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1 本事業の目的 

近年、公共データの活用促進、すなわち「オープンデータ」の推進により、行政の透明性・信頼性

の向上、国民参加・官民協働の推進、経済の活性化・行政の効率化を三位一体で進めていくことが行

政に求められている。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）においても、特定事業者

及び特定連鎖化事業者（以下「特定事業者等」という。）における省エネルギーの取組の状況を把握

するため、毎年度約１２,０００の特定事業者等から提出された省エネ法に基づく定期報告書及び中

長期計画書（以下「定期報告書等」という。）を受領しており、当該データを分析し、その結果を調

査報告書にまとめている。 

平成３０年度省エネルギー政策立案のための調査事業（省エネ法に基づく定期報告書等のデータ公

開のあり方に関する検討・検証事業）（以下「平成３０年度事業」という。）では、特定事業者等にお

けるデータ公開の在り方に関する検討、データ提供システム（仮称）（以下「システム」という。）の

構築及び運用に向けた検証、要件整理を行った。  

本事業では、平成３０年度事業「２.１ 定期報告書等のデータ公開のあり方に関する検討」での要

件定義等の検討結果を踏まえ、特定事業者等に係るシステムを開発する。また、平成３０年度事業に

おけるヒアリング等の調査結果を踏まえ、特定事業者等だけでなく広く民間事業者等に対して、省エ

ネ取組に有用な情報を提供するために必要と考えられる情報の種類や表示方法、分析機能等について

検討を行い、来年度の改修項目として追加の要件定義を行う。さらに、本システム構築後は操作性、

表示内容等についてヒアリング等を踏まえた検証を行うことで本システムの利便性を向上させ、今後

さらに事業者の自主的な省エネ取組を促すことを目的とする。 
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2 事業内容 

2.1 特定事業者等に係るシステムの構築 
本システムを構築するにあたり、定義した機能要件及び非機能要件を 2.1.1, 2.1.2 に示す。こ

れらの定義に従い構築した本システムの概要を 2.1.3 に示す。また、初期データとして本システ

ムに移行したデータについては、2.1.4 に示す。 

2.1.1 システムの機能要件 
本項では、本システムの機能要件について記載する。本事業の仕様書「別添 1 機能要件一

覧」をもとに要件定義を行い、本システムの稼働に必要な機能として、表 2-1 機能要件一覧

のとおり整理を行った。 

 

表 2-1 機能要件一覧 

連

番 ID Lv1 LV2 機能要件 

利用者 
ﾕｰｻﾞ 1 

ｴﾈ庁 

職員 

ﾕｰｻﾞ 2 

法人 

ﾕｰｻﾞ 2 

自治体 

ﾕｰｻﾞ 3 

公開ﾃﾞｰ

ﾀ閲覧者 
1-1 1 管

理 
ホーム ホーム画面は、認証せずにアクセスで

き、下記情報を表示する。 
【表示する情報】 
 個別診断へのリンク 
 公開データへのリンク 
 利用規約へのリンク 
 ヘルプへのリンク 

● ● ● ● 

1-2 ログイ

ン・ログ

アウト 

ユーザ ID、パスワードを用いて、シ

ステムにログイン・ログアウトする。 
そのためのログイン画面を準備する。 
※エネ庁職員は、Salesforce のログイ

ン画面を利用する。 
※特定事業者等（法人）は、法人共通

認証基盤の画面を利用する。 
※特定事業者等（自治体）は、

Salesforce の認証画面を利用する。 

● ● ●  

1-3 法人共通

認証基盤

との連携 

特定事業者専用の個別診断メニューに

ログインする際に、法人共通認証基盤

にて認証を行なう。 
※認証に成功した場合、個別診断メニ

ューを使用できる。 
※認証に失敗した場合、法人共通認証

基盤側のエラーメッセージを表示す

る。 

 ●   

1-4 アカウン

ト管理 
システムへのログインに成功した場合

に、ログインユーザの情報を表示す

る。 

● ● ● - 

1-5 ユーザロ

グの保存 
ログインユーザのシステムでの操作ロ

グを取得する。 
【取得する情報】 
 日時 
 ユーザ ID 
 操作内容 等 

● ● ● - 
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連

番 ID Lv1 LV2 機能要件 

利用者 
ﾕｰｻﾞ 1 

ｴﾈ庁 

職員 

ﾕｰｻﾞ 2 

法人 

ﾕｰｻﾞ 2 

自治体 

ﾕｰｻﾞ 3 

公開ﾃﾞｰ

ﾀ閲覧者 
1-6 1 管

理 
ヘルプ 

 
操作説明書（PDF ファイル）を表示

する。 
※予め、PDF 形式で操作説明書をア

ップロードしておく。 

● ● ● ● 

1-7 利用規約 既存の資源エネルギー庁様 HP の利用

規約を表示する。 
（リンクを設定する） 

● ● ● ● 

1-8 画面共通

ヘッダー 
各画面共通のヘッダーを用意し、「利

用規約」等へのリンクを表示する。 
※フッターは、資源エネルギー庁様

HP のフッターと同様 

● ● ● ● 

2-1 2 他

シ

ス

テ

ム

デ

ー

タ

の

取

り

込

み 

法人イン

フォメー

ション連

携 

法人番号をキーとして、ＳＰＡＲＱＬ

により法人基本情報を法人インフォメ

ーションから取得する。連携方法は、

法人インフォメーションの定めに従う

ものとする。 
法人インフォメーションから取得した

情報を本システムのデータベースに登

録する。 
上記の法人インフォメーションからの

情報取得・データベース登録処理は必

要に応じて実施する。 

    

2-2 省エネ法

システム

データ取

り込み 

平成 27 年 10 月から経済産業省内の

基盤環境にて稼働中の省エネ法システ

ムから CSV 等のデータで出力され

る、特定事業者番号・指定工場番号に

紐づく下記情報を取得し、データベー

スに格納する。 
初期データ移行として、本機能を使っ

てデータを本システムに取り込む。 
【取得する情報】 
・業種 
・原単位分母単位 
・エネルギー使用量合計 
・原単位分母の値 
・5 年度間平均原単位変化 等 
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連

番 ID Lv1 LV2 機能要件 

利用者 
ﾕｰｻﾞ 1 

ｴﾈ庁 

職員 

ﾕｰｻﾞ 2 

法人 

ﾕｰｻﾞ 2 

自治体 

ﾕｰｻﾞ 3 

公開ﾃﾞｰ

ﾀ閲覧者 
3-1 3 公

開

用

グ

ラ

フ

デ

ー

タ

の

表

示 

グラフ表

示機能 
公開用グラフデータ表示画面でグラフ

種類・年度・業種(産業分類)の情報を

条件として設定し、該当のグラフを表

示する。 
法人を特定できる情報は出力しない。 

● ● ● ● 

3-2 ファイル

出力 
グラフ表示部分のメニューを選択する

ことで、表示中のグラフデータを、指

定した画像ファイルフォーマットで出

力する。 
法人を特定できる情報は出力しない。 

● ● ● ● 

4-1 4 特

定

事

業

者

用

デ

ー

タ

の

出

力 

特定事業

者検索 
特定事業者用データ検索画面で法人を

特定した検索を行い、特定事業者用デ

ータの出力対象を検索する。 
・エネ庁職員のみ本機能を利用する。 
・特定事業者用データ検索画面におい

て、特定事業者番号により事業者の検

索を行う。 
・検索ヒットした場合：検索ヒットし

た事業者の情報を取得し、「比較対象

条件設定画面」に遷移する。画面遷移

時に、取得した事業者情報を引き渡

す。 
・検索ヒットしない場合：「特定事業

者が存在しない」旨のエラーメッセー

ジを表示する。 

●    

4-2 検索機能 ログインした特定事業者の情報、また

は、「特定事業者用データ検索画面」

で検索した特定事業者の情報を「比較

対象条件設定画面」に表示する。 
比較対象条件（年度、業種分類等）を

設定して検索を行う。 

● ● ●  

4-3 個別診断

シートの

表示 

ログインした特定事業者、または、 
「特定事業者用データ検索画面」で指

定した特定事業者の省エネ個別診断シ

ートを表示する(下記内容)。比較対象

となる事業者の業種は「比較対象条件

設定画面」で指定する。 
・表（年度ごとのクラス、ベンチマー

ク制度の達成状況、省エネにつながる

取組・事例、原単位分母の採用割合） 
・グラフ（クラス分布、貴事業者全体

の原単位の推移、事業別原単位の推

移、指定工場等の原単位の推移） 
・リンク（活用できる支援制度：省エ

ネポータルサイトへのリンク） 
データ秘匿性の観点から、検索数の下

限値（10 を想定）未満の場合データ

を表示しない。 

● ● ●  
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2.1.2 システムの非機能要件 
政府によって策定された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」で示されている非

