」にのみ入力し、ペリメータ

は空欄としてください。ただし、空調機器が同一でもペリメータとインテリアに空調系統が分か

れている場合は両方に入力してください。 

 

   【給湯燃料】 

□ 事務所（テナント）部の給湯負荷は、想定した利用者数に基づき計算しますので、給湯燃料種別

を選択する部門（室）は給湯設備が設置されている給湯室やトイレではなく、在室者がいる部門

（テナント、24時間稼働テナント、社員食堂）になります。セルをダブルクリックし、給湯に使

用している燃料を選択してください。 

□ 在室者がいない部門は空欄としてください。 

□ 入力画面「１．建物情報」で「■給湯燃料種別」を選択した場合、部門を選択すると、給湯燃料

の欄に建物情報で入力した給湯燃料が自動入力されます。実際の燃料と異なる場合は修正してく

ださい。  

10 

11 
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【調理燃料】 

□ 調理設備がある室については、セルをダブルクリックし、調理に使用する燃料を選択してくださ

い。なお、社員食堂を選択した場合は「ガス」が自動入力されます。実際の燃料と異なる場合は

修正してください。 

 

※データインポート 

事務所（テナント）部情報の入力は「データインポート」を押下すると、事前に作成保存した中継

シートからデータを自動入力することができます。操作手順は P61をご参照ください。 

・データインポートの順番 

「１．建物情報」の「□定期報告対象」の入力欄（P36）で、貸事務所部分の「用途」と「階」を入

力し、貸事務所部分の区画を定義した後に、中継シートのデータインポートを行ってください。区

画を定義しないとエラーが生じます。 

・データインポートの注意事項 

中継シートのデータインポートを実行した場合、「No.4-2 事務所（テナント）部省エネルギー対

策」（P57）で入力する項目も併せて反映されます。「No.4-2」を直接入力後に中継シートをインポー

トすると上書きされてしまいますので、ご注意ください。 

 

設定が完了後、 次へ> ボタンをクリックし 3 建物全体省エネルギー対策 の設定に進みます。 

  

12 
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（６）【入力画面】No.3 建物全体省エネルギー対策の入力 

省エネポテンシャルを算定する上で、省エネルギー全対策 50項目を表 III-3 に示します。この内、

建物全体の省エネ対策は 42 項目で、赤枠に示す 8 項目（No15,22,37,39,40,41,42,47）は入力画面

No.4-1 共用部、No.4-2 事務所（テナント）部の省エネ対策で室ごとに実施状況を入力します。 

表 III-3 省エネルギー対策全 50 項目 

 

注）Noに○が付いている対策は省エネポテンシャル削減効果が 0.5％程度以上の効果が高い対策です。

実施状況の確認の際には留意してください。 

出所：別冊「省エネ対策実施状況 入力ガイドライン」参考資料 1-3（P58、P59） 

No 設備分類 対策メニュー 対策メニュー名称 No 設備分類 対策メニュー 対策メニュー名称

1
冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量
の制御

26 ボイラーなど燃焼設備の空気比の調整

2 ウォーミングアップ時の外気取入れ停止 27 蒸気ボイラーの運転圧力の調整

3 熱源機器の運転開始時間の調整 28 蒸気ボイラーのブロー量の適正管理

4
外気冷房（中間期・冬期の外気導入運
転）

29
Ⅱ.投資が必要

な対策
蒸気配管・蒸気バルブ・フランジ等の断熱
強化

5 熱源機器冷水送水温度の調整 30 給水ポンプユニットの流量・圧力調整

6 冷却水設定温度の調整 31 暖房便座の夏期加熱停止

7 熱源機器の台数制御の導入 32
Ⅱ.投資が必要

な対策
省エネ型便座又は洗浄便座のスケ
ジュール制御の導入

8 冷暖房ミキシングロスの防止 33 給湯温度の調整

9
CO2による外気量自動制御システムの導

入
34 洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止）

10 空調用ポンプへ高効率モータの導入 35 給湯配管類の断熱強化

11 冷却塔ファンへ高効率モータの導入 36 高効率給湯器の導入

12 全熱交換器の導入 37 Ⅰ.運用対策 照明照度の調整

13 室外機の熱交換効率改善 38
人感センサーによる照明点灯制御の導
入

14 空調機へ高効率モータの導入 39
照明スイッチの細分化（配線回路の分割
化）

15 高効率パッケージエアコンの導入 40 昼光利用照明制御システムの導入

16
二次側ポンプの可変流量制御（VWV）の
導入

41 LED(発光ダイオード)照明の導入

17 冷却塔ファンのインバータ制御 42 タスク・アンビエント照明方式の導入

18 大温度差送風システムの導入 43
エレベーターへのインバータ制御又は電
力回生制御の導入

19 大温度差送水システムの導入 44
エスカレーター運転の人感センサー方式
又は微速運転方式の導入

20 空調機・換気ファンの高効率化 45 受変電設備
Ⅱ.投資が必要

な対策
高効率変圧器の導入

21
空調機・換気ファンの省エネファンベルト
の導入

46 設備全般 Ⅰ.運用対策 BEMSの導入

22 ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 47 Ⅰ.運用対策 カーテン、ブラインドによる日射の調整

23
間欠運転・換気回数の適正化による換気
運転時間の短縮

48 日照調整フィルムの導入

24 駐車場換気設備の運転最適化 49
ブラインドの日射制御又はスケジュール
制御の導入

25
Ⅱ.投資が必要

な対策
換気ファンへ高効率モータを導入 50 高断熱ガラス・サッシの導入

Ⅱ.投資が必要
な対策

Ⅱ.投資が必要
な対策

Ⅱ.投資が必要
な対策

Ⅰ.運用対策

Ⅰ.運用対策

Ⅰ.運用対策

Ⅱ.投資が必要
な対策

空気調和設備

Ⅰ.運用対策

Ⅱ.投資が必要
な対策

建築

空気調和設備
・換気設備

Ⅱ.投資が必要
な対策

換気設備

Ⅰ.運用対策

ボイラー設備

給排水衛生設備

給湯設備

照明設備

昇降機設備
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（１０）【ポップアップ】による入力の説明 

各入力画面には表 III-6に示すポップアップが設定されていますので、入力時の参考にしてください。 

表 III-6 ポップアップによる入力の説明 

  

入力画面 項 目 該当セル ポップアップ コメント
参照

ページ

■地上階数 階数
塔屋を除いた建物全体の地上階数を入力してください。
※複数棟が一体となっているビルは最も階数が多い棟の階数を入力してください。
■用途の選択階が自動設定されます。

33

■地下階数 階数
建物全体の地下階数を入力してください。
※複数棟が一体となっているビルは最も階数が多い棟の階数を入力してください。
■用途の選択階が自動設定されます。

33

ガラス仕様
※同等または類似の仕様を選択してください。
※階によって仕様が異なる場合はガラス面積比率の最も大きな仕様を選択してください。
※窓ガラスがない方位はガラス仕様、窓開口率は入力しないでください。

34

窓開口率
外壁面積＋窓面積（サッシ含む）に対する窓面積の比率(%)を入力してください。
※窓開口率＝窓面積÷(窓面積＋外壁面積)×100

34

■用途

□定期報告対象 階
ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択してください。【複数選択可】
※同一用途は複数階をまとめて選択してください。
※右クリックにて行挿入･削除･ｺﾋﾟｰが可能です。

36

用途
※貸事務所等の各用途は1行で入力し、共用部の屋内駐車場、熱源機械室・電気室を定期報告している場合は貸事
務所に含めます。
※ﾘｽﾄにない場合は「その他」を選択し、営業時間、照明原単位等を入力してください。

36

床面積
※貸事務所の床面積は定期報告対象の2-1共用部情報、2-2事務所（テナント）部情報の床面積を含んだ値を入力
してください。

38

空調方式
ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると選択/選択解除が切り替わります。
※中央熱源と個別空調が混在している場合は中央熱源を選択してください。

38

□定期報告対象外 用途

※「他の貸事務所事業者」は他の区分所有者が賃貸している執務室です。
※他の区分所有者がエントランス・ロビー、その他・共用、屋内駐車場、熱源機械室・電気室を定期報告してい
る場合は、これらを選択してください。
※ﾘｽﾄにない場合は「その他」を選択し、営業時間、照明原単位等を入力してください。

36

機種

※該当する機種あるいは類似の機種を選択してください。
※地域熱供給も機種の一つとして選択し、地域熱供給施設の熱源機器は入力しないでください。
※給湯専用ボイラは入力しないでください。
※入力行が10行を超える場合は定格出力の大きい方から10行入力してください。

40

台数
※定格出力、定格COP、運転順位が共通の熱源機器は複数台をまとめて入力してください。
※同一機種でも一部の運転順位が別の機種の運転順位の後になるなど、運転順位が異なる場合は分けて入力して
ください。

41

定格出力
※単位に注意して入力してください。
※地域熱供給は冷水、温水、蒸気の契約熱量を入力してください。

41

定格COP
ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると手入力／定格入力による計算が切り替わります。
(COP＝定格出力÷定格入力)
※現在運転している熱源機器の定格COPを入力してください。

41

運転順位

※熱源系統は1系統で計算しますので、複数系統ある場合は冷暖房定格出力合計値の大きい系統から小さい系統の
順に、各系統の運転順位を交互に設定してください。
※蒸気吸収式冷凍機を入力した場合、ボイラあるいは地域熱供給（蒸気）は蒸気吸収式冷凍機の運転最後順位の
次の順位を入力してください。

41

蓄熱運転
ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると蓄熱運転の有無が切り替わります。
※蓄熱運転を行う冷凍機を「有」としてください。

43

■給湯燃料種別
電気・ガス・油・
地冷

ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると選択が切り替わります。
※給湯燃料種別が複数ある場合は使用熱量の大きい燃料種別を一つ選択してください。
※２－１ 共用部情報、２－２ 事務所(テナント)部情報で室ごとに燃料種別を選択することができます。

43

無・水蓄熱・氷蓄
熱

※蓄熱槽がある場合は水蓄熱あるいは氷蓄熱を選択し、いずれもある場合は容量の大きな方を選択してくださ
い。
※水蓄熱は冷水蓄熱を示します。
※地域熱供給施設の蓄熱槽はビル内に設置されている場合でも対象外です。

43

冷蓄熱容量
※複数の冷蓄熱槽がある場合は合計値を入力してください。
※温熱の蓄熱は入力対象外となっています。

43

■エネルギー使用量
実績値

排熱利用
ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると排熱利用の有無が切り替わります。
※CGS排熱を利用し、該当する燃料種別を削減している場合は「有」とします。

