
判断基準に基づく管理標準の設定 

『判断基準』とは省エネ法の５条に定められたもので、事業者がエネルギー
使用の合理化を図るに当たって、具体的に取り組むべき事項を国が定めたも
のです。省エネ法は、エネルギーを使用して事業を営む者すべてに、『判断
基準』に基づいて適切に省エネに努めることを求めています。 
この判断基準の中で、事業者自ら『管理標準』（設備等管理マニュアル）を

策定するとともに、特定事業者、特定連鎖化事業者には定期報告書で毎年
エネルギーの使用実績や判断基準の遵守状況を国に報告することを求めて
います。  
ここでは『判断基準』とは何か、『管理標準』とは何か、『管理標準』の作り方

について解説します。 
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１．判断基準とは 

判断の基準の詳細は、資源エネルギー庁HPを参照。 
   
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/
summary/pdf/handankijyun.pdf 

判断基準は、事業者がエネルギー使用の合理化を図るに当たって、具体的
に取り組むべき事項を国が定めた告示。 

 事業者は、この判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係
る取組方針や管理標準を作成し、エネルギー使用の合理化に取組ま
なければならない。 

 特定事業者（又は特定連鎖化事業者）が毎年国に提出する定期報告
において判断基準の遵守状況を記載することが求められている。 

 この遵守状況が著しく不十分な場合には合理化計画の作成指示など
の法的措置がとられることがある。 

※省エネ法第５条において、経済産業大臣は、工場等においてエネルギーを使
用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定めこれを公表するものとし
ている。 
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２．判断基準の構成と内容① 
 判断基準は、基準部分と目標部分で構成 

３ 

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 
  事業者が設置している工場・事業場を俯瞰し、事業者全体として遵守すべき８ 
  項目に取り組み、きめ細かいエネルギー管理を徹底し、１又は２の諸基準の遵 
  守を通じて、エネルギー使用の合理化の適切かつ有効な実施を図る 
   １．専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等に関する事項     
   ２．工場等（１に該当するものを除く）に関する事項 

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置 
 事業者全体又は工場等毎にエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原 
 単位を中長期的にみて年平均１％以上低減させることを１及び２の諸目標及び措 
 置を実現する。 
 １．エネルギー消費設備等に関する事項 
  １－１専ら事務所に関するもの 
  １－２工場等（１に該当するものを除く） に関するもの 
 ２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

基準部分 

目標部分 



２．判断基準の構成と内容② 

ア．事業者はその設置している工場等について、全体として効率
的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管
理体制を整備すること。 

イ．ア．で整備された管理体制には責任者（特定事業者及び特定
連鎖化事業者にあっては「エネルギー管理統括者」）を配置
すること。 

ウ．事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使
用の合理化に関する取組方針（以下「取組方針」という。）を
定めること。その際、取組方針には、エネルギーの使用の合
理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針など
を含むこと。 

 
エ．事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守

状況を確認するとともに、その評価を行うこと。なお、その評
価結果が不十分である場合には改善を行うこと。 

事業者全体として遵守すべき判断基準は、ＰＤＣＡサイクルを廻すア～クまでの8項目 
事業者は、エネルギー使用合理化推進のための取組方針として、事業者全体としてのエネルギー管
理組織や体制、省エネの目標、省エネ設備の新設、更新等に関する事項を定めることが必要 

取組方針と管理標準をあわせ、エネルギー管理規定として定めてもよい。 
これらの遵守状況は、定期報告書の特定－第８表に記載 

エネルギー管理統括者を中心とした全
社的なエネルギー管理組織が整備さ
れ、エネルギー管理統括者・企画推進
者、エネルギー管理者・管理員（エネル
ギー管理指定工場等を有する場合）を
選任し、届出する。 

ウの「エネルギーの使用合理化の取組
方針」とは、エネルギー管理組織や体
制、省エネの目標、省エネ設備の新設、
更新等に関する事項を規定したもので
あり、これを社内文書として明確に規
定し整備する。 

各工場等の省エネが、取組方針に基
づいて実施されているか評価する。 

判断基準の基準部分：事業者として取り組むべき事項 
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２．判断基準の構成と内容②（続き） 
オ．取組方針及び遵守状況の評価手法については、定期的に精

査を行い必要に応じ変更すること。 
 
カ．エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を

確保すること。 
 
キ．事業者は、その設置している工場等における従業員に取組方

針の周知を図るとともに、工場等におけるエネルギーの使用
の合理化に関する教育を行うこと。 

 
ク．事業者は、その設置している工場等に係る名称、所在地及び

エネルギー使用量を記載した書面並びにア．の管理体制、ウ．
の取組方針及びエ．の遵守状況・評価結果を記載した書面を
作成、更新、保管することにより、状況を把握すること。 