機能要件の事項に従って、実績のあるクラウド基盤を選択し、表 2-2 非機能要件一覧の非機

能要件を満たすシステム構築及び環境設定を実施した。 

 

表 2-2 非機能要件一覧 
連番 ID Lv1 非機能要件 

1-1 
1 ユーザビリティ及び

アクセシビリティに

関する事項 

初めてシステムを利用するユーザが、すぐにシステムを利用で

きるよう、操作方法を理解するためのマニュアルが用意され、

利用者がそれを容易に利用できること。 

1-2 項目の入力等においてエラーが発生した場合、画面にエラー理

由が簡潔に表示されること。 

2-1 
2 システム方式に関す

る事項 
クラウド基盤上にシステムを構築し、サーバやネットワーク機

器等の機材を不要とすること。また、利用者が Web ブラウザ

から本システムを利用できること。 

3-1 
3 規模に関する事項 2019 年度末時点の定期報告書等データの登録件数、データ容

量は「データ件数・容量」シートのとおりとなるため、この規

模要件を満たすクラウド基盤およびシステム構築を行うこと。 

4-1 
4 性能に関する事項 システムの応答時間については、採用するクラウド基盤で保証

される範囲内において、利用者にストレスを感じさせない十分

なレスポンスを確保すること。 

5-1 
5 信頼性に関する事項 クラウドサービスの機能バージョンアップ作業等による計画停

止を除き、99.5%の稼動率を目標とすること。 

5-2 システム基盤は、障害発生時でも業務を停止せずに対処できる

冗長性を持った方式を採用していること。 
 

連

番 ID Lv1 LV2 機能要件 

利用者 
ﾕｰｻﾞ 1 

ｴﾈ庁 

職員 

ﾕｰｻﾞ 2 

法人 

ﾕｰｻﾞ 2 

自治体 

ﾕｰｻﾞ 3 

公開ﾃﾞｰ

ﾀ閲覧者 
4-4 4 特

定

事

業

者

用

デ

ー

タ

の

出

力 

ファイル

出力 
検索結果画面でボタンを押下すること

で、該当データを下記ファイルフォー

マットで出力可能とする。 
【出力フォーマット】 
・PDF 

● ● ●  
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6-1 
6 
 

拡張性に関する事項 採用するクラウド基盤で保証される範囲内において、アクセス

増加、データ容量の増加に対して十分かつ柔軟に対応できるよ

うに、拡張性の高いシステムとすること。 

6-2 

将来のアクセス量、データ容量の増加に備えて、システム維持

更新と運用において、データベースの拡張性とそのデータ利用

に係る機能追加、操作性の向上等を考慮すること。（将来のア

クセス量、データ容量は「データ件数・容量」シートを参照） 

6-3 
利用者の追加ができること。また、アカウント追加時は、アカ

ウントの契約変更が完了した段階で本システムの停止を伴うこ

となく、即時に利用が可能なこと。 
6-4 システムに登録したデータは 5 年以上保管可能であること。 

7-1 

7 上位互換性に関する

事項 
契約期間中にアプリケーション稼働環境として導入しているソ

フトウェアのバージョンアップが発生した場合は、原則、バー

ジョンアップ後の環境を前提として開発を行うこと。なお、バ

ージョンアップの決定時期によって対応が困難な場合には、省

エネルギー課と協議の上、その指示に従うこと。 

8-1 

8 中立性に関する事項 本システムにて保管されたデータの再利用を可能とすること。

そのため、本システム内のデータは XML、CSV 等の汎用的な

データ形式で入出力でき、入出力作業を容易にする機能を本シ

ステムにて提供すること。 

8-2 

システム構築業務の受託者以外でも、システムの運用・保守

（機能追加・拡張等含む）が実施できるよう、技術の検討に当

たっては実績のあるクラウド基盤を選択すること。また、設計

内容は詳細設計書に記載し、その概要を示すこと。 

9-1 
9 継続性に関する事項 週に一回バックアップデータを取得する。必要に応じて、手動

でバックアップを取得できること。 

9-2 障害等でシステムが利用できなくなった場合は、バックアップ

データをもとに復旧ができるシステム構成・設計とすること。 

10-1 

10 情報セキュリティに

関する事項 
情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するた

め、情報システムにアクセスする主体のうちの認証を行う機能

として、【識別コード（ID）とパスワードによる主体認証】の

方式を採用すること 

10-2 

情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するた

め、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を

備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計するこ

と。 

10-3 

主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウ

ント（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登録、更

新、無効化等）するための機能を備えること 
※特定事業者(法人)において、法人共通認証基盤と連携する際

には、アカウント管理は法人共通認証基盤の API を用いて実施

する。特定事業者(自治体)は Salesforce のユーザ管理を利用し

て実施する。 

10-4 

機密性、監査性に関して、第三者機関が認定した以下の認証制

度等に準拠した信頼性の高いクラウドコンピューティング・サ

ービスであること。 
(ア) 総務省の ASP ・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示 
(イ) ISMS の国際規格「ISO 27001」 

11-1 
11 情報システム稼働環

境に関する事項 
クライアント環境として、以下のブラウザに対応すること。 
・Microsoft Internet Explorer 11 
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12-1 

12 テストに関する事項 下記のテストを行うこと。 
単体テスト：プログラムの製造工程において、作成したプログ

ラムが詳細設計通りに動作することを確認する。テストは、テ

ストコードを用いて Salesforce の開発環境上にて実施する。 
結合テスト：基本設計どおりにシステムが作成されていること

を確かめるため、主に、画面遷移、ファイルの入出力等、各プ

ログラムが正しく結合されていることを確認する。 
総合テスト：要件確認で合意した仕様どおりにシステムが動作

することを確認する。一連のユースケースを実施することでテ

ストを実施する。 
受入テスト：貴省にて、作成したシステムが問題なく動作する

ことをご確認いただく。 

13-1 

13 移行に関する事項 貴省の内部ネットワークで稼働中の省エネ法システムから本シ

ステムに必要なデータを csv 形式で抽出する。Salesforce への

データアップロードツール（DataLoader）を用いて、抽出した

CSV ファイルを本システムにインポートする。 

14-1 

14 引継ぎに関する事項 クラウドサービスに実施した設定と作成したプログラムについ

ては設計書を作成、その他ユーザの追加や、バックアップ等の

システム管理業務については運用設計書を作成、それぞれの文

書による引き継ぎを可能とすること。 
15-1 15 教育に関する事項 マニュアル提供のみとし、教育は実施しない。 

16-1 
16 運用に関する事項 運用手順書に運用・保守担当者を対象とした運用・保守業務の

内容と操作手順について記載する。 

17-1 

17 保守に関する事項 以下の要件を満たすクラウド基盤を選定すること。 
・保守サービスが利用可能であり、問い合わせ窓口が設置され

ている 
・保守業者によるセキュリティの脆弱性に関するパッチ適用作

業を不要とする 
 

また、2019 年度末及び 2024 年度末時点で見込まれる定期報告書等データの登録件数、デ

ータ容量は、「表 2-3 データ件数・データ容量」のとおりとなる。本システムでは、2024

年度末までのデータを保存できる環境を構築している。 

 

表 2-3 データ件数・データ容量 
  2019 年度末 2024 年度末 

分類 種別 件数 データ容量（KB） 件数 データ容量（KB） 
マスタ 特定事業者 13,000 39,000 13,000 39,000 

指定工場 15,000 45,000 15,000 45,000 
マスタ集計  28,000 84,000 28,000 84,000 
報告書 特定表 65,000 650,000 130,000 1,300,000 