44

階
※共用部の部門、床面積、階高、外壁有無、空調方式、空調機器、省エネ対策実施状況等の条件が共通の室は複
数階を集約できます。

46

各階の室床面積
※各階の床面積を入力してください。
※同一階で部門、外壁有無、空調方式、空調機器、省エネ対策実施状況等の条件が共通の室は床面積を集約でき
ます。

46

外壁
※外壁に面している室は各方位を「有」にしてください。
※地下階の外壁有無は入力不要です。

47

空調方式
※自動入力された空調方式が異なっている場合は修正してください。

例えば「中央熱源」⇒「個別空調」
47

蓄熱利用 ※蓄熱を利用して空調している場合は「有」にしてください。 48

インテリア
※ペリメータとインテリアが同一空調系統の場合は「インテリア」のみ入力し、ペリメータは空欄にしてくださ
い。
※同じ空調機器でもペリメータとインテリアに空調系統が分かれている場合は両方に入力してください。

48

ペリメータ
※ペリメータ用の空調機器がある場合に選択してください。
※ペリメータ用の空調機器がない場合は空欄にしてください。
※外壁が全方位とも無い場合はペリメータが存在しないので網掛けになります。

48

給湯燃料種別 ※給湯設備が設置されている室ではなく、利用する在室者がいる室に入力してください。 49
調理燃料種別 ※調理設備がある室に入力してください。 49

階
※事務所（テナント）部の部門、床面積、階高、外壁有無、空調方式、空調機器、省エネ対策実施状況等の条件
が共通の室は複数階を集約できます。

50

各階の室床面積
※各階の床面積を入力してください。
※同一階で部門、外壁有無、空調方式、空調機器、省エネ対策実施状況等の条件が共通の室は床面積を集約でき
ます。

50

外壁
※外壁に面している室は各方位を「有」にしてください。
※地下階の外壁有無は入力不要です。

51

空調方式
※自動入力された空調方式が異なっている場合は修正してください。

例えば「中央熱源」⇒「個別空調」
51

蓄熱利用 ※蓄熱を利用して空調している場合は「有」にしてください。 51

インテリア
※ペリメータとインテリアが同一空調系統の場合は「インテリア」のみ入力し、ペリメータは空欄にしてくださ
い。
※同じ空調機器でもペリメータとインテリアに空調系統が分かれている場合は両方に入力してください。

51

ペリメータ
※ペリメータ用の空調機器がある場合に選択してください。
※ペリメータ用の空調機器がない場合は空欄にしてください。
※外壁が全方位とも無い場合はペリメータが存在しないので網掛けになります。

52

給湯燃料種別 ※給湯設備が設置されている室ではなく、利用する在室者がいる室に入力してください。 52
調理燃料種別 ※調理設備がある室に入力してください。 53

5-1.共用部営
業日数

営業日数 各月営業日数 ※工事期間中や室を利用していない期間は、営業日数に含めないでください。 58

2-2.事務所
（テナント）

部情報

空調機器

1.建物情報

■窓仕様

■中央熱源設備

■蓄熱槽

2-1.共用部情
報

空調機器
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９．エラーへの対応 

ツールの起動から計算実行に至るまでの主なエラー表示を、エラー一覧表（１）～（４）に示しま

す。エラーが発生した際に参考としてください。また、（５）データの入力規制、（６）EXCELの設定

が変わった場合の対処方法も併せてご参照ください。 

【主なエラー表示】 

（１）プログラム起動・計算ケース編集 

（２）データ入力 

（３）中継シートインポート 

（４）計算実行 

（１）プログラム起動・計算ケース編集 

表 III-7 エラー一覧表（１） 

 

NO エラーメッセージ 内 容 対 策

1

本プログラムはWindows XPでは動作確認しており
ません。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows XPでは動作する可能性はありますが、
ツールの動作確認をしておりません。マニュアル
に記載された動作環境にて作業してください。

2

本プログラムはWindows 2000では動作確認してお
りません。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows 2000では動作する可能性はありますが、
ツールの動作確認をしておりません。マニュアル
に記載された動作環境にて作業してください。

3

本プログラムはWindows MEには対応しておりませ
ん。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows MEではこのツールを実行できません。マ
ニュアルに記載された動作環境にて作業してくだ
さい。

4

本プログラムはWindows 98には対応しておりませ
ん。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows 98ではこのツールを実行できません。マ
ニュアルに記載された動作環境にて作業してくだ
さい。

5

本プログラムはWindows 95には対応しておりませ
ん。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows 95ではこのツールを実行できません。マ
ニュアルに記載された動作環境にて作業してくだ
さい。

6

本プログラムはMac OSには対応しておりません。 PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Mac OSではこのツールを実行できません。マニュ
アルに記載された動作環境にて作業してくださ
い。

7

本プログラムはWindows Vistaには対応しておりま
せん。

PCのOSがツールの動作環境と異なっている。 Windows Vistaではこのツールを実行できません。
マニュアルに記載された動作環境にて作業してく
ださい。

8

本プログラムはWindows 10/Windows 8/Windows 7
にて動作確認済みです。

Windows10以降のOSでは動作確認していない。 Windows10以降のバージョンでは動作する可能性は
ありますが、ツールの動作確認をしておりませ
ん。マニュアルに記載された動作環境にて作業し
てください。

9

本プログラムはEXCEL2007より前のバージョン
(EXCEL2003,2002,2000,97,95など)には対応してお
りません。

EXCELのバージョンが動作環境と異なっている。 旧バージョンのEXCELではこのツールを実行できま
せん。

10

本プログラムはEXCEL2007,2010,2013,2016 にて動
作確認済みです。エラー停止する恐れがありま
す。

EXCEL2016以降のバージョンでは動作確認していな
い。

EXCEL2016以降のバージョンでは動作する可能性は
ありますが、ツールの動作確認をしておりませ
ん。マニュアルに記載された動作環境にて作業し
てください。

11

利用条件設定がされていないと利用できません。
プログラムを終了します。

Originalフォルダ内にKanri.xlsxが存在しないか
破損している。

ダウンロードしたzip形式圧縮ファイルを現在の
ツールとは別のフォルダに解凍してOriginalフォ
ルダ内のKanri.xlsxを現在のツールのOriginal
フォルダにコピーして下さい。

12

[ファイル名] が見つかりません。 計算ﾃﾞｰﾀフォルダ内の計算ケース名フォルダ内に
EPST.xlsmが存在しない。

誤ってファイルを削除あるいは移動したものと思
われます。
該当するファイルが見つかれば計算ケース名フォ
ルダ内に戻して下さい。（他の計算フォルダ内及
びOriginalフォルダ内のEPST.xlsmは除く）

13
同一名のケースが存在します。 名称変更時、入力値が既存の計算ケース名と同

じ。
既存の計算ケース名と異なる名称を入力して下さ
い。

14
同一名のケースが存在します。[計算ケース名] 複製時、新しいケース名称の入力値が既存の計算

ケース名と同じ。
既存の計算ケース名と異なる名称を入力して下さ
い。

15

削除できませんでした。 該当計算ケースフォルダ内のEPST.xlsmが開かれて
いる。あるいはフリーズなどでファイルにロック
がかかっている。

EPST.xlsmを閉じてから実行して下さい。
閉じているにもかかわらず削除できない場合はPC
を再起動して下さい。

16

名称に使用できない文字が含まれています。 ケース名称に禁止文字 \ / * ? | < > : ; , % "
_ [ ]が使用されている。

禁止文字を使用しない名称を入力してください。
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（２）データ入力 

表 III-8 エラー一覧表（２） 

 

 

（３）中継シートインポート 

表 III-9 エラー一覧表（３） 

 

  

NO エラーメッセージ 内 容 対 策

1

選択するデータはありません。 セルのダブルクリックによるリスト選択時に表示する
データが存在しない。
Databaseフォルダ内のファイルに欠落あるいは計算
シートの欠損が考えられます。

Databaseフォルダを復旧して下さい。
ダウンロードしたzip形式圧縮ファイルを現在の
ツールとは別のフォルダに解凍してDatabaseフォ
ルダを現在のツールのフォルダにコピーして下さ
い。
ファイルの置換メッセージが表示される場合は
「ファイルを置き換える」を選択して下さい。
上記の処理で解決しない場合は計算ケース選択に
て計算シート更新※1を行って下さい。
※1 計算シート更新

2
建物情報にて用途の階を設定してください。 建物情報にて用途の入力がされていないため階選択時

にリスト表示されない。
「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「階」を
入力して下さい。

3

建物情報にて用途の設定を行ってください。 建物情報にて用途の入力がされていないため部門選択
時にリスト表示されない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、該当する
「用途」を入力して下さい。

計算ケースを選択し｢X｣キーをクリック

すると最新の計算シートに更新する。

NO エラーメッセージ 内 容 対 策

1

建物情報の用途で「貸事務所」を設定してから実
行して下さい。

建物情報にて貸事務所の設定がないと中継シー
トの部門情報を展開できない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「貸事務
所」を設定して下さい。

2

建物情報の用途で「貸事務所」の階を設定してか
ら実行して下さい。

建物情報にて貸事務所の階の設定がないと中継
シートの階情報を展開できない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、貸事務所
の「階」を設定して下さい。

3

指定したExcelファイルは中継シートではありませ
ん。

中継シートではないEXCELファイルをインポー
トしようとした。

中継シートが保存されているEXCELファイルを選択
して下さい。中継シートを加工した場合は各項目
データのチェックにてエラー表示されます。

4

中継シートに共用部の登録がありません。 中継シートにデータの登録がない。 中継シートのシート名「共用部」のシートにデー
タを入力して、再度データインポートして下さ
い。

5

中継シートに事務所（テナント）部の登録があり
ません。

中継シートにデータの登録がない。 中継シートのシート名「事務所(テナント）部」の
シートにデータを入力して、再度データインポー
トして下さい。

6

階の入力に誤りがあるか建物情報の用途で設定し
ていない階があります。XX,XX,XX･･･行

建物情報で設定されていない階が中継シートに
入力されている。

エラー発生行について「1.建物情報」の「■用
途」（P36)の「階」に入力された内容を修正する
か、中継シートの「階」を修正してください。

7

部門が入力されていないか建物情報で設定してい
ない用途の部門です。XX,XX,XX･･･行

建物情報で設定されていない用途の部門が中継
シートに入力されている。

エラー発生行について「2-1共有部情報」（P46)又
は「2-2事務所（テナント）部情報」（P50）の
「部門」を修正するか、中継シートの「部門」を
修正してください。

8

室名又はテナント名が入力されていません。
XX,XX,XX･･･行

室名又はテナント名が入力されていない室があ
る。

エラー発生行について中継シートの「室名」を入
力してください。

9

床面積が入力されていません。XX,XX,XX･･･行 床面積が入力されていない室がある。 エラー発生行について中継シートの「各階床面
積」を入力してください。

10

階高が入力されていません。XX,XX,XX･･･行 階高が入力されていない室がある。 エラー発生行について中継シートの「階高」を入
力してください。
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（４）計算実行 

表 III-10 エラー一覧表（４） 

 

NO エラーメッセージ 内 容 対 策

1
地上階数を入力して下さい。 地上階数が入力されていない。 「1.建物情報」の「■地上階」（P33)を設定して

下さい。

2
外壁仕様を選択して下さい。 外壁仕様が選択されていない。 「1.建物情報」の「■外壁仕様」（P34)を設定し

て下さい。

3

[方位]の窓開口率を入力して下さい。 ガラス仕様が選択されていて窓開口率
が空欄となっている。

「1.建物情報」の「■窓仕様」（P34)について、
ガラス仕様を設定した際は窓開口率を入力して下
さい。また、窓がない場合はガラス仕様を設定し
ないでください。

4

ガラス仕様を選択して下さい。 4方位ともガラス仕様の設定がない。
省エネポテンシャル値の計算には少な
くとも1方位には窓の設定が必要。

。「1.建物情報」の「■窓仕様」（P34)を入力し
てください。

5

XX階の用途を選択して下さい。 階の設定があるのに用途が設定されて
いない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「用途」
を設定してください。

6

XX階の床面積を入力して下さい。 階の設定があるのに床面積が設定され
ていない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「床面
積」を設定してください。

7

[用途名]の階を選択して下さい。 用途の設定があるのに階が設定されて
いない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「階」を
設定してください。

8

[用途名]の床面積を入力して下さい。 用途の設定があるのに床面積が入力さ
れていない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「床面
積」を設定してください。

9

XXXX㎡の階を選択して下さい。 床面積の入力があるのに階が設定され
ていない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「階」を
設定してください。

10

XXXX㎡の用途を選択して下さい。 床面積の入力があるのに用途が設定さ
れていない。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で、「床面
積」を設定してください。

11

その他の営業時間を入力して下さい。 営業時間が入力されていない。 「1.建物情報」の「■用途」（P36)で用途を「そ
の他」としている場合は「営業時間」を入力して
ください。

12

その他の照明原単位を入力して下さい。 照明原単位が入力されていない。 「1.建物情報」の「■用途」（P36)で用途を「そ
の他」としている場合は「照明原単位」を入力し
てください。

13

その他のコンセント原単位を入力して下さい。 コンセント原単位が入力されていな
い。

「1.建物情報」の「■用途」（P36)で用途を「そ
の他」としている場合は「コンセント原単位」を
入力してください。

14

その他の在室人員原単位を入力して下さい。 在室人員原単位が入力されていない。 「1.建物情報」の「■用途」（P36)で用途を「そ
の他」としている場合は「在室人員原単位」を入
力してください。

15

その他の室内設定温度を入力して下さい。 室内設定温度が入力されていない。 「1.建物情報」の「■用途」（P36)で用途を「そ
の他」としている場合は「室内設定温度」を入力
してください。

16
[機種名]の台数を入力して下さい。 機種の設定があるのに台数が入力され

ていない。
「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「台数」を入力してください。

17
[機種名]の燃料種別を選択して下さい。 機種の設定があるのに燃料種別が選択

されていない。
「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「燃料種別」を入力してください。

18
[機種名]の定格出力を入力して下さい。 機種の設定があるのに定格出力が入力

されていない。
「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「定格出力」を入力してください。

19
[機種名]の定格入力を入力して下さい。 機種の設定があるのに定格入力が入力

されていない。
「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「定格入力」を入力してください。

20
[機種名]のCOPを入力して下さい。 機種の設定があるのにCOPが入力され

ていない。
「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「定格出力」を入力してください。

21
[機種名]の運転順位を入力して下さい。 機種の設定があるのに全ての期間・昼

夜について運転順位が入力されていな
い

「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「運転順位」を入力してください。

22
[機種名]の運転順位が[機種名]と重複していま
す。

同じ運転モード(冷房/暖房)で同じ運
転順位の機種が存在している。

「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
「運転順位」を重複しないように修正してくださ
い

23

ボイラ・地冷(蒸気)の運転順位は吸収式冷凍機の
後としてください。

蒸気吸収式冷凍機の運転順位よりボイ
ラ・地域熱供給(蒸気)の運転順位が小
さくなっている。

ボイラ・地域熱供給(蒸気)は蒸気吸収式冷凍機の
運転順位より後の番号を入力して下さい。複数の
ボイラの場合、最初のボイラの運転順位で判定し
ます(最初のボイラが蒸気吸収式冷凍機の追い焚き
用と判定しています。)

24

蒸気吸収式冷凍機用のボイラまたは地冷(蒸気)の
設定がありません。

蒸気吸収式冷凍機があるのにボイラ又
は地域熱供給(蒸気)の設定がない。

「1.建物情報」の「■中央熱源装置」（P40)で、
機種に蒸気吸収式冷凍機が含まれている場合は、
蒸気を供給するボイラあるいは地域熱供給（蒸
気）も入力してください。
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NO エラーメッセージ 内 容 対 策

25
給湯燃料を選択して下さい。 給湯燃料種別が選択されていない。 「1.建物情報」の「■給湯燃料種別」（P43)を入

力してください。

26
冷蓄熱容量を入力して下さい。 蓄熱槽の設定があるのに冷蓄熱容量が

入力されていない。
「1.建物情報」の「■蓄熱槽」（P43)で、「冷蓄
熱容量」を入力してください。

27

蓄熱運転可能な冷凍機を設定して下さい。 蓄熱槽の設定があるのに蓄熱可能な冷
凍機が設定されていない。

「1.建物情報」の「■蓄熱槽」（P43)で、「水蓄
熱」又は「氷蓄熱」を入力した場合、「1.建物情
報」の「■中央熱源装置」（P40)で、機種に「空
冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ」、「水冷冷房専用ﾁﾗｰ」、「ター
ボ冷凍機」、「ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞ冷凍機」のいずれかを
入力してください。

28

蓄熱運転する冷凍機が選択されていません。 蓄熱槽の設定があるのに蓄熱運転する
冷凍機が選択されていない。

「1.建物情報」の「■蓄熱槽」（P43)で、「水蓄
熱」又は「氷蓄熱」を入力した場合、「1.建物情
報」の「■中央熱源装置」（P40)で入力する「空
冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ」、「水冷冷房専用ﾁﾗｰ」、「ター
ボ冷凍機」、「ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞ冷凍機」のいずれかの
「蓄熱運転」欄を「有」と修正して下さい。

29

事務所(共用部)又は事務所(テナント部) XX行 [室
名] の床面積を入力して下さい。

部門の設定があるのに床面積が入力さ
れていない。

「2-1共有部情報」（P46)又は「2-2事務所（テナ
ント）部情報」（P50）の「床面積」を入力してく
ださい。

30

事務所(共用部)又は事務所(テナント部) XX行 [室
名] の階高を入力して下さい。

部門の設定があるのに階高が入力され
ていない。

「2-1共有部情報」（P46)又は「2-2事務所（テナ
ント）部情報」（P50）の「階高」を入力してくだ
さい。

31

事務所(共用部)又は事務所(テナント部) XX行 [室
名] の空調機器を選択して下さい。

空調方式の設定があるのに空調機器が
選択されていない。

「2-1共有部情報」（P46)又は「2-2事務所（テナ
ント）部情報」（P50）の「空調機器」を入力して
ください。

32

部門情報にて中央熱源設備の選択がありません。
(全て個別空調の場合は、中央熱源設備の設定はク
リアして下さい。)

１．建物情報にて中央熱源設備の設定
があるのに共用部、事務所(テナント)
部の空調方式に中央熱源の設定が無
い。

「2-1共有部情報」（P46)又は「2-2事務所（テナ
ント）部情報」（P50）に、中央熱源の選択機種で
ある「空調機」又は「ファンコイル」を入力する
か、全て個別空調の場合は、「1.建物情報」の
「■中央熱源設備」の入力内容を削除してくださ
い。

33

定期報告エネルギー使用量実績値【電気】を入力
して下さい。

定期報告電気使用量が入力されていな
い。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告電気使用量」を入力してく
ださい。

34

定期報告エネルギー使用量実績値【ガス】を入力
して下さい。

中央熱源設備、給湯、調理の燃料にて
ガスの設定があるのに各月の定期報告
ガス使用量が入力されていない。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告ガス使用量」を入力してく
ださい。

35

定期報告エネルギー使用量実績値【油】を入力し
て下さい。

中央熱源設備、給湯の燃料にて油の設
定があるのに各月の定期報告油使用量
が入力されていない。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告油使用量」を入力してくだ
さい。

36

定期報告エネルギー使用量実績値【地冷(冷水)】
を入力して下さい。

中央熱源設備にて地域熱供給(冷水)の
設定があるのに各月の定期報告地冷
(冷水)使用量が入力されていない。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告地冷(冷水)使用量」を入力
してください。

37

定期報告エネルギー使用量実績値【地冷(温水)】
を入力して下さい。

中央熱源設備、給湯にて地域熱供給
(冷水)の設定があるのに各月の定期報
告地冷(温水)使用量が入力されていな
い。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告地冷(温水)」を入力してく
ださい。

38

定期報告エネルギー使用量実績値【地冷(蒸気)】
を入力して下さい。

中央熱源設備、給湯にて地域熱供給
(蒸気)の設定があるのに各月の定期報
告地冷(蒸気)使用量が入力されていな
い。

「1.建物情報」の「■エネルギー使用量実績値」
（P44)で、「定期報告地冷(蒸気)使用量」を入力
してください。

39
共用部営業日数 XX行 [室名] の営業日数を入力し
て下さい。

営業日数が入力されていない。 「5-1.共用部営業日数」（P58)を入力してくださ
い。

40

XXXX年の気象データがないので計算できません。 計算に使用する気象データが既定の場
所に存在していない。(気象データ
ファイルが削除又は移動してしまって
いる)
年度計算なので翌年の気象データも必
要です。

フォルダ及びファイルを復旧して下さい。
ダウンロードしたzip形式圧縮ファイルを現在の
ツールとは別のフォルダに解凍してDatabaseフォ
ルダを現在のツールのフォルダにコピーして下さ
い。
ファイルの置換メッセージが表示される場合は
「ファイルを置き換える」を選択して下さい。

地域を選択して下さい。 地域が選択されていない。 OKをｸﾘｯｸすると「1.建物情報」の「■地域」
（P33)に戻りますので、地域を選択してくださ
い。

[Database]-[気象ﾃﾞｰﾀ]フォルダ内の
地域.datに建物情報で設定した地域が
存在しない。
地域.datが破損している。

ファイルを復旧して下さい。
ダウンロードしたzip形式圧縮ファイルを現在の
ツールとは別のフォルダに解凍してDatabaseフォ
ルダの気象ﾃﾞｰﾀフォルダ内の地域.datを現在の
ツールのDatabaseフォルダ内の気象ﾃﾞｰﾀフォルダ
内にコピーして下さい。
ファイルの置換メッセージが表示される場合は
「ファイルを置き換える」を選択して下さい。