指定表 75,000 750,000 150,000 1,500,000 
中長期計画書 65,000 195,000 130,000 390,000 

報告書集計  205,000 1,595,000 410,000 3,190,000 
総計  233,000 1,679,000 438,000 3,274,000 
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2.1.3 システムの構築 
本項では、構築したシステムの概要について説明する。 

(1)  システム概念図 

上述した機能要件及び非機能要件に従い、構築したシステムの概念図を「図 2-1 システム

概念図」に示す。システム概念図で示したとおり、利用者はインターネットを介して本システ

ムにアクセスする。 

 

図 2-1 システム概念図 
  



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 

 

 

(2) 画面遷移図 

本システムにおいて、「表 2-1 機能要件一覧」で示した機能を利用するための画面の流れを

「図 2-2 画面遷移図」に示す。 

 

 
  

図 2-2 画面遷移図 
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(3) 画面イメージ 

本システムで提供する主な画面のイメージを以下に示す。 

① ホーム画面 

利用者が最初にアクセスする画面である。 

② エネ庁職員ログイン画面 

エネ庁職員がログインする画面である。 

 
 
 

図 2-3 ホーム画面 

図 2-4 エネ庁職員ログイン画面 



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 

 

③ 特定事業者用データ検索画面 

個別診断シートを出力する特定事業者を検索する画面である。検索は、特定事業者番

号により行う。エネ庁職員のみ利用可能である。 

 

 

  

図 2-5 特定事業者用データ検索画面 
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④ 比較対象条件設定画面 

エネ庁職員でログインした場合は特定事業者用データ検索画面で指定した特定事業者

番号の事業者の情報、特定事業者でログインした場合は自事業者の情報が表示される。 

比較対象となる特定事業者の条件として、提出年度と業種を指定する。業種は中分

類・小分類・細分類の 3 階層の何れの階層でも指定が可能である。 

※「戻る」ボタンはエネ庁職員のみ活性となる。 

  
図 2-6 比較対象条件設定画面 
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⑤ 検索結果画面 

個別診断シートを表示する画面である。個別診断シートは「ダウンロード」ボタンに

より PDF ファイルとしてダウンロード可能である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-7 検索結果画面 
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⑥ gBizID ログイン画面 

特定事業者の法人が法人共通認証基盤にログインする画面である。 

 

⑦ 個別診断起動画面 

エネ庁職員が、個別診断シートを表示するための特定事業者用データ検索画面を起動

する画面である。 

 
 
 
 

図 2-8 gBizID 画面 

図 2-9 個別診断起動画面 
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⑧ 事業者情報登録画面 

特定事業者の法人が事業者情報を登録するための画面である。登録が必要な場合のみ

表示される。 

  
図 2-10 事業者情報登録画面 
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⑨ 法人・自治体選択画面 

特定事業者が個別診断を実施する際に、最初に法人であるか自治体であるかを選択す

る画面である。 

 
 
  

図 2-11 法人・自治体選択画面 
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⑩ 自治体ログイン画面 

自治体の特定事業者がログインする画面である。 

 

 

⑪ パスワード変更画面 

自治体の特定事業者が初回にログインした時またはパスワード変更が必要になった時

に表示されるパスワード変更用の画面である。 

 
 

図 2-12 自治体ログイン画面 

図 2-13 パスワード変更画面 
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⑫ 公開用グラフデータ表示画面 

公開用グラフを表示する画面である。グラフの種類及び提出年度業種を選択してグラ

フを表示する。業種は中分類・小分類・細分類の 3 階層の何れの階層でも指定が可能

である。 

 
図 2-14 公開用グラフデータ表示画面 
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(4) 個別診断シート 

検索結果画面から「ダウンロードボタン」を押下することで、個別診断シートを PDF ファイ

ルとして出力できる。出力される PDF ファイルを図 2-15 個別診断シートに示す。 

図 2-15 個別診断シート 
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2.1.4 定期報告書に関するデータ移行 
省エネルギー課にて管理している定期報告書等データを管理しているシステム（以下「省エ

ネ法システム」という。）に格納されている定期報告書等のデータを本システムに取り込ん

だ。 

また、中長期計画書については省エネ課提供の分類データ・中長期計画書データを本システ

ムに取り込んだ。 

本システムに取り組んだデータとデータの入手元・加工方法を下記に示す。 

表 2-4 マスタデータの移行方法 
分類 項目 データ入手元 加工方法 

マスタ 特定事業者 省エネ法システム ①特定事業者番号等を頭 0 埋めで登録（Excel 上で操

作） 
 
②省エネ法システムの特定表テーブルの確定済み最新

年度データ（2019 年度案件では、2019 年度）から事

業者番号をキーに各事業者の法人番号を取得 
 
③省エネ法システムの特定表テーブルから取得した法

人番号の妥当性確認（法人インフォメーションに登録

されているデータとの突合せ）：下記情報の突合せを

実施 
・定期報告書に記載された法人番号をキーに法人イン

フォメーションから取得した事業者名（バッチ処理） 
・定期報告書に記載された事業者名 

一致：そのまま登録 
 不一致：定期報告書記載の事業者名をキーに法人イ

ンフォメーションから取得した法人番号を正しい法人

番号とする。 
※定期報告書記載の事業者名から法人番号を取得でき

なかった場合は、目視確認（表記ゆれ/事業者名変更等

の判断）が必要 
 
④法人番号を頭 0 埋め 13 桁で登録 
※法人番号は、省エネ法システムの事業者マスタには

存在せず、特定表テーブルに格納されている。 
指定工場 省エネ法システム ①指定工場番号を頭 0 埋め 7 桁で登録 

 
②文字数が多い工場名の名称を意味が変わらないよう

に文字列を短縮（上限バイト数：82） 
※グラフ表示時に見切れる可能性があるため 

業種分類 省エネ法システム ①細、小、中の 3 つの分類データを投入 
②文字数が多い分類名称の文字数を短縮（上限バイト

数：76） 
日本標準産業分類

一覧(総務省) 
中長期計画

書の計画分

類 

省エネ課提供デー

タ 
①取組の分類名称を加工 
（3 階層の分類を結合した後に、削減可能な文字列を

削除） 
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表 2-5 トランザクションデータの移行方法 

分類 項目 データ入手元 加工方法 
トラン

ザクシ

ョン

（定期

報告書

等） 

特定表 省エネ法システム ①特定事業者番号を頭 0 埋め 7 桁で登録 
②事業者ごとのクラス分け評価結果を、事業者 ID を

キーに追加 
③特定 2 表データ（エネルギー種類ごとの使用量等）

を、事業者 ID をキーに追加 
※その他燃料の使用量 GJ の値を事業者ごとに合計し

た値も設定 
特定 3 表 省エネ法システム ①原単位分母の名寄せ対応 

名寄せツールを使用して、原単位分母の値を加工 
 
②事業者全体の行（省エネ法システムの特定表テーブ

ルに格納されているデータ）を登録。過去 3 年分の原

単位前年度比（特定 3 表 H）、寄与度（特定 3 表 I）の

値を登録。 
過去の原単位前年度比の値は、細分類番号を用いて紐

付け。細分類番号だけでは一意に特定できない場合、

キーに含める項目として原単位分母の名称を使用して

紐付けを行った。ただし、上記手順でデータ特定を行

った際に、表記ゆれにより過去データの特定に至らな

いケースもあった。 
 
③業種分類：頭 0 埋め 
 
④1～3 年前の H の値に含まれる「#N/A」を削除 

特定 6 表 省エネ法システム ①ベンチマークデータを加工して登録 
 ▪ 平均（ベンチマーク区分ごと） 
 ▪ 達成状況（水準達成：○、未達成：×） 
 ▪ 順位（同一ベンチマーク区分内） 
 ▪ ベンチマーク指標の状況（基データは、単位が含

まれているデータも存在） 
→単位を削除し、数値だけとする 

※「電力供給業」については、A,B 指標の 2 つの指標

ごとに上記値を算出した。 
指定表 省エネ法システム ①指定工場番号を頭 0 埋め 7 桁で登録 
中長期計画

書データ 
省エネ課提供デー

タ 
①業種分類：頭 0 埋め 4 桁 
②中長期分類（小分類）：頭 0 埋め 2 桁 
③事業者番号：頭 0 埋め 7 桁 

 