41
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NO エラーメッセージ 内 容 対 策

42

部門コードの定義エラー [Database]-[部門ﾃﾞｰﾀ]フォルダ内の
部門.datに共用部情報、事務所(テナ
ント)情報、事務所外情報(自動設定)
にて設定された部門が存在しない。
部門.datの破損。

ファイルを復旧して下さい。
ダウンロードしたzip形式圧縮ファイルを現在の
ツールとは別のフォルダに解凍してDatabaseフォ
ルダの部門ﾃﾞｰﾀフォルダを現在のツールの
Databaseフォルダ内にコピーして下さい。
ファイルの置換メッセージが表示される場合は
「ファイルを置き換える」を選択して下さい。

43

ｿﾞｰﾝNo.XX [ゾーン名] のHASP計算が異常終了しま
した。

室内負荷計算(HASP)の入力データに不
具合がある。
入力値は計算開始時にチェックしてい
ますが、シート保護を解除して行又は
列の編集を行った場合や編集中に実行
時エラーが発生した場合には情報が正
しく設定されません。

データの追加／削除及びコピーは右クリックによ
るショートカットメニューより実行して下さい。
EXCELの不具合によりシートのフォーマットが破損
する場合があります。(EXCEL2010で発生事例有り)
Windows及びEXCELは更新プログラムをインストー
ルして最新の状態で使用して下さい。非表示と
なっている計算シートがあり、ユーザーが入力す
るシートと連動して詳細な情報を設定する仕組み
になっています。
ユーザーがシート保護を解除して行や列の操作を
していますと関連するシートの情報とズレが生じ
るためエラーが発生します。

44

①系統No.XX 全熱交換器又は外気冷房の設定があ
るが外気量が０となっています。
(外気量自動計算時：在室人数＝０のため外気量＝
０がとなっている)
②実行時エラー'1004'
アプリケーション定義またはオブジェクト定義の
エラーです。
③実行時エラー'6'
オーバーフローしました。

①②③
外壁が全てない室のペリメータ（外周
部）に空調機器が設定されています。

中継シートで誤入力した場合は該当箇所を修正
し、再度、データインポートして下さい。
入力画面で「コピー＆貼り付け」により、誤入力
した場合は該当箇所を行クリアし、ダブルクリッ
クによる「選択＋ok」で再入力して下さい。

なお、Ver.1.02ではペリメータに誤入力された空
調機器を削除する自動修正機能があり、下記のガ
イダンスが表示されます。
「事務所（共用部またはテナント部）○○行 □
□□は外壁がないのに、ペリメータ空調機器が選
択されています。ペリメータ空調機器をクリアし
て計算を続行します。」

45

Cal_ESUM は動作を停止しました。
問題の解決策をオンラインで確認できます。
⇒オンラインで解決策を確認してプログラムを終
了します。
⇒プログラムを終了します。
（⇒のいずれかをクリックしますと下記のめメッ
セージが表示されます。）

Cal_ESUM Visual Basic 実行エラーNo.7 種類
'System.OutOfMemoryException'の例外がスローさ
れました。

メモリー不足のため計算続行できなく
なった

個別空調の室数が多くなると熱源計算でメモリー
不足となる可能性があります(Windows環境により
ます)
同一仕様の室はできるだけまとめて入力して室数
を減らして計算して下さい。
本ツールの動作環境（P10）を確保してください。
【Windows】64ビット版対応
【メモリ】4GB以上推奨
【ＣＰＵ】クロック周波数 2GHz以上
                        (3GHz以上推奨)

46

Cal_ESUM Visual Basic 実行エラーNo.XX 計算実行時に予期せぬエラーが発生し
ている。
プログラムのチェック範囲外のデータ
異常がある。あるいはESUM計算用の
データファイルが破損している。

入力データを見直して異常がないか確認して下さ
い。
再度計算実行しても発生する場合はプログラムの
不具合あるいは使用環境によるものか調査が必要
となります。

47

予期しないエラーが発生しました。 エネルギー計算プログラム
(Cal_ESUM.exe)が実行できない。

Windowsシステム環境に関する問題と思われます。
一旦ツールを終了し、Windowsの更新プログラムを
インストールして最新の状態で使用して下さい。

48

Shell関数でエラーが発生しました。 エネルギー計算プログラム
(Cal_ESUM.exe)が実行できない。

Windowsシステム環境に関する問題と思われます。
一旦ツールを終了し、Windowsの更新プログラムを
インストールして最新の状態で使用して下さい。

49

タイムアウトが発生しました。 メモリ不足あるいはＣＰＵ能力不足 本ツールの動作環境（P10）を確保してください。
【Windows】64ビット版対応
【メモリ】4GB以上推奨
【ＣＰＵ】クロック周波数 2GHz以上
                        (3GHz以上推奨)
また、メモリやＣＰＵの負荷を軽減するため計算
実行中は他のアプリケーションは停止して下さ
い。

50
XXXXXXの計算結果ファイルがありません。 計算が異常終了又は強制終了していま

す。
入力データを確認して再度計算実行して下さい。

51

メモリが不足しています。 EXCELで使用可能なメモリが上限に達
している。
メモリ不足あるいはＣＰＵ能力不足

本ツールの動作環境（P10）を確保してください。
【Windows】64ビット版対応
【メモリ】4GB以上推奨
【ＣＰＵ】クロック周波数 2GHz以上
                        (3GHz以上推奨)
他に実行中のプログラムなどがあれば終了して下
さい。
それでも改善されない場合は、PC起動時に実行さ
れる常駐プログラムをできる限り停止するように
するか、PCメモリを増設してください。
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52

実行時エラー'9'
インデックスが有効範囲にありません。

シート保護を解除して行又は列の編集
を行った場合や入力データと連動する
ツール内部計算シートの設定中に実行
時エラーが発生した場合には情報が正
しく設定されません。
またEXCELの不具合によりシートの
フォーマットが破損している場合があ
ります。(EXCEL2010で発生事例有り)

改めて計算ケースを新規に作成して再入力する必
要があります。
Windows及びEXCELは更新プログラムをインストー
ルして最新の状態で使用して下さい

53

実行時エラー'13'
型が一致しません。

①空調方式（中央熱源あるいは個別空
調）に対応した空調機器が選択されて
いません。

②数字であるべき情報に文字が使用さ
れています。
シート保護を解除して行又は列の編集
を行った場合や入力データと連動する
ツール内部計算シートの設定中に実行
時エラーが発生した場合には情報が正
しく設定されません。
またEXCELの不具合によりシートの
フォーマットが破損している場合があ
ります。(EXCEL2010で発生事例有り)

①空調方式に対応する空調機器を「選択＋ok」の
方法で正しく再入力して下さい。

②改めて計算ケースを新規に作成して再入力する
必要があります。
Windows及びEXCELは更新プログラムをインストー
ルして最新の状態で使用して下さい

54

実行時エラー'76'
パスが見つかりません。
実行時エラー'48
ファイルが見つかりません。
実行時エラー'53'
ファイルが見つかりません。
実行時エラー'1004'
ファイルが削除されたか、別の名前で保存されて
います。

計算に使用するデータファイルが既定
の場所に存在していなく、正しく保存
されていません。

ツールをダウンロードし、解凍した際に正しく解
凍できず、ツール本体のプログラムが正しく保存
されていない可能性があります。また、事業者様
のセキュリティ管理上、生じている可能性があり
ますので、再度のダウンロード、解凍と情報管理
者様へのご相談をお願いします。

55

地上階数が用途で設定された階より小さい値と
なっています。

１．建物情報の建物全体の地上階数が
各用途に設定した地上階数より小さ
く、正しく入力されていません。

建物全体の地上階数および各用途に設定した地上
階を確認し、建物全体の地上階が各用途の地上階
より大きいことを確認して下さい。

56

地下階数が用途で設定された階より小さい値と
なっています。

１．建物情報の建物全体の地下階数が
各用途に設定した地下階数より小さ
く、正しく入力されていません。

建物全体の地下階数および各用途に設定した地下
階を確認し、建物全体の地下階が各用途の地下階
より大きいことを確認して下さい。

57

（用途床面積-飲食店/社員食堂面積）÷階数が1m2

未満となっています。

用途「その他」の全体面積から飲食店
および社員食堂を差し引いた、階ごと

の面積が1m2未満で非常に小さく、正
しく入力されていません。

用途「その他」の全体面積あるいは、その中に含
まれる飲食店および社員食堂の床面積を確認して
下さい。

58

貸事務所の床面積が各室の床面積合計より小さい
値となっています。

１．建物情報の定期報告対象の用途に
入力した「貸事務所」の床面積が2-1.
共用部情報および2-2.事務所（テナン
ト）部情報に入力した床面積合計より
小さく、正しく入力されていません。

定期報告している共用部は「貸事務所」の面積に
含めます。１．建物情報で入力した「貸事務所」
の床面積は共用部と事務所（テナント）部の床面
積合計と同じか、大きいことを確認してくださ
い。
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（５）データの入力規制 

表 III-11 データの入力規制 

  

 

（1.建物情報）

単位 種類 入力規制

■竣工年月 西暦 年 整数 1900～2100

月 整数 1～12

■地上階数 階数 階 整数 1～200

■地下階数 階数 階 整数 0～20

■窓仕様 窓開口率 % 小数点数 0.1～100

■用途 床面積 ㎡ 小数点数 1～1,000,000

営業時間 時分 文字列 4文字

照明原単位 W/㎡ 0～500

コンセント原単位 W/㎡ 0～500

在室人員 人/㎡ 0～20

室内設定温度 冷房 ℃ 10～50

室内設定温度 暖房 ℃ 10～50

飲食店/社員食堂面積 ㎡ 1～100,000

■中央熱源設備 台数 台 整数 1～15

定格出力 指定単位 小数点数 0より大きい

定格入力 指定単位 小数点数 0以上

COP 小数点数 0.1～20

運転順位 整数 1～20

■蓄熱槽 冷蓄熱容量 指定単位 小数点数 0より大きい

■定期報告エネルギー使用量実績値 燃料別 小数点数 0以上

（2.共用部情報）

単位 種類 入力規制

各階の室床面積 ㎡ 小数点数 1～100,000

階高 ｍ 小数点数 2～50

（3.事務所(テナント)部情報）

単位 種類 入力規制

各階の室床面積 ㎡ 小数点数 1～100,000

階高 ｍ 小数点数 2～50

（5-1.共用部営業日数）

単位 種類 入力規制

営業日数 4月 日 整数 0～30

5月 日 整数 0～31

6月 日 整数 0～30

7月 日 整数 0～31

8月 日 整数 0～31

9月 日 整数 0～30

10月 日 整数 0～31

11月 日 整数 0～30

12月 日 整数 0～31

1月 日 整数 0～31

2月 日 整数 0～29

3月 日 整数 0～31

項 目

項 目

項 目

項 目
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（６）EXCELの設定が変わった場合の対処方法 

実行時エラーなどでEXCELが強制終了した場合等、通常の手順以外で終了した際に、本プログラ

ム起動時にカスタマイズしたEXCELオプションのままとなることがあります。EXCELを開いて、

以下の項目について再度オプション設定を行ってください。 

 

【セルのドラッグ＆ドロップ操作】 

以下の手順でチェックボックスにチェックを入れてください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「詳細設定」→「編集設定」→「フィル ハンドル

およびセルのドラッグ アンド ドロップを使用する」→ ☑ 

 

【数式バー表示】 

以下の手順でチェックボックスにチェックを入れてください。 

リボンの「表示」タブ→「数式バー」→ ☑ 

 

【アクティブセル】 

キーボードの右上付近にある「Scroll Lock」キーを押す。 

 

【右方向移動】 

以下の手順でチェックボックスにチェックを入れてください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「詳細設定」→「編集設定」→「Enterキーを押した

ら、セルを移動する」→ ☑（方向：下） 

 

【セル内編集】 

以下の手順でチェックボックスにチェックを入れてください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「詳細設定」→「編集設定」→「セルを直接編集す

る」→ ☑ 

 

【参照形式 R1C1】 

以下の手順でチェックボックスのチェックを外してください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「数式」→「数式の処理」→「R1C1参照形式を使用

する」→ □（未選択（チェックボックス空欄）） 

 

【小数点位置】 

以下の手順でチェックボックスのチェックを外してください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「詳細設定」→「編集設定」→「小数点位置を自動

的に挿入する」→ □（未選択（チェックボックス空欄）） 

 

【計算方法】 

以下の手順でラジオボタンを選択してください。 

リボンの「ファイル」タブ→「オプション」→「数式」→「計算方法の設定」→「自動」→ ⦿ 
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【全画面表示】 

タイトルバー（画面上部のアイコンが表示されていない部分（エクセルマーク右側））をダブルクリ

ックする。もしくは、キーボードの「ESC」キーを押す。 

 

【コメント表示】 

リボンの「校閲」タブの「すべてのコメントを表示」ボタンをクリックする。 
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IV. 参考情報 
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１．省エネポテンシャルの計算方法 

貸事務所事業者が定期報告の対象としている範囲について、「省エネポテンシャル」が以下の計算

方法により自動的に算定されます。 

 

①ツールで設定した省エネ対策全 50項目のうち、実施済みのものを入力すると、残りの対策の効果

も含めた全対策実施後のエネルギー使用量の「目標値」が暫定的に計算されます（以下「暫定目

標推計値」）。 

②しかし、「暫定目標推計値」は、シミュレーションによる推計値であるので、実態を十分には反映

していない可能性があります。 

③そこで確認のために、①とは別に、現状において実施済みの省エネ対策の効果のみを反映したエ

ネルギー使用量の推計値（以下「現状推計値」）をシミュレーションにより計算します。 

④この「現状推計値」と、定期報告書をもとに入力されたエネルギー使用量の「実績値」にどの位

乖離があるか燃料種別に比較します。 

⑤その上で、この乖離を補正するために燃料種別に補正係数（実績値÷現状推計値）を計算します。 

⑥この補正係数を全対策実施後の「暫定目標推計値」に乗じることにより、「補正後目標値」を計算

します。 

⑦最後にエネルギー使用の実績値と、「補正後目標値」の差から次の式を使い、「省エネポテンシャ

ル」として算定します。 

          エネルギー使用の実績値 － 補正後目標値 

           エネルギー使用の実績値 
省エネポテンシャル値（％）＝ ×100 
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表 IV-1 区分所有ビル A 事業者の用途入力例 

 

  

定期報告対象 定期報告対象外 建物情報 室情報

① 専用部 A事業者 事務所（テナント）部の「事務室」等 ○ ○

② 共用部 共用部の「その他・共用」 ○

③ 共用部 共用部の「出入口」「ロビー・ホール」 ○

④ 共用部 共用部の「屋内駐車場」 ○

⑤ 共用部 共用部の「熱源機械室・電気室」 ○

⑥ 専用部 他の貸事務所事業者 ○ ○

⑦ 専用部 飲食店 ○ ○

⑧ 専用部 A事業者 ビジネスホテル ○ ○

○

NO

A、B事業者

B事業者

貸事務所

区分 区分所有者 用途
定期報告状況 入力方法

部門

○
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表 IV-2 区分所有ビル B 事業者の用途入力例 

 

  

定期報告対象 定期報告対象外 建物情報 室情報

① 専用部 A事業者 他の貸事務所事業者 ○ ○

② 共用部 その他・共用 ○ ○

③ 共用部 エントランス・ロビー ○ ○

④ 共用部 屋内駐車場 ○ ○

⑤ 共用部 熱源機械室・電気室 ○ ○

⑥ 専用部 貸事務所 事務所（テナント）部の「事務室」等 ○ ○ ○

⑦ 専用部 飲食店 ○ ○

⑧ 専用部 A事業者 ビジネスホテル ○ ○

A、B事業者

B事業者

定期報告状況
NO 区分 区分所有者

入力方法
用途 部門
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５．用語解説 

入力マニュアルで用いられる技術用語の解説を表 IV-3に示しますので、参考にしてください。 

 

表 IV-3 用語解説一覧 

用語 解説 図 

（１）建築関係 

１）給排気ガラリ（外壁関

係） 

給排気のために外部に開いた開口部。雨が吹き込まないよ

う、斜めに隙間を作り空気の通り道にしています。 

 

２）ダブルスキン（窓関係） 外壁面の外側をさらにガラスで覆い、間に設置したブライ

ンドを制御することにより、日射遮蔽を行います。 

ガラスの間で暖められた空気は、夏季は暖気の浮力を利用

した自然換気で排出し、冬季はダブルスキン内を温室状態

とし、冷輻射を防止し暖房エネルギーを軽減します。 

図 IV-9 

ダブルスキ

ン 

３）ＥＰＳ、ＤＳ（室用途関係） 建築平面図によくみられる記号です。 

階を突き抜けて縦方向に配管や配線をするスペースです。 
 

用語 概要 

ＰＳ 水の配管を上下に通す貫通部 

ＥＰＳ 電気・通信関係の配線を上下に通す貫通部 

ＤＳ 空気（空調・換気用）を運ぶ通路 

図 IV-10 

ＥＰＳ，Ｄ

Ｓ 

（２）空調関係 

１）空調方式 大きく分けて①中央熱源方式と②個別空調方式がありま

す。 

 

①中央熱源 空調用の熱源（冷熱、温熱）が熱源機械室に集中設置さ

れ、そこから各階、各室の空調機やファンコイルユニット

に冷水、温水を供給して空調を行う方式です。ビル全体の

熱源なのでターボ冷凍機や蒸気吸収式冷凍機などの大容量

熱源が使用されます。中央式空調、セントラル式空調とも

言います。 

図 IV-11  

中央熱源方

式 

②個別空調 各階ごと、各室ごとの使用時間が異なり、熱源全体を一括

で運転制御すると低負荷長時間運転となり効率的でない場

合には、それぞれのゾーンに見合った容量の小型熱源機器

を用いて個別に運用を行う方式です。空調エリアごとに所

要の容量の小型空調機を設置します。パッケージ式空調と

も言います。 

図 IV-12 

２）熱源機器 冷房用の冷熱、暖房用の温熱を作る設備です。 

中央熱源方式の場合は大容量であり室側への熱搬送は冷温

水で行います。個別空調方式の場合は中小容量であり、室

側への熱搬送は冷媒ガスで行います。 
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① 中央熱源用 大容量熱源で電動の圧縮式冷凍機と熱駆動型の吸収式冷凍

機があります。冷熱と温熱を供給できるタイプはヒートポ

ンプと呼びます。熱源からの冷温水は室側の空調機・ファ

ンコイルユニットに熱搬送されます。 

中央熱源に用いられる機器には以下のようなものがありま

す。 
 

イ）空冷ヒートポ

ンプチラー 

電動の空気熱源ヒートポンプで冷

温水がつくれます。 

ロ）水冷冷房専用

チラー 

電動の水冷チラーで冷水のみがつ

くれます。 

ハ）ターボ冷凍機 電動の水冷冷凍機で最もよく用い

られています。 

ニ）インバータタ

ーボ冷凍機 

インバータで容量制御を行うタイ

プで、軽負荷時の効率が高く省エ

ネ運転になります。 

ホ）吸収式冷温水

機 

吸収液の濃縮・再生をガス等の燃

焼熱で行うタイプの冷温水機で

す。 

ヘ）蒸気吸収式冷

凍機 

吸収液の濃縮・再生を蒸気の熱で

行うタイプの冷凍機です。冷水の

みがつくれます。 

 

② 個別空調用 小型の熱源機器でパッケージエアコン（ＰＡＣ）やビルマ

ルチと呼ばれることが多い機器です。冷凍機と空調機がパ

ッケージ化された機器で、冷房専用タイプと暖房もできる

ヒートポンプタイプがあります。 

熱源機器は室外機、室内空気吹き出し側は室内機と呼ばれ

ます。室外機と室内機間の熱搬送媒体は冷媒ガスです。 

室内機は冷媒ガスと熱交換して冷風・温風を作り各室へ供

給します。 

個別 

熱源機種 

概要 

ビルマルチ 1台の室外機（電動）で、容量の異なる複数

の室内機を個別に運転できます。 

ガスマルチ 1台の室外機（ガスエンジン駆動）で、容量

の異なる複数の室内機を個別に 

運転できます。 

空冷ＰＡＣ 冷媒の圧縮熱を大気と熱交換する室外機

（電動）を持つパッケージエアコン 

です。室外機と室内機は一対一で接続して

いるタイプです。 
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水冷ＰＡＣ 冷媒の圧縮熱を冷却水と熱交換した後に

冷却塔で大気と熱交換する電動パッケ 

ージエアコンです。 

ガスＰＡＣ 圧縮機の駆動源にガスエンジンを用いた

パッケージエアコンです。 

ＰＭＡＣ 冷房と暖房が混在するとき、排熱を回収利

用して省エネを図る水熱源ヒート 

ポンプパッケージエアコンです。熱源水

（15～45℃）の供給を受けたユニット 

毎に「冷房」「暖房」を自動運転します。熱

源容量が小さくて済みます。 

ウォールス

ルー空冷Ｐ

ＡＣ 

外気温度や日射の影響を受けやすいペリ

メータゾーンの空調をインテリア 

ゾーン空調と分離して効率よく行うもの

です。室外機と室内機が一体となって 

おり、窓下の床上に設置されています。 

図 IV-15 

水冷式パッ

ケージエア

コン 

 

図 IV-16 

PMAC 

 

 

 

 

図 IV-17 

ウォールス

ル ー 空 冷

PAC 

３）空調機・ファンコイルユニ

ット、室内機 

空調機・ファンコイルユニットは冷水・温水と熱交換して

冷風・温風を作り各室へ供給します。 

 