上記のデータ加工作業には機械的に処理できるものだけでなく、人手による検索・加工を

必要とするものがある。定期報告書の提出からオープンデータの公開までの期間を短縮させ

るためには、これらの人手の加工工数を極力抑えるために、様式や分類名称等の改善が必要

と考える。 

例） 

 ベンチマーク指標の単位と値の記入欄を分離 

 ベンチマークの電力供給業の A と B の記入欄を分離 

 原単位分母のメニューからの選択 

 各種分類名称の文字数の短縮 
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2.1.5 システムの利用促進に係る周知 
システム利用促進を周知するために、特定事業者等に対して資料の郵送を行った。今年度の

実施内容を表に示す。 

表 2-6 システム利用促進を周知する資料の郵送 

発送日 2020.3.19 
送付方法 普通郵便 
送付先 10,359 の特定事業者等 

※ 令和元年度に定期報告書等を提出した特定事業者等に送付したが、一

部の事業者等はデータ不足のため、今年度内の送付を見送ることを省エネ

課と協議の上で決定。 
封筒仕様 角 2 サイズ、再生紙、宛名窓枠あり 

赤字印刷：省エネ法定期報告書情報提供システムの稼働についてのご案

内 個別診断シート在中 
黒字印刷：資源エネルギー庁ロゴ、差出人・還付先 

印刷用紙仕様 A4 サイズ再生紙（両面カラー印刷用） 
送付資料 

下記①～④の合計 9 枚一式とする。 

① 省エネ法定期報告書情報提供システム運用開始のお知らせ 

宛名台紙を兼ねる。送付内容物の概要を説明するもの。 

② 省エネ法定期報告書情報提供システムの概要・利用方法 

システムの機能の紹介、利用申請方法（gBizID の案内を含む） 

③ 定期報告書等の個別診断シート 

特定事業者別に令和元年度データをフィードバックするもの。 

裏面には、簡易的なシートの解説を加えた。 

④ 同封資料 3 部 

・事業者クラス分け評価制度（SABC 評価制度） 

・ご利用可能な支援策の紹介 

・電子申請のご案内 

検査/封入/封緘方法 
乱丁落丁および個別診断シートの誤送付を防止するために、各用紙には

QR コードを付与して印刷を行い、封入/封緘工程前にこれをカメラで読

み取る検査を行った。これにより、各封筒には正しい資料組み合わせで封

入を管理可能。 

 

郵送資料には、利用者の問い合わせを受けるためのヘルプデスクの連絡先（電話とメールア

ドレス）を記載した。ヘルプデスク開設に向けて、システム概要、利用申請方法、ログイン方

法、システム操作方法、システムの機能、表示内容、それぞれについて FAQ を作成し、エス

カレーションルールを取り決め、担当者教育を実施して体制を整えた。システム運用開始日の

3/19 に合わせてシステム利用に関する専用のヘルプデスクを開設し、対応を継続している。 

また、このヘルプデスクには、地方自治体（約 1200 の事業者）からのシステム利用申請受付

の機能も持たせることとした。多くを占める民間事業者は gBizID を取得することでシステム

利用が可能になるが、地方自治体は、現在の仕組みではまだ gBizID とシステムとの連携がで

きないため、ヘルプデスクが利用申請と定期報告書の情報を突合して利用者の在籍を確認する

方式をとった。確認がとれた申請者に対してユーザーID とパスワードが発行される。 
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図 2-16 ヘルプデスクの整備と運用 

 

2.1.6 利用マニュアルの整備 

(1) 経済産業省及び経済産業局職員向け 

昨年度作成のマニュアル成果物を元にして、今年度の開発内容に合わせて内容を更新した。 

主な変更内容は、 

・システムへのログイン方法 

Salesforce ログイン画面を経由してシステムにはいる。 

・情報提供機能の操作方法 

これまではデータ種別と提出年度を設定して「ダウンロード」ボタンをクリックする

と、CSV データがダウンロードできた。職員はこのデータを加工してグラフを作成しな

ければならなかった。今後は、条件（グラフ種類、提出年度、業種）を設定して「グラフ

作成」ボタンをクリックすると、グラフが直接表示される。 

 

(2) その他一般事業者及びその他の民間事業者向け 

各事業者向けにシステムの利用マニュアルを作成した。作成にあたっては、 

・平易な表現 

・利用を促進させるデザイン 

・操作画面、手順、図表の説明、読みやすいレイアウト 

を考慮した。 

各事業者への定期報告書のフィードバックとなる「個別診断シート」の使い方に関しては、

「お困りごとを解決するための活用方法」と題して、いくつかのケースに応じて注目すべき箇

所を示し、マニュアルを全て読まなくてもポイントが分かる構成とした。 

このマニュアルは、システムの「ヘルプ」機能のなかで PDF ファイルをダウンロードして、

事業者が自ら印刷できるようにした。 
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実際のマニュアルを図示する。表紙（手に取ってもらえるデザインを考慮）、目次（読む意欲

を持ってもらえる多すぎないページ数）、個別診断シートの使い方（ポイントを押さえて見て

もらえるためのケース別の注目点）等、利用者が読みやすくなる工夫が盛り込まれている。 

 

   図 2-17 マニュアル表紙 

 
   図 2-18 マニュアル目次 
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   図 2-19 個別診断シートの使い方 
 

2.2 システムの機能追加に向けた検討 

2.2.1 システムの表示内容及び分析機能等の要件検討 

(1) 個別診断機能に係る検討について 

特定事業者等に対し、自身が提出した定期報告書や中長期計画の記載に基づく分析結果を提

供する、個別診断機能の内容について検討を行った。その際、①事業者が現在の立ち位置を認

識し、省エネに取り組む動機を生じさせること、②省エネに取り組もうと思った際に、今後の

取り組むべきことが分かること、③その他、エネルギー管理における悩みにこたえることの３

点に着目した。 

今年度は、開発期間を考慮し、平成 30 年度事業にて構築した個別診断シートの実装を行っ

た。 （個別診断シートは図 2-15 を参照） 

シート左側では、特定表及び指定表に基づく業種別、事業所別での同業他社等との比較表示

ができるよう、業種平均の原単位変化の推移との比較を示した。併せて、事業者クラス分け制

度の結果を掲載し、自身の立ち位置が分かるようにした。 

シート右側では、ベンチマーク制度の状況を示し、ベンチマーク対象事業者においては、変

化率ではなく、今年度のエネルギー使用状況での絶対的な他者比較が可能なようにした。ま

た、今後取り組むべき省エネ対策の検討の参考となるよう、同業他社の中長期計画書の記載を

示すと共に、設備投資を行う場合に役立つよう、支援策を示した。このほか、特定事業者から

寄せられる意見として多い、原単位分母も設定方法の検討に資するよう、同業他社が使用して
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いる原単位分母についても示した。 

 

(2) 民間事業者等を対象とした公開データに係る検討について 

① 業種別や地域別に集計、グラフ化したデータの提供機能 

特定事業者等以外も含めた、民間事業者等を対象としたデータ公開方法について検討

を行った。平成 30 年度事業における検討では、定期報告書等のデータは事業者の経営

や技術ノウハウに関わる情報であり、事業者特定がなされない生データの公開について

検討したが、原単位や原単位変化率のみに対象が絞られることが分かった。なお、前者

においては、事業者特有の原単位分母（社名や特徴的な製品を含むもの等）が使われて

いることも多いことから、人手による判別が必要となることから、機械的な判定による

公開可否の判定ができず、各年度の公開にあたっての作業が発生させず、迅速な公開を

行う上では採用が難しいことが分かった。これらを踏まえると、生データでの公開は難

しいものと判断した。 

一方で、国側で一定の集計を行ったデータであっても一定のニーズがあるものと判断

された。ただし、事業者や研究者は公開された情報を踏まえて使用方法を検討していく

ものであることから、国側で準備が整ったものから順次公開していくことが必要と考え

られた。また、これまで国が公開してきた委託事業における報告書や審議会中で提示し

た図表については、公開されれば有用であるとの意見が得られたものの、情報が散在し

ているために現時点では活用できないとの意見が示された。 

上記の意見を踏まえ、今年度は、これまで定期報告書の電子化業務等で集計されてき

た図表を公開することに加え、省エネ関連データへのリンクを集約することとした。 

掲載した図表は下記の業種別集計を行った４図表である。掲載にあたっては、定期報

告書に馴染みのない利用者でも誤ったデータ利用がなされないよう、業種集計方法や母

集団の解説をマニュアルに記載した。加えて、サイト全体に対する注意として、定期報

告書の報告対象者がエネルギー使用量によって足切り値が設けられていること、燃料の

計上方法（再生可能エネルギーの自家発電は計上しない、自家発電は燃料として計上さ

れる）などの定期報告書の集計の特性によるものを記載した。 
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図 2-20 エネルギー種類別の使用量の推移 