① 空調機 

（中央熱源方式） 

空調機は風量または送風温度を調整して室内温度を一定に

保持します。 

風量の自動制御に用いられる仕組みがＶＡＶ（Variable 

Air Volume）制御で、室内温度に応じて送風量を可変にし

ます。 

図 IV-13 

空 調 機 と

VAV 

 

② ファンコイルユニット 

（中央熱源方式） 

ファンコイルユニットは風量を段階的に調整してゾーンの

温度を一定に保持します。 

 

③ 室内機 

（個別空調方式） 

室内機は冷媒ガスと熱交換して冷風・温風を作り各室へ供

給します。 

図 IV-14 

室外機と室

内機 

４）空調ゾーン 外壁や窓に近いか遠いかでゾーンを区別します。 図 IV-18 

空調ゾーン 

① ペリメータ 外壁や窓から近い場所で、外気温度や日射の影響を受けや

すいゾーン 

 

② インテリア 外壁や窓から遠い場所で外気温度や日射の影響を受けにく

いゾーン 

 

５）蓄熱運転 熱負荷がピークとなる時間帯の電力消費を抑えるため、冷

房負荷の少ない時間帯に熱源機器を運転して冷熱を蓄え、

冷房負荷の多い時間に冷熱を放出する運転方式のことを言

います。 

冷熱を蓄える媒体は水や氷などであり、水蓄熱、氷蓄熱等

と言います。 

水蓄熱槽はビルの地下床下に設けられることが多いです。 

図 IV-19 

蓄熱運転 
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６）ＣＯＰ 

（成績係数） 

エネルギー消費効率（Coefficient of Performance）は成

績係数とも呼ばれ、中央熱源の冷暖房機器の省エネ性能を

表す指標として使われています。 

電力 1kW を使って何倍の出力が得られるかということで計

算式は以下のようになります。 

冷房 COP＝冷房能力(kW)÷冷房時消費電力(kW) 

暖房 COP＝暖房能力(kW)÷暖房時消費電力(kW) 

なお、ボイラの性能は通常、ボイラ効率と言います。 

一方、個別空調機器のパッケージエアコンの効率は APF（通

年エネルギー消費効率）を併用して用いています。 

 

７）ＡＰＦ 

（通年エネルギー消費効率） 

通年エネルギー消費効率とは「APF（Annual Performance 

Factor）」のことで、JIS C9612に基づき、ある一定の条件

※1 の元にエアコンを運転した時の消費電力 1 キロワット

当たりの冷房・暖房の能力を表わしたものです。この値が

大きいほど、省エネ性能が高いということになります。 

室温や外気の温度の影響を受けやすいエアコンでは AFP の

方が COPよりも正確な値を得ることができます。 

※APFの求め方 

定められた条件下でエアコンを使用した場合、1 年間でどれだけ電力

を消費したかを「期間消費電力量」として算出します。そして、エア

コンが「1 年間で必要な冷暖房能力の総和」を「期間消費電力量」で

割って APFが算出されます。 

算出計算例 

 APF = 5611/850 = 6.6（冷暖房能力 2.8kW、期間消費電力量が 850kWh 

の場合） 

図 IV-20 

通年エネル

ギー消費効

率 

（３）照明関係 

１）タスクアンビエント照明

（Task and Ambient Lighting） 

照らすべき対象物（タスク）を照らす照明と、天井や壁、床

などの周辺（アンビエント）を照らす照明の照度を分けて

考える照明方式です。 

室全体を明るくする従来の照明では消費電力が大きくなり

ますが、タスク・アンビエント照明では、アンビエント照明

で室全体の最低限の明るさを確保し、作業に必要な場所の

みタスク照明を行うので全体の消費電力を節減できます。 

図 IV -21 

タスクアン

ビエント照

明 
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６．入力マニュアル改訂内容一覧 

2018年 4月公開の入力マニュアルからの改訂内容は以下の通りです。 

表 IV-3 入力マニュアル改訂内容一覧 

No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

１ 4 5 （１）ツールの使用にあたって 

本ツールを終了する場合、「処理メニュー」→「終了」の手順で終了することを追記した。 

2 8 9 本ツールの動作環境 

注 2として Windowsや Excelは最新の更新プログラムがインストールされたものを使用

することを追記した。 

3 27 14 【中継シートのデータインポート】 

中継シートのデータインポート方法をこちらに移動した。 

4 14 16 （１）操作の開始 

Calculate、Database、Originalのフォルダは計算に必要な、重要なデータが保存されて

いますので、触らないことを追記した。 

5 15 17 （２）操作の終了  

閉じるボタン（×）で終了すると「「処理メニュー」→「終了」の手順で終了してくださ

い。」のメッセージが表示されるので、従うことを追記した。 

6 41～42 18～19 ２．EXCELの設定が変わった場合の対処方法 

実行時エラーなどでEXCEL環境が変更された場合の対処方法をこちらに移動した。 

7 40～41 20～21 ３．その他ツール使用上の基本操作 

入力ガイダンス、セルの操作内容表示、処理ボタン、処理メニューなどの操作説明をこ

ちらに移動した。 

8 18 24 （３）【入力画面】No1 建物情報の入力 

報告対象年度の４月１日時点の情報を入力することを追記した。また、4月 1日時点で

年度内の入居の見通しが立っている（契約済みなど）空室は入居後の情報を入力するこ

と、及び入居の見通しが無い空室は入力不要であることを追記した。 

9 18 25 【地上階数及び地下階数】 

地下がない場合の地下階数は「0」を入力するか、ブランク（空白）とすることを追記し

た。 

10 20 26 【ガラス仕様】 

ガラス仕様（種類・厚み）を優先して選択し、熱貫流率は参考として表示していること

を追記した。 

11 20 26 【窓開口率】 

窓がある場合、ガラス仕様と窓開口率は必ず入力することと、ダブルスキン構造の窓ガ

ラスは内側の窓面積で窓開口率を算出することを追記した。 
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No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

12 21 28 ■用途の入力方法 

定期報告と定期報告外の入力方法について、重要事項の説明を追記した。 

13 21 28 【用途】 

共用部は「定期報告」と「定期報告外」の表で入力方法が異なること、貸会議室は「貸ホ

ール」、住宅（マンション・レジデンス）は「その他」を選択することを追記した。 

14 22 29 「定期報告」と「定期報告外」の用途選択画面 

「定期報告」の用途選択画面に「貸事務所」の共用部と事務所(テナント)部に含まれる部

門（室名）を追記した。また、「定期報告外」の用途選択画面に事務所（自社で使用）、

他の貸事務所事業者、定期報告していない共用部の説明を追記した。 

15 23 30 【営業時間】～【飲食店/社員食堂面積】 

用途「その他」を選択した場合は【営業時間】～【飲食店/社員食堂面積】の入力が必要

になるので、参考となる照明原単位等の解説を追記した。 

16 23 30 ■中央熱源設備 

ツールでは建物全体の熱源系統を 1系統で計算するので、複数系統ある場合も全ての熱

源機器を入力することを追記した。 

17 23 31 【機種】 

同一仕様の複数熱源機器でも運転順位を別にする場合は分けて入力することを追記し

た。また、地域熱供給施設の熱源機器は入力しないこと、及び加湿用蒸気ボイラは入力

するが、給湯専用ボイラ（ヒータ）は入力しないことを追記した。 

18 24 31 【燃料種別】 

蒸気吸収式冷凍機、地域熱供給（冷水、温水、蒸気）は、燃料種別のセルが網掛けになり

入力できないことを追記した。 

19 24 32 【定格入力】・【定格COP】 

定格入力と定格COPの説明をまとめで表記した。 

20 24 32 【運転順位】 

入力した機種の各運転順位は必ず異なる順位を入力することを追記した。また、熱源系

統が複数系統ある場合は冷暖房定格出力合計値の大きな系統から小さい系統の順に交互

に設定することを追記した。また、蒸気吸収式冷凍機がある場合の例外として、蒸気吸

収式冷凍機の順位の後にボイラ、地域熱供給（蒸気）の順位を設定する方法について図

Ⅲ-21を追加して説明を加えた。 

21 25 33 【給湯燃料種別】 

室によって給湯燃料種別が異なる場合はNo2-2共用部情報、No2-2事務所（テナント）

部情報で変更できることを追記した。 

22 25 33 【蓄熱槽】 

蓄熱槽の対象はビルの自己熱源設備の蓄熱槽であり、地域熱供給施設の蓄熱槽はビル内

に設置されている場合でも対象外であることを追記した。 
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No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

23 26 34 ■エネルギー使用量実績値 

この入力は中継シートを使用することができることを追記した。また、区分所有ビルや

複合用途ビルの入力はⅣ参考情報「１．区分所有ビル及び複合用途ビルの入力例」を参

照すること、及び太陽光発電、CGS、自家発電を導入したビルの入力方法は「２．

CGS、太陽光発電導入ビルのエネルギー使用量実績値の入力方法」を参照することを追

記した。 

24 26 34～35 【定期報告電気使用量】～【CGS排熱利用量】 

太陽光発電、CGS、自家発電を導入したビルも含め、上記に示した 11種類の使用量に

ついて説明内容を見直し、修正した。 

25 28 36 （４）【入力画面】No2-1 共用部情報の入力 

報告対象年度の 4月 1日時点の情報を入力すること、及び共用部を定期報告していない場

合の入力方法を追記し、室情報の集約化について説明を加えた。また、１．建物情報の用

途に「貸事務所」とその「階」を選択後に、中継シートのデータインポートを行うこと、

及びデータインポートを実行した場合、別シートも併せて反映されるので注意すること

を追記した。 

26 28 37 【部門】 

未選択の部門は計算されないこと、及び部門「その他・共用」、「熱源機械室・電気室」

の対象室を追記した。また、「ロビー・ホール」、「出入口」を選択した場合の空調方式の

自動入力と修正方法について追記した。 

27 29 37 【外壁】 

外壁がない室は外壁の東西南北のすべての欄を空欄にすることを追記した。 

28 29 37 【空調方式】 

空調していない室は空欄にすること、及び「ロビー・ホール」「出入口」の空調方式の自

動入力とその修正方法、及び通路・倉庫も空調がある場合は空調方式を選択することを

追記した。 

29 29 37 【空調機器】 

インテリアとペリメータの入力方法を分けて説明した。また、空冷マルチエアコン、水

冷マルチエアコン、ウォールスルー型空冷PACの選択する空調機器を追記した。 

30 29 38 【給湯燃料】 

共用部の給湯負荷は想定した利用者数にもとづき計算するため、給湯設備が設置されてい

る室ではなく、在室者がいる室（防災センター、中央監視室等）について給湯に使用して

いる燃料を選択することを追記した。 

31 30 39 （５）【入力画面】No2-2 事務所（テナント）部情報の入力 

報告対象年度の 4月 1日時点の情報を入力し、4月 1日時点で年度内の入居の見通しが立

っている空室、及び入居の見通しが無い空室の入力方法を追記した。また、１．建物情報

の用途に「貸事務所」とその「階」を選択後に、中継シートのデータインポートを行うこ

と、及びデータインポートを実行した場合、別シートも併せて反映されるので注意するこ

とを追記した。 
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No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