 

図 2-21  5 年度間平均原単位変化の推移 

 

図 2-22 エネルギー消費原単位分母の設定状況 
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図 2-23 原単位前年度比平均の推移 
 

② 他のシステムや公開情報との連携について 

平成３０年度事業では法人インフォとの連携の可能性について検討を行ったが、現時

点では、法人インフォにはオープンデータに活用できる情報が少なかったことから、他

のデータベースとの連携について検討を行った。 

他の公開データベースと連携した場合、定期報告書の情報自体は非公開であるが、連

携したデータが公開情報であることから、特定事業者等の情報が特定されてしまうこと

から、連携は困難なものと判断した。 

非公開のデータベースとの連携の場合、データ提供者に対しては、特定事業者等の情

報が特定されてしまう可能性がある。そのため、定期報告書の情報を把握しても問題が

生じない、経済産業省内のデータであれば連携の可能性があるものと考えられる。経済

産業省内のデータは、法人番号による紐づけが可能である。特定事業者等においては、

地方自治体の首長部局以外が報告を行っている等、法人番号を有しない事業者も存在す

ることから、これらの整理を事前に行うことが望ましい。 

上記のとおり、生データとの１対１での紐づけは難しい一方で、階級値化した情報で

あれば、事業者の特定を避けた上での情報の紐づけは可能なものと考えられる。これま

で、特定事業者等やエネマネ事業者、学識者などからニーズの多かったものとして、指

定工場のデータの建築年や事業所規模との紐づけのニーズがあった。これらについて

は、着工統計や法人土地・建物調査、経済センサス（旧事業所統計部分）などとの紐づ

けによって集計することが可能になるものと考えられるが、法人番号にて紐づけが可能

な特定事業者等の情報と比べて、指定工場の情報については、統計間で共通の識別子が

存在しないことが課題であるものと考えられる。 
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③ 官公庁等の定期報告書のデータ公開の実用性及び可能性の検討 

平成 30 年度事業にて、地方公共団体を含む公官庁におけるエネルギーの使用状況に

ついては、これまでも住民に対して情報公開を行っており、経営にかかわる秘匿性の高

いデータが存在しないことから、国民への公開が可能ではないかとの意見が得られた。 

また、官公庁の特定事業者等においても、前述の個別診断機能においては、他者の特

定ができないよう、情報公開を行っているが、他者が分かる形での情報公開を行った方

がイメージが湧きやすく、省エネに取り組む上での参考になるとの意見があった。 

上記の状況を踏まえ、今年度は、他の官公庁の情報公開ニーズ、自身の情報公開可否

に関するアンケート調査を行った。アンケート調査の概要は下表のとおり。調査票は別

添〇に示すとおり。 

表 2-7 アンケート調査の概要 
調査期間 2020.2.7～2020.2.21 
調査方法 エネルギー管理企画推進者に対して電子メールにてアンケート

回答を依頼、インターネット上のアンケートサイトにて回答 
対象事業者数 981 者 
回答事業者数 596 者（回収率＝60.8％） 
アンケート内容 定期報告書等の情報公開に関して 

＜他の官公庁の情報公開ニーズ＞ 
・特定表 
・指定表 
・中長期計画書 

＜自身の情報公開可否＞ 

・特定表 
・指定表 
・中長期計画書 

 

回答者の内訳は以下のとおり。日本標準産業分類における国家公務のうち行政機関

と、地方公務を対象に調査を行った。地方公務の特定事業者等においては、首長部局の

ほか、教育委員会や警察部局、水道部局等の首長部局以外のほか、ごみ処理等の行政サ

ービスの一部を複数自治体間で共同で行う広域連合や一部事務組合からの回答も得られ

た。 

 

 

図 2-24 アンケート回答の官公庁分類 

 
指定工場の保有状況は以下のとおり。回答者の約 2/3 が指定工場を有しておらず、

大規模な事業所は保有していないものの、中小規模の事業所を複数所有している結果、

特定事業者として指定されている状況であった。 

国家公務 7
都道府県（首長部局） 28
市町村（首長部局） 391
都道府県、市町村（首長部局以外） 147
一部事務組合 15
広域連合 3
特別区 5
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図 2-25 指定工場の有無 

 
回答者がエネルギー管理業務において、比較対象としている事業者は以下のとおり。

回答者の太宗を占める市町村機関（首長部局以外も含む）は、市町村機関を比較対象と

していることが多い一方で、比較対象事業者が分からないとする回答者も多かった。他

の設問の回答を踏まえると、これらの事業者の中には、他者との比較は行っておらず、

自身の過去との比較によりエネルギー管理を行っている事業者が含まれている。 

 

図 2-26 エネルギー管理における比較対象事業者 

 
比較対象の条件としては、人口規模を参考としている事業者が多かった。下図に記載

している統計情報から得られる指標のほか、施設数や設備数等、より詳細な指標にて比

較する必要があるとの意見もあった。 

 

 

図 2-27 エネルギー管理における比較対象の指標 

 
日常のエネルギー管理において比較対象または参考としている団体について具体的な

確認した設問においては、立地面（隣接する自治体等）、規模面（予算や人口が類似し

ている等）が類似している自治体のほか、より管理範囲の広い行政機関（市町村であれ

ば県や国等）を挙げる事業者が存在した。 

 

＜他の官公庁の情報公開ニーズ＞ 

特定表 

省エネに役立てるために他者の特定表の記載内容を知りたいか確認したところ、約 3/4 の事

業者が他者の記載内容を知りたいとする一方で、知りたくないとする事業者も 3%程度存在し

た。この事業者の多くは、知りたくないというよりは、知っても活用することができないとの

意見であり、他者との比較を行っていないから活用することがないという意見と、施設や設備

の構成、使われ方が分からないと比較ができないという様な、定期報告書の情報が粗いために

有していない 405
有している 191

国家機関 14
都道府県機関 64
市町村機関 279
民間事業者 11
その他 85
わからない 206

予算規模 142
人口規模 274
人口密度 47
所在地 152
その他 7
わからない 6
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活用が難しいとの意見が得られた。わからないとした事業者には、定期報告書の記載自体は把

握しているものの、公開された場合の活用イメージが湧いていないというものが含まれてい

る。 

 

 

図 2-28 他者の特定表の内容を知りたいか 

 
上図において、「知りたい」と回答した事業者に対して、特定表の情報のうち、知りたい表に

ついて確認したところ、約 1/3 の事業者が全ての様式を知りたいと回答した。その他の事業

者においては、エネルギー使用量に関する情報（特定２表、３表）とエネルギー消費原単位の

変化（特定４表）、エネルギー消費原単位を改善できなかった理由（特定５表）といった、昨

年度の他者の省エネ取り組みの結果が把握できる表を知りたいとの意見が多かった。 

 

図 2-29 他者の特定表のどの様式を知りたいか 

 
指定表 

指定工場を有している事業者に対して、省エネに役立てるために他者の指定表の記載内容を

知りたいか確認したところ、特定表についての意見とほぼ同様の傾向がみられた。 

 

 

図 2-30 他者の指定表の内容を知りたいか 

 
上図において、「知りたい」と回答した事業者に対して、指定表の情報のうち、知りたい表に

ついて確認したところ、約 1/2 の事業者が全ての様式を知りたいと回答した。その他の事業

者においても判断基準の順守状況（指定８表）を除き、大半の表を選択している等、多くの表

に関心のある事業者が多かった。 

 

知りたい 441
知りたくない 19
わからない 137

全ての様式を知りたい 193
特定２表 177
特定３表 186
特定４表 178
特定５表 167
特定６表 19
特定７表 17
特定８表 87
特定９表 128
特定１０表 27
特定１１表 13
わからない 2

知りたい 154
知りたくない 9
わからない 29
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図 2-31 他者の指定表のどの様式を知りたいか 

 
中長期計画書 

省エネに役立てるために他者の中長期計画書の記載内容を知りたいか確認したところ、特定

表や指定表についての意見とほぼ同様の傾向がみられた。 

 

 

図 2-32 他者の中長期計画書の内容を知りたいか 

 
上図において、「知りたい」と回答した事業者に対して、中長期計画書の情報のうち、知りた

い表について確認したところ、約 1/2 の事業者が全ての様式を知りたいと回答した。その他

の事業者を含めると、3/4 程度の事業者がⅡ表の情報を知りたいとしており、他事業者の設備

投資を伴う対策についての関心が高いことが分かった。 

 

 

図 2-33 他者の中長期計画書のどの様式を知りたいか 

 
＜自身の情報公開可否＞ 

特定表 

特定表の記載内容のうち、生データを公開してもよい様式の有無を確認した。すべて公開で

きないとした事業者が少数であった一方で、半数程度の事業者が「分からない」と回答した。

これは、データに関する関係者が多く、回答者のみでは判断がつかないとの回答が多かった。

また、公開が可能としている事業者においても、官公庁同士で参照し、省エネに役立てること

は可能であるが、一般公開はできないという事業者も存在した。 

全ての様式が公開できないとした事業者は、事業者間で状況が異なる中でエネルギー使用量

の絶対量で比較されることは望ましくない、地方公共団体実行計画と算出方法が異なる等、開

示による混乱を心配する事業者が存在する一方で、努力目標を達成していないことを理由に挙

全ての様式を知りたい 99
指定２表 36
指定３表 28
指定４表 29
指定５表 25
指定６表 29
指定７表 30
指定８表 4
指定９表 18
わからない 2

知りたい 457
知りたくない 16
わからない 124

全ての様式を知りたい 301
Ⅱ表 140
Ⅲ表 90
Ⅳ表 32
わからない 0
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げている事業者も複数存在した。 

 

 

図 2-34 自身の特定表の内容を公開して良いか（一般への公開、官公庁への公開） 

 
上図において、「一般公開してもよい様式がある」、「官公庁であれば公開してもよい様式があ

る」と回答した事業者に対して、具体的な様式を確認したところ、すべての様式を公開可能と

した事業者が太宗を占めた。 

 

 

図 2-35 自身の特定表のどの様式を公開して良いか 

 
指定表 

指定工場を有している事業者に対して、生データを公開してもよい様式の有無を確認した。

すべて公開できないとした事業者が少数であった一方で、半数程度の事業者が「分からない」

と回答し、特定表についての意見とほぼ同様の傾向がみられた。全て公開できないとした事業

者においては、特定表において挙げられた理由のほか、設備情報（指定３表）が公開されるこ

とにより、設備更新に関する事業者対応が過度になることへの心配やバイオマス混焼の火力発

電における燃料内訳が特定されうること等、事業所単位での情報であるが故に生じる問題も挙

げられた。 

 

 

図 2-36  自身の指定表の内容を公開して良いか（一般への公開、官公庁への公開） 

 
上図において、「一般公開してもよい様式がある」、「官公庁であれば公開してもよい様式があ

る」と回答した事業者に対して、具体的な様式を確認したところ、すべての様式を公開可能と

した事業者が太宗を占め、特定表と同様の傾向がみられた。 

 

一般公開してもよい様式がある 169
官公庁であれば公開してもよい様式がある 215
定期報告書等の記載内容は全て公開できない 15
わからない 217

公開可能な様式（一般も含む） 公開可能な様式（官公庁のみ）
全ての様式を公開可能 133 145
特定２表 26 51
特定３表 22 47
特定４表 24 42
特定５表 16 24
特定６表 7 1
特定７表 8 1
特定８表 13 13
特定９表 8 17
特定１０表 9 5
特定１１表 9 4
わからない 6 12

一般公開してもよい様式がある 55
官公庁であれば公開してもよい様式がある 73
定期報告書等の記載内容は全て公開できない 8
わからない 60
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図 2-37 自身の指定表のどの様式を公開して良いか 

 
中長期計画書 

中長期計画書の記載内容のうち、生データを公開してもよい様式の有無を確認した。すべて

公開できないとした事業者が少数であった一方で、半数程度の事業者が「分からない」と回答

し、特定表の結果と同様の傾向がみられた。 

全て公開できないとした事業者においては、中長期計画書では省エネ対策の実施場所の記載

があることから、指定表と同様に事業所が特定された上で情報が開示されることの不安が挙げ

られた。また、将来計画を開示した場合の入札への影響や情報の独り歩きに関する不安も挙げ

られた。 

 

 

図 2-38 自身の中長期計画書の内容を公開して良いか（一般への公開、官公庁への公開） 

 
上図において、「一般公開してもよい様式がある」、「官公庁であれば公開してもよい様式があ

る」と回答した事業者に対して、具体的な様式を確認したところ、すべての様式を公開可能と

した事業者が太宗を占め、特定表と同様の傾向がみられた。 

 

 

図 2-39 自身の中長期計画書のどの様式を公開して良いか 

 
以上のアンケート結果を踏まえると、 

他の事業者の定期報告書の情報公開ニーズはあるものと考えられる。なお、情報が公開さ

れた場合の活用方法を見いだせていない事業者も存在することから、公開する場合であって

も情報の取り扱い方法についての解説などを丁寧に行う必要があるものと推察される。 

一方で、自者の情報公開可否については、情報公開が可能であるとした事業者において

は、多くが全ての様式の公開が可能であるとしている一方で、半数程度の回答者は情報開示

可否の判断がつかないとしている。 

 

公開可能な様式（一般も含む） 公開可能な様式（官公庁のみ）
全ての様式を公開可能 46 61
指定２表 6 9
指定３表 4 6
指定４表 5 6
指定５表 4 4
指定６表 6 5
指定７表 4 2
指定８表 3 2
指定９表 3 2
わからない 2 2

一般公開してもよい様式がある 146
官公庁であれば公開してもよい様式がある 221
定期報告書等の記載内容は全て公開できない 18
わからない 229

公開可能な様式（一般も含む） 公開可能な様式（官公庁のみ）
全ての様式を公開可能 123 169
Ⅱ表 15 29
Ⅲ表 12 25
Ⅳ表 10 12
わからない 5 17
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2.2.2 システムの実用性及び要望事項等に係る整理及び検討 

(1) 特定事業者等向けデータの提供方法の検証 

特定事業者向けのデータ提供方法に関する意見を収集するため、本年度公開予定の様式を用

いて、特定事業者等及び、エネマネ事業者に対してヒアリング調査を行った。ヒアリング概要

は下表のとおり。 

 

表 2-8 ヒアリング調査の概要 
調査期間 2020.2.5～2020.3.3 
対象事業者数 ・特定事業者等 8 件 

・エネマネ事業者 5 件 
 

特定事業者等のヒアリング先は、個別診断シートの提供により、省エネ取組を活性化させて

S クラス事業者を目指して欲しい事業者として、B クラス事業者から選定した。主に下記の視

点から選定を行い、エネルギー使用量の大小や業種が分かれるように選定を行った。なお、定

期報告書の電子報告を活用していない理由の確認のため、定期報告書を紙で提出している事業

者を選定した。 

・これまで省エネに積極的に取り組み、対策が見当たらない可能性がある事業者（過去 4 年

度間 S クラス、今年度 B クラス） 

・省エネが停滞している事業者（５年度間連続 B クラス） 

 

エネマネ事業者のヒアリング先は、平成 30 年度事業にて省エネに関するコンサルティング

が専業の事業者や中小規模のエネマネ事業者の意見把握ができなかったことから、これらの事

業者を中心にヒアリングを行った。 

 