32 30 39 【部門】 

未選択の部門は計算されないこと、及び会議室は「テナント」、電算室は「24時間稼働

テナント」を選択することを追記した。また、空調方式と給湯燃料の自動入力と修正方

法について追記した。 

33 31 40 【外壁】 

外壁がない室は外壁の東西南北のすべての欄を空欄にすることを追記した。 

34 31 40 【空調方式】 

空調していない室は空欄にすること、及び空調方式の自動入力とその修正方法を追記し

た。 

35 31 40 【空調機器】 

インテリアとペリメータの入力方法を分けて説明した。また、空冷マルチエアコン、水

冷マルチエアコン、ウォールスルー型空冷PACの選択する空調機器を追記した。 

36 31 41 【給湯燃料】 

事務所（テナント）部の給湯負荷は想定した利用者数にもとづき計算するため、給湯設備

が設置されている室ではなく、在室者がいる部門（テナント、24時間稼働テナント、社員

食堂）について給湯に使用している燃料を選択することを追記した。 

37 31 41 【調理燃料】 

社員食堂を選択した場合は「ガス」が自動入力されるが、実際の燃料と異なる場合は修

正することを追記した。 

38 33 43 （７）【入力画面】No4-1 共用部省エネルギー対策の入力 

この入力は中継シートのデータインポートを実行した場合、別シートも併せて反映され

るので注意することを追記した。 

39 34 44 （８）【入力画面】No4-2 事務所（テナント）部省エネルギー対策の入力 

この入力は中継シートのデータインポートを実行した場合、別シートも併せて反映され

るので注意することを追記した。 

40 35 45 （９）【入力画面】No5-1 共用部営業日数の入力 

この入力は中継シートのデータインポートを実行した場合、別シートも併せて反映され

るので注意することを追記した。 

41 36 46 （１） 計算の実行 

貸事務所業ベンチマークの省エネポテンシャル値は 2016 年度の気象データを用いて算出

することを追記した。 

42 - 50～52 ８．計算データと中継シートのバージョン変換方法 

2018年 4月公開のツールVer.0.10で作成した「計算データ」と「中継シート」を 2019

年公開のVer.1.00に変換する方法について追記した。 

43 43～47 53～59 ９．エラーへの対応 

プログラム起動から計算実行に至るまでの主なエラー表示と対策についてエラー一覧表

（１）～（４）に修正し、データの入力規制を追記した。 
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No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

44 - 65 ２．CGS、太陽光発電導入ビルのエネルギー使用量実績値の入力方法 

CGSと太陽光発電設備が導入されているビルのエネルギーフロー図と入力項目の解説を追

記した。 

45 - 68～72 ４．入力マニュアル改訂内容一覧 

入力マニュアルの改訂内容を追記した。 

 

2019年 5月改訂 

No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

1 50～52 50～52 ８．計算データと中継シートのバージョン変換方法 

2019年 2月公開のツールVer.1.00および 2018年 4月公開のツールVer.0.10で作成し

た「計算データ」と「中継シート」を2019年 5月公開のVer.1.01に変換する方法に書

き換えた。 

2 55 55 ９．エラーへの対応 蒸気吸収式冷凍機とボイラ、地冷（蒸気）の運転順位 

NO23「ボイラまたは地冷（蒸気）の運転順位・・」を「ボイラ・地冷（蒸気）の運転

順位・・・」に修正した。 

 

2019年 7月改訂 

No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

1 50～52 50～52 ８．計算データと中継シートのバージョン変換方法 

2019年 5月公開のツールVer.1.01および 2019年 2月公開のツールVer.1.00、2018年

4月公開のツールVer.0.10で作成した「計算データ」と「中継シート」を 2019年 7月

公開のVer.1.02に変換する方法に書き換えた。 

2 57～58 57～58 ９．エラーへの対応 

NO44、NO53、NO54のエラーメッセージ、内容、対策について追加・修正を加えた。 

 

2020 年４月改訂 

No 改訂前

ページ 

改訂後

ページ 

改訂内容 

   ツールを使用した事業者の皆様から入力方法、操作方法、ツール内容、省

エネ評価方法等のご質問、ご意見を受け、全般的に改訂した。 

1 5～7 6～8 Ⅰ概要編 

ツールの使用目的、ツールの全体フロー、ツールの評価範囲を追加した。 

2 12～

14 

13～

17 

Ⅱ準備編 

入出力画面の構成、入出力の概要、前年度入力データを再利用するフロー

を追記し、入力データを準備する際の確認図書を更新した。 
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3 23～

52 

23～

65 

Ⅲ操作編 

印刷方法を追加し計算データと中継シートのバージョン変換方法を更新。 

１．建物情報 

用途関連情報と中央熱源設備関連情報の入力方法を追記した。 

2-1.共用部情報、2-2.事務所（テナント）部情報 

室床面積算定方法、空調機器の入力方法を更新し選択項目の解説を追記。 

３．建物全体省エネ対策 

省エネ対策全 50項目の「省エネポテンシャル削減効果」を効果の大きい対

策から順に並べ、省エネ対策の評価指標として削減効果をグラフ化した。 

７．中継シート作成方法とデータインポート方法 

中継シートの作成方法、データインポート方法と注意事項を更新した。 

８．省エネポテンシャル値の出力方法 

今後の省エネ対策を検討に際し、ツールを活用した検討方法を追記した 

4 － 84～

89 

Ⅳ参考情報 

５．用語解説 

入力マニュアルで用いられている技術用語の解説を追記した。 

 

以上 
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７．入力事例 

入力マニュアルを基にした入力事例を以降に添付します。ツールへ入力する際のご参考として活用して

ください。 

 























20

NO チェック項目 チェック内容 チェック
印

スライド
No.

1 用途の入力 １．建物情報の用途の入力は、定期報告 定期報告外ごとに、
各用途が1行で入力されていますか。階ごとに入力する必要はありません。

□ 5

2 熱源機器
定格出力と定格入力の単位

熱源機器の定格出力および定格入力の単位を確認しましたか。 □ 6

3 蒸気吸収式冷凍機を設定した
場合のボイラあるいは地域熱供
給（蒸気）の運転順位

ボイラあるいは地域熱熱供給（蒸気）は蒸気吸収式冷凍機の一番最後の運
転順位の次の運転順位になっていますか。

□ 6

4 熱源機器が複数系統ある場合
の運転順位

複数系統のある場合は設備容量の大きい系統から順に、各系統の運転順位を
交互に設定していますか。

□ 6

5 階高の入力 階高は天井高さではなく、コンクリート床スラブの高さを入力していますか。 □ 8,9

6 外壁がない空調室の
ペリメータ空調機器の有無

外壁がない室にペリメータ空調機器が無いことを確認しましたか。
※外壁がない室のペリメータに空調機器が設定されている場合は削除してください。
中継シートを使用しデータインポートした場合は網掛けの上に、また、入力画面で
「コピー＆貼り付け」した場合は青色セルに入力されています。

□ 8,9

7 空調方式（中央熱源、個別空
調）と空調機器の選択

空調方式に対応する空調機器が正しく選択されていますか。なお、中央熱源でも、
ペリメータには個別空調の機器も選択できます。入力画面、中継シートとも、「選
択＋OK」の入力を基本とし、「コピー＆貼り付け」した場合は十分にチェックします。

□ 8,9

8 給湯燃料種別の入力 給湯燃料種別は、在室者のいる室に選択されていますか。
給湯室やトイレの「その他 共用」に選択されていないことを確認しましたか。

□ 8,9

9 部門（室）の集約 部門（室）の入力行数は200行以下を目途に集約していますか。
※共用部情報と事務所（テナント）部情報では、複数階および床面積の集約
を図ってください。

□ 8,9

10 データインポート時の確認 省エネ対策実施状況や営業日数が入力されていることを確認しましたか。
※データインポートすると、共用部は室情報、省エネ対策、営業日数、事務所
（テナント）部は室情報、省エネ対策が同時に自動入力されます。

□ 8～13

11 データインポート後の確認 中継シートを使用し、「書換登録」でデータインポートをした場合、
「建物全体省エネルギー対策実施状況」を見直しましたか。

□ 10

計算実行前のチェック事項

事業者単位の省エネポテンシャル値算出

21

ビル単位のポテンシャルを加重平均
して事業者単位のポテンシャルを算
出します。
「ベンチマーク指標計算表【貸事務
所】を用いて対象となる事業所の
データを入力することで算出されます。

※ベンチマーク指標計算表の掲載箇所
資源エネルギー庁HP
https://www.enecho meti go jp/category/
saving_and_new/saving/enterprise/factory
/support-tools/index html

107



２０１８年４月策定 

２０１９年２月改訂 

２０２０年４月改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネポテンシャル推計ツール 

省エネ対策実施状況入力ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

2020年 4月改訂 

 

  



改訂履歴 

改訂日 改訂内容 

2019 年 2 月 省エネポテンシャル推計ツールの Ver.1.00 へのバージョンアップに伴い、

ガイドラインを改訂。 

【改訂内容】 

①NO20 空調機・換気ファンの高効率化（P22） 

判断基準①②③の見直し 

②NO23 間欠運転・換気回数の適正化による換気運転時間の短縮（P25） 

備考欄③の削除 

③NO24 駐車場換気設備の運転最適化（P26） 

自走式駐車場、機械式駐車場の扱いを追記 

④NO29 蒸気配管・蒸気バルブ・フランジ等の断熱強化（P31） 

判断基準①から「熱供給施設からの蒸気受入廻り」を削除 

⑤NO30 給水ポンプユニットの流量・圧力調整（P32） 

対策名称を「給水ポンプユニットの流量・圧力調整」に変更、及び判断

基準④の「揚水ポンプ」を削除 

⑥NO36 高効率給湯器の導入（P38） 

対策概要、及び判断基準③の見直し 

⑦NO37 照明照度の調整（P39） 

判断基準①に削減率の最大値について追記 

⑧NO39 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化）（P42） 

判断基準①②③の見直し 

⑨NO48 日照調整フィルムの導入（P51） 

判断基準①②④の見直し 

⑩NO50 高断熱ガラス・サッシの導入（P53） 

判断基準①②④の見直し、及び備考欄①に Low-e ガラス、ダブルスキン

構造を追記 

2020 年 4 月 ①対策項目の表示順番を変更 

改訂前：建物全体の対策と室ごとの対策を分離 

改訂後：ツール入力画面の順（NO1～NO50）に並び替え 

②省エネ対策実施状況の「対策有り」の判断基準を変更 

改訂前：概ね 7 割以上 

改訂後：70％以上 

③省エネ対策実施状況で実施率を入力する対策 

改訂前：実施割合の基準の明記無し 



改訂後：実施率の基準を明記（対策ごとに基準を台数、面積等） 

④NO37 照明照度の調整 

改訂後：照明照度の削減率計算式を明記、判断基準を 2 項目追加 

⑤NO41 LED（発光ダイオード）照明の導入 

改訂後：実施率等の判断基準を 2 項目追加 

⑥図表の追加 

改訂後：省エネ対策 17 項目に対策内容の図表を追記 

⑦巻末資料を追記 

省エネ対策全 50 項目の省エネポテンシャル削減効果一覧、省エネ対策計

算ロジック一覧、高効率熱源機器と判断する高効率 COP 設定値を追記。 
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【省エネ対策について】 