上述の特定事業者等及びエネマネ事業者に対して、個別診断シート及び、一般向けの情報提

供について意見を確認したところ、事業者の属性により意見の偏りが生じなかったことから、

以下では、全事業者の意見を集約した形で記す。 

 

どの事業者においてもこれまで行われていなかった事業者への情報提供を新たに行うという

取り組み自体への評価は得られた。一方で、提供内容については改善要望も挙げられたことか

ら、以下では、改善要望に絞って記す。 

 

① 個別診断シートに求められるもの 

個別診断シートについては、立ち位置をより詳細に示すことで分かりやすくしてほし

い。定期報告書等の内容に縛られず有益な情報は活用して欲しいとの意見が挙げられ

た。特に後者については、省エネの担当者としては過去の評価が返されることよりも、

現在の状況を踏まえて何をすべきかが最も知りたいため、現状を入力し、それに対して

情報が得られる形にすることで「過去に対するフィードバック」ではなく、「現状に対す

るフィードバック」が得られるようにしてほしいとの意見が挙げられた。その他、主な

改善提案は以下のとおり。 
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＜自身の立ち位置を把握する情報について＞ 

・これまで公開されてこなかった、自社の立ち位置に関する情報が公開されることは評

価する。一方で、原単位変化率やベンチマーク指標の状況については、順位のみでな

く、ヒストグラムで示した上で、自身がどこにいるのかを示さないと実感がわかない 

＜今後の省エネ取組の参考情報について＞ 

・中長期計画書の記載内容は類型化することで実態が分からなくなっている。また、エ

ネルギー使用量による集計も対策範囲の規模が分からないことから、参考にしにく

い。数が限られても「どんな事業者が、どのような規模で、どんな対策をしたら、ど

の程度の効果があったのか」を詳細に示して欲しい 

・取組が遅れている事業者に対しては、省エネ取組のチェックリストを示す等、「最低

限行うべき対策」を示す一方で、取組が進んでいる事業者に対しては、最先端の取組

事例を示すなど、メリハリをつけた情報提供が望ましい 

・次に行うべき対策と、その際に活用可能な支援制度が示されているという構成だが、

自力では取り組めないために着手できていない側面がある。省エネコンサルやエネマ

ネ事業者を紹介する欄があると良い 

・エネマネ事業者には、EMS の導入を得意とする計測器メーカーなども含まれてお

り、必ずしも単独で省エネ提案を行えないこともある。かつての革命投資補助金や環

境省の診断事業のリストを載せた方が良いのではないか 

・原単位のランキングが掲載されていて、良いものがあっても過去 5 年度間に遡って試

算しないと適しているかの判断がつかない。定期報告書の担当者では試算まで行う体

力がない。国が保有している過去 5 年度間のデータに対して、原単位分母のみを入力

すれば資産ができるシステムがあると良い。 

＜その他＞ 

・同業他社というのが明確でないことから、他者比較は行ったことが無い。また、仮に

できたとしても、他者比較まで考える余裕はない。自社の現状に対するアドバイスが

欲しい 

・現行の個別診断シートの内容は、提出済みの定期報告書に関する“過去の情報”であ

る。今年度努力目標を達成できるのか、中長期計画書に記載しようとしている情報が

1%に達するのか、といった“今の情報”でない限り、結果の確認で終わってしまい

活用は難しい。事業者による入力欄を設けて現状を確かめられるようにしてはどう

か。月次でのエネルギー使用量等、その入力内容が定期報告書に活かされると良い 

・国や自治体で重複した報告が多いことから、報告を一本化して欲しい 

 

② 一般向けの情報提供に求められるもの 

一般向けの情報提供については、省エネ関連の情報を集約することへの要望が挙げられ

たほか、特定表については、統計的な活用意義はあるものの、省エネに役立てるという

観点では取り扱いが難しいという意見が挙げられた。また、指定表に関しても、より事

業所の状況が分かる形での情報提供が求められた。主な改善提案は以下のとおり。 
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・これまで定期報告書の集計が行われていたことを認知していなかった。現在は、自力

ではたどり着けない場所に省エネ関連の情報が散在している 

・特にどの分析が必要は言えないが、情報が集約されている場所が決まっており、「常

にここを見れば良い」ということが分かればアクセスする。国が出せる情報を順次公

開すれば、出た内容に合わせて活用する 

・特定事業者等の情報は仮に生データが公開された場合であっても、特定事業者全体と

しての情報では、詳細が分からないことから活用が難しい 

・指定工場のデータであれば、１事業所の情報に絞られるため、イメージは行いやすく

なるが、エネルギー使用量が年間で 1,500kl を超える事業所が必ずしも一般的では

ない可能性があることから、事業所の規模別に集計を行ってほしい 

・事業所の築年数や設備の導入年がエネルギー消費に及ぼす影響は大きいため、これら

を踏まえた集計にしてほしい 

・国が集計したデータを公表するのであれば、地域や築年数、延床面積などによる抽出

ができると良い 

 

以上を踏まえ、今後必要だと考える対応を記す。 

個別診断シートに必要な対応 

・より立ち位置が分かりやすいような詳細な情報提供を行う 

・定期報告書等以外の情報源も活用し、取組実態が分かる省エネ事例を示す 

・省エネ支援を行う事業者を提示する 

・事業者による入力が可能な形とし、現状に対するフィードバックを行う 

 

一般向けの情報提供に必要な対応 

・省エネ関連の情報を集約する 

・公開可能な情報は全て掲載し、情報量を増やす 

・集計情報においては、実態がイメージしやすいよう、地域や規模、築年数等でクロス集

計が行えるようにする 

 

(2) 今後の定期報告書等の様式のあり方の検討 

定期報告書等のオープンデータ化に資する様式の在り方としては、集計が迅速に行える様式

であること、施設や設備の実態が把握しやすい様式である必要がある。加えて、誤りの無いデ

ータが報告される必要がある。 

定期報告書等の提出時期は、集計の翌年度の 7 月である。そのため、定期報告書の集計に時

間を要した場合には、1 年近く前の情報に対するフィードバックが行われることになる。数値

欄の集計は、時間を要さない一方で、文字列欄の集計は目視で行う等、人手を介した作業とな

るため、膨大な時間を要してしまう。集計の時間短縮のためには、これまで記載されることが

多かった内容については、分類を設けて選択式にした上で詳細を自由記述にするなどの対応が

必要なものと考えられる。 
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定期報告書等のデータを活用しにくいとの意見は、データの詳細が把握できないことに起因

していることが多かった。事業所単位のデータ（指定表）を国が集計して公開する場合であっ

ても、事業所の設置年や設備の導入年、規模などの情報が無いと活用しにくいとの意見がある

ことから、これらを記載できるようにする必要がある。なお、設備の導入年については、現在

も指定３表に記入することが可能であるが、記入事例が少なく、また、入力形式も整っていな

いことから、記入要領などでの対応が必要なものと考えられる。また、定期報告書等のみが対

応するだけでは解決しないものの、国の調査において事業所を一意に識別する識別子を導入す

ることで、他の統計との連携も可能になるものと考えられる。 

現在の定期報告書等のデータは誤記とみられる記載も多く、データクレンジングを経ずにオ

ープンデータ化した場合には、混乱が生じる恐れがある。現在は定期報告書等の提出後に経済

産業局等によりデータクレンジングが行われているものと考えられ、報告の最下流で対応を行

っている状況である。本件のヒアリングにおいては、定期報告書等の提出を紙媒体で行ってい

る事業者であっても、すべての事業者が入力を定期報告書の作成ツール（アプリ、Excel）に

て行っていた。そのため、定期報告書の作成ツールや電子報告におけるエラーチェックをより

精緻に行うことで、誤記の報告は防げるようになるものと考えられる。 

なお、集計の迅速性、誤記の削減の双方に最も効果的な施策は定期報告書等を Excel 形式で

電子報告させることである。様式と直接の関係性はないものの、オープンデータ化の成否を大

きく左右しうることから、定期報告書の電子報告化の推進施策を行うことを強く推奨する。 

 