表１に各省エネ対策項目のメニュー名称と参照ページを示します。 

〇ベンチマークを評価する建物全体を対象としたもの：42 項目 

〇貸事務所の共用部と事務所（テナント）部の室ごとを対象としたもの：8 項目 

表１において、No と対策メニュー名称を赤枠で囲ったものが、室ごとに実施状況を 

入力する対策です。 

表１ 省エネ対策メニューと参照ページ 

No 設備 
分

類 対策メニュー名称 
ペ
ー
ジ  

No 設備 
分

類 対策メニュー名称 
ペ
ー
ジ 

1 

空気調

和設備 

Ⅰ 

冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量

の制御 
4 

 
26 

ボイラ

ー設備 

Ⅰ 

ボイラーなど燃焼設備の空気比の調整 29 

2 ウォーミングアップ時の外気取入れ停止 5 
 

27 蒸気ボイラーの運転圧力の調整 30 

3 熱源機器の運転開始時間の調整 6 
 

28 蒸気ボイラーのブロー量の適正管理 31 

4 外気冷房（中間期・冬期の外気導入運転） 7 
 

29 Ⅱ 蒸気配管・蒸気バルブ・フランジ等の断熱強化 32 

5 熱源機器冷水送水温度の調整 8 
 

30 
給排水

衛生設

備 

Ⅰ 
給水ポンプユニットの流量・圧力調整 33 

6 冷却水設定温度の調整 9 
 

31 暖房便座の夏期加熱停止 34 

7 熱源機器の台数制御の導入 10 
 

32 Ⅱ 
省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制

御の導入 
35 

8 冷暖房ミキシングロスの防止 11 
 

33 

給湯設

備 

Ⅰ 
給湯温度の調整 36 

9 

Ⅱ 

CO2による外気量自動制御システムの導入 12 
 

34 洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止） 37 

10 空調用ポンプへ高効率モータの導入 13 
 

35 
Ⅱ 

給湯配管類の断熱強化 38 

11 冷却塔ファンへ高効率モータの導入 14 
 

36 高効率給湯器の導入 39 

12 全熱交換器の導入 15 
 

37 

照明設

備 

Ⅰ 照明照度の調整 40 

13 室外機の熱交換効率改善 16 
 

38 

Ⅱ 

人感センサーによる照明点灯制御の導入 42 

14 空調機へ高効率モータの導入 17 
 

39 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） 43 

15 高効率パッケージエアコンの導入 18 
 

40 昼光利用照明制御システムの導入 44 

16 
二次側ポンプの可変流量制御（VWV）の導

入 
19 

 
41 LED(発光ダイオード)照明の導入 45 

17 冷却塔ファンのインバータ制御 20 
 

42 タスク・アンビエント照明方式の導入 46 

18 大温度差送風システムの導入 21 
 

43 
昇降機

設備 
Ⅱ 

エレベーターへのインバータ制御又は電力回

生制御の導入 
47 

19 大温度差送水システムの導入 22 
 

44 
エスカレーター運転の人感センサー方式又は

微速運転方式の導入 
48 

20 空気調

和設備 

・換気

設備 

Ⅱ 

空調機・換気ファンの高効率化 23 
 

45 
受変電

設備 
Ⅱ 高効率変圧器の導入 49 

21 空調機・換気ファンの省エネファンベルトの導入 24 
 

46 
設備全

般 
Ⅰ BEMSの導入 50 

22 ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 25 
 

47 

建築 

Ⅰ カーテン、ブラインドによる日射の調整 51 

23 

換気設

備 

Ⅰ 

間欠運転・換気回数の適正化による換気

運転時間の短縮 
26 

 
48 

Ⅱ 

日照調整フィルムの導入 52 

24 駐車場換気設備の運転最適化 27 
 

49 
ブラインドの日射制御又はスケジュール制御

の導入 
53 

25 Ⅱ 換気ファンへ高効率モータを導入 28 
 

50 高断熱ガラス・サッシの導入 54 

注）対策メニュー分類：Ⅰ.運用対策、Ⅱ.投資が必要な対策 
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【資料について】 

資料１ 省エネ対策項目ごとの省エネポテンシャル削減効果資料 

省エネ対策 50 項目ごとの省エネポテンシャル削減効果を示しました。今後の省エネ対策

を検討する際に、どの対策を実施すると、どの程度、省エネ余地（省エネポテンシャル％）

が削減するかの検討の目安として参考にしてください。 

 

資料２ 省エネルギー対策の計算ロジック一覧 

省エネ対策ごとのエネルギー削減量算定に用いている計算ロジックを示しました。 

 

資料３ 高効率熱源機器と判断する高効率 COP の設定値 

本ツールでは高効率熱源機器を導入していない場合の省エネポテンシャルも計算してい

ます。高効率熱源機器と判断される定格 COP のツール内設定値と算定方法を示しまし

た。 
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④ 熱貫流率と日射侵入率がともに小さなガラスを使用することが

PAL（年間熱負荷係数）の低減に効果的です。 

⑤ 開口部を高断熱化する方法には、ガラスの複層化や二重サッシ

の導入等、サッシそのものを複数にする方法があり、既存サッ

シを複層ガラス・サッシに変更する場合は、以下の方法を用い

ることができます。 

(ア)既存のガラス溝に適合する複層ガラス 

④ (イ)ガラス溝の広いアタッチメントタイプの枠 

引用文献：ビルの省エネエキスパートテキスト 



56 

 

資料 1．省エネポテンシャル削減効果の大きな省エネ対策 

資料１-１ 省エネポテンシャル削減効果の大きな省エネ対策抜粋（目安） 

□２つのモデル建物（セントラル空調方式・個別空調方式）を用いて、省エネポテンシャ

ル削減効果が大きい省エネ対策をリストアップしました。 

□削減効果の大きい対策項目を降順に整理すると、２つのモデル建物とも同様な傾向にあり、 

「LED照明の導入」、「照明照度の調整」、「照明スイッチの細分化」、「VAV方式の導

入」および「熱源機運転時間の調整」等の対策実施が省エネポテンシャルの値削減に効果

的であることが分かります。 

□両モデル建物の算定諸元、全 50対策項目の省エネポテンシャル削減効果、省エネ計算ロ

ジック一覧を資料１-２、資料１-３、資料２に示しますので、省エネ対策の実施に向け

た検討の参考にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）上図は該当する省エネ対策を実施すると、全対策未実施時の省エネポテンシャルか

ら上図に示す値が低減される効果の目安です。1項目毎のシミュレーション計算値で

あり、実績値で補正した結果とは異なります。 
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NO24 駐車場換気設備の運転最適化

NO46 BEMSの導入

NO15 高効率パッケージエアコンの導入

NO50 高断熱ガラス・サッシの導入

NO42 タスク・アンビエント照明方式の導入

NO3 熱源機器の運転開始時間の調整

NO39 照明スイッチの細分化

NO22 ファンの変風量制御（VAV）方式の導入

NO37 照明照度の調整

NO41 LED照明の導入 実施率50％

NO41 LED照明の導入 実施室100％

省エネポテンシャル削減効果％ケース 2 個別空調方式 

ケース１ セントラル空調方式 
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資料１-２．試算に用いたモデル建物と空調方式の仕様（算定諸元） 

１．建物仕様等（共通） 

立地場所：東京 

延べ面積：34,680m2、地上 13階、地下 3階 

所有形態：単独所有 

用途  ：Ｂ3階~13階 貸事務所 33,672m2、1~2階 飲食店 856m2、 

1階 コンビニ 152m2 

貸事務所：共用部 17,464m2（35室）、テナント部 16,208m2（15室） 

共用部 ：屋内駐車場、設備機械室、エントランスホール、エレベータホール、給湯室他 

テナント部：24時間稼働テナント 1室、テナント 13室、社員食堂 1室 

給湯熱源：テナント向け 電気、社員食堂 ガス 

調理熱源：ガス 

省エネ対策：全て未実施 

 

２．空調方式 

ケース１ セントラル空調方式 

熱源機器：ターボ冷凍機 2台、ボイラ 2台（ツールで設定している高効率 COPで入力） 

空調室  ：セントラル空調 24室、個別空調 7室 

省エネポテンシャル：46.98％（全ての省エネ対策未実施） 

 

ケース 2 個別空調方式 

熱源機器：ビルマルチエアコン、空冷パッケージ空調機 

空調室  ：個別空調 31室 

省エネポテンシャル：42.25％（全ての省エネ対策未実施） 
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※1 ケース 1のセントラル空調は熱源機器 COPを資料３に示す高効率機器 COPの値を入力

しています。従って、全省エネポテンシャル 46.98％には高効率熱源機器を導入して

いない場合の省エネポテンシャルは含まれていません。 

※2 NO1、NO5、NO9は気象条件により変化します。 

※3 NO48は気象条件に関係します。セントラル空調では沖縄：1.04％、福岡：0.15％、大阪：0.12％、

札幌：-0.44％ 

日照調整フィルムを導入すると日射を遮るので、冬期の暖房負荷が増加し年間を通すと、東

京以北では省エネポテンシャルが増加します。 

※4  NO50は気象条件に関係します。セントラル空調では沖縄：0.73％、福岡：1.35％、大阪：1.42％、

札幌：1.09％ 

※5  ケース 1のセントラル空調において、熱源機器の COPを資料３に示す高効率機器 COPの値未

満の数値で入力すると、省エネポテンシャルは増加します。その増加幅についてケース A～F

で試算した事例を下記に示します。熱源機器の効率向上を検討する際の参考にしてください。 

 

ケース セントラル空調の熱源機器仕様と入力 COP 

省エネ 

ポテンシャル 

増加幅 

A 空冷ヒートポンプチラー（COP 冷房 3.5、暖房 3.0） 0.60% 

B 水冷チラー（COP 4.5）＋暖房用ボイラ（COP 0.85） 0.98% 

C ターボ冷凍機（COP 5.0）＋暖房用ボイラ（COP 0.85） 0.79% 

D インバータターボ冷凍機（COP 5.5）＋暖房用ボイラ（COP 0.85） 0.58% 

E 吸収冷温水機（COP 冷房 1.1、暖房 0.8） 1.34% 

F 蒸気吸収冷凍機（COP 1.1）＋暖房用ボイラ（COP 0.85） 1.29% 

 

  
