(3) システムの利便性確認 

本年度のシステム構築は構築期間が短いこともあり、システムの公開時期が 3 月末となった

ため、実際のシステム利用者である特定事業者からシステムの利便性に対するフィードバック

は得られていない。 

本年度のシステム設計時に頂いた要望として「グラフの元データをダウンロードできる様に

したい」というものがあった。これについては、今年度は対応を見送ったため、来年度以降の

システム構築の要件として取り組むことを望む。 
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3 今後の課題 

今後の課題について、システム構築観点・システム機能追加観点から述べる。 

 

3.1 システム構築観点 
定期報告書等のデータを多面的に集計・分析し、更なる有効活用に資するようにするためには、

定期報告書等のデータの精度・鮮度を向上させるとともに、利用者の利便性を向上する必要があ

る。 

(1) 定期報告書等のデータ精度・鮮度の向上 

データ移行時のクレンジング作業を軽減しデータ精度とデータ鮮度を上げるためには、下記

の様な様式および仕組みの変更が求められる。 

① 中長期計画書 

 「Ⅱ計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果」 

事前に類型を設定した上で、事業者に選択してもらう形式にする。複数事業を実

施している場合に、どの業種で実施を予定している対策か紐付けすることができ

ないため、業種別に計画を記載してもらう形とする。 

② 定期報告書 

 特定第 3 表（指定第 4 表、5 表） 

これまでどおり原単位分母を自由に選択する報告は残しつつ、国が推奨する原単

位分母を業種ごとに数種類程度設定し、そちらの分母を用いた原単位についても

報告してもらう形式とする。また、原単位分母の単位を統一する。例えば、平

米、m2、㎡などは、m2 に統一する等。 

加えて、特定第３表に同一細分類番号の業種が複数行報告されている場合は、過

去データと正確に紐付けることが困難である。このため、細分類番号・原単位分

母が同一の行は合算して報告するルールを徹底できる様式にする。 

 特定第 6 表 

電力供給業の場合には２つの指標が存在するため、記載箇所を分ける様式とす

る。「ベンチマーク指標の状況」欄において、数字と単位を記入するようになっ

ており、電子入力時の確認や集計等に影響を及ぼすことから、数字と単位を分離

する。 

また、報告対象外の事業者がベンチマークの実績値を定期報告書に報告してくる

ケースがあるため、本システムと公表データ間のベンチマークの順位情報に不一

致が発生する。報告対象外の事業者の報告を除外する様式や仕組みが必要であ

る。 

 特定 1 表 

法人番号が未記入のケースや間違った法人番号が記載されているケースが散見さ

れるため、特定事業者に法人番号を正確に記載して頂くための仕組みや申請時に

チェックする仕組みが必要である。 
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(2) 利用者の利便性の向上 

今年度の事業においては、自治体については法人共通認証基盤によるログインを諦め、ヘル

プデスクへの申請により本システム独自のユーザ登録を行い、本システムを利用して頂くこと

とした。 

自治体において教育委員会等は特定事業者として定期報告書を提出しているが、上位の自治

体の法人番号を定期報告書に記載している。よって、法人番号と特定事業者番号は 1:N の関係

となり、法人認証基盤にログインして正しい法人番号を取得しても、適切な特定事業者番号を

引き当てることができない。 

例）○○市教育委員会や○○市水道局は、○○市の法人番号を定期報告書に記載 等 

当初、同一法人番号で 1:N の関係であっても利用できる様に、法人番号と部署名の組み合わ

せをキーとすることで対応することを検討したが、法人共通認証基盤側で部署名をチェックな

く変更できてしまうことが判明したため、断念した。 

法人共通認証基盤側において、自治体の下部組織のユーザが上位組織とは別の組織のメンバ

としてログインできる認証方法の導入を希望する。 

 

3.2 システム機能追加観点 
フィードバックシートにおける課題は、事業者が「現在」の情報に対するフィードバックを求め

ていることに対して、現状では「過去」の情報のフィードバックを行っていることであると考え

られる。 

下図のとおり、現状のフィードバックは翌年度の省エネ取組（省エネ施策の立案、月次実績の集

計）が始まった後で行われるものである。また、過去の 1 点の情報に対する情報提供である。一

方で、事業者が理想としているのは、集計年度に省エネ取組の進捗に合わせて都度フィードバッ

クが行われることである。 

 

 

 
上記の事業者要望への対応を行うためには、将来的には、省エネ法の定期報告を Web 入力化す

る際に、月次での入力を可能とした上で本システムに連携することで、事業者は定期報告書の作

成作業を行うだけで、付随的にフィードバックが得られる形になる。 

Web 入力が行われるまでの間（Web 入力にて月次入力ができたに場合も含む）においても、事

業者からの現状の情報を入力できる欄を設けた上で、フィードバックできる形にすることが望ま

しいものと考えられる。 

これらの対応を行い、結果の確認という年に１度の作業に使用されるシステムから、現状を都度

確認できるシステムにすることで、活用頻度も大幅に増加するものと考えられる。単に定期報告

書の内容を集計して返却するシステムではなく、事業者の省エネを支援するシステムとなること

で、過去の定期報告書の情報もより有益に活用されるようになるものと考えられる。 
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Appendix 

 

・官公庁における省エネ法に基づく定期補遺鵜酷暑等の公表に関するアンケート 
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官公庁における省エネ法に基づく定期報告書等の公表に関するアンケート 

 

平素より、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）へのご理解・ご協力を賜り

まして誠にありがとうございます。省エネ法では、特定事業者等に対し、定期報告書及び中長期

計画書（以下「定期報告書等」という。）の届出を義務づけており、毎年度約１２,０００の特定

事業者等から定期報告書等を提出いただいており、省エネルギー行政に役立てております。 

こうした中、総合資源エネルギー調査会 省エネルギー･新エネルギー分科会 省エネルギー小委

員会において「定期報告や中長期計画を多角的に整理・加工し、各事業者の省エネ取組を客観的

に評価できるデータベースとして整備・提供すべき」との意見を受けています。当該意見を受

け、経済産業省では、定期報告書等に係るデータを、より特定事業者等のニーズに沿った形でフ

ィードバックするための検討を進めているところです。 

昨年度調査において、一部の官公庁より、「団体間での業務の類似性が高く、他者の取組を把

握することが省エネに役立つ」、「民間企業と異なり、官公庁ではエネルギー管理の状況は情報

開示の対象であり、記載内容の公開は可能」といった意見が得られました。そのようなご意見を

踏まえ、現在、官公庁における定期報告書等の公開の有用性とその実現可能性に関する基礎調査

を行っているところでございます。 

  

ご多忙な中、恐縮ではございますが、アンケートへのご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、本アンケートへの回答により即座に定期報告書等の内容が公開されることはございませ

ん。 
※ 設問は回答内容により増減し、13～23 問です。 

※ 後日回答内容をご確認させて頂く可能性がございますが、ご協力賜れますと幸いです。 

 

 

 

 

0. 貴団体について 
 

Q1. ご回答者様に関する情報をご記入ください。 

団体名 （                ） 

部署名 （                ） 

氏名 （                ） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ （                ） 

電話番号 （                ） 

 

Q2. 貴団体が該当するものを選択してください 

○ 国家公務 

○ 都道府県（首長部局） 

○ 市町村（首長部局） 

○ 都道府県、市町村（首長部局以外：教育委員会、警察部局、水道部局等） 

○ その他 （                ） 

 

Q3. 貴団体はエネルギー管理指定工場を有していますか。あてはまるものをお答えください。 

○ 有している 

○ 有していない 
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Q4. エネルギー管理業務において、比較対象としている事業者はありますか。あてはまるものを

全て選択してください 

□ 国家機関 

□ 都道府県機関 

□ 市町村機関 

□ 民間事業者 

□ その他 （                ） 

□ わからない 

 

Q5. 比較対象の官公庁の条件として重要と考える指標を教えてください。あてはまるものを全て

選択してください。 

□ 予算規模 

□ 人口規模 

□ 人口密度 

□ 所在地 

□ その他 （                ） 

 

Q6. 日常のエネルギー管理において比較対象または参考としている団体があれば５つまでお答え

ください。 

（                ） 

（                ） 

（                ） 

（                ） 

（                ） 
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