策定された取り組み方針とその評価方
法の定期的な見直しがなされ、（必要
に応じ）改正をする。 

従業員に取組方針の周知を図り、エネ
ルギーの使用の合理化に関する教育
を行う。 

５ 

工場等のエネルギー使用量、管理体
制、取組方針及びその遵守状況・評価
結果を記載した書面を作成、更新、保
管する 

エネルギーの使用の合理化を図るた
めに必要な資金や人材の確保する。 



２．判断基準の構成と内容③ 

１ 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における 
   エネルギーの使用の合理化に関する事項 
   （１） 空気調和設備、換気設備に関する事項 
    （２） ボイラー設備、給湯設備に関する事項 
    （３ ）照明設備、昇降機設備、動力設備に関する事項 
    （４） 受変電設備、ＢＥＭＳに関する事項 
    （５） 発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項 
    （６） 事務用機器、民生用機器に関する事項 
    （７） 業務用機器に関する事項 
    （８） その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

１．専ら事務所その他これらに類する工場等におけるエネルギーの使用の合理
化に関する事項 
 事業場（専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等）で設置している

設備ごとに、エネルギーの使用の合理化に関する事項について規定（エネル
ギーの使用設備単位に規定） 

６ 



２．判断基準の構成と内容④ 

２ 工場等（１に該当するものを除く）におけるエネルギーの使用の合理化に
関する事項 

   （１）燃料の燃焼の合理化 
   （２） 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 
     （２－１）加熱設備等 
     （２－２）空気調和設備、給湯設備等 
   （３）廃熱の回収利用  
   （４）熱の動力等への変換の合理化 
     （４－１）発電専用設備 
     （４－２）コージェネレーション設備 
   （５）放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 
     （５－１） 放射、伝導等による熱の損失の防止 
     （５－２）抵抗等による電気の損失の防止 
   （６）電気の動力、熱等への変換の合理化 
     （６－１）電動力応用設備、電気加熱設備等 
     （６－２）照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器等 

２．工場等でのエネルギーの使用の合理化に関する事項 
 工場等においては設備が多岐にわたるため、燃料の燃焼の合理化や廃熱の回

収利用などエネルギーの使い方ごとに、エネルギーの使用の合理化に関する事
項について規定 
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３．管理標準とは 
判断基準に基づき、省エネ（エネルギー使用の合理化）を適切かつ有
効に実施するため、エネルギーを消費する設備ごとに運転管理、計測
及び記録、保守及び点検、新設に当たっての措置について自ら定める
管理マニュアル 

８ 

エネルギー管理標準（工場・事業場全体の省エネルギー管理規定） 

エネルギー使用設備管理標準（主要設備の運転、保守マニュアル等）
テナントへの情報提供に関する管理標準 

設備単位の記録シート（運転日誌、保守記録表、ＰＤＣＡ管理ツール） 



９ 

４．管理標準の書き方と記入例① 
事業者全体としての管理標準の書き方（サンプル） 

 事業者全体としての管理標準を、管理規定と
して作成するにあたっては、判断基準の基準
部分に定められた事業者全体として守るべき8
項目に基づき作成。 

○○株式会社 エネルギー管理標準 
  

目 次 
１．総則：エネルギー管理体制の管理標準 
（１）管理標準制定の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
（２）エネルギー管理組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
（３）エネルギー使用合理化に関する取組方針・４ 
   （資金・人材の確保を含む） 
（４）エネルギー使用量の把握体制 ・・・・・・・・・・４ 
   （管理記録の作成、保管を含む） 
（５）エネルギーの原単位管理，使用量の管理 ・５ 
（６）従業員の教育，訓練  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
   管理組織図 
   工場等一覧 

 

       １．総則：エネルギー管理体制の管理標準 
（１）管理標準制定の目的 
   本管理標準は，「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（平成２５年１２  
 月施行，以下「省エネ法」という）の規定に基づき，○○株式会社の省エネルギー 
 活動を全体として効率的かつ効果的に推進することを目的とする。 
（２）エネルギー管理組織 
 １）エネルギー管理組織及び職務権限 
   ① エネルギー管理組織図 
   ａ ○○株式会社のエネルギー管理組織を別紙（添付図）のとおり定める。 
   ｂ エネルギー管理統括者（○○常務）を長とし，エネルギー管理企画推進者 
    （○○部長）が補佐する。 
   ｃ メンバーは，エネルギー管理者・管理員（指定工場等）及び各事業所の 
     エネルギー管理責任者で構成する。 
   ② エネルギー管理者・管理員の職務権限 
   ａ エネルギー管理者・管理員は以下の項目について責任及び権限を有する。 
    ・省エネ法に定めるエネルギーに関する管理，記録，保守，新設措置にか 
     かる指示，指導 
    ・省エネルギーに関する方策の策定並びにエネルギー管理企画推進者へ 
     の意見具申 
    ・エネルギー管理標準の制定・改廃に関する立案 
   ｂ エネルギー管理組織の長及び従業員は，エネルギーの使用の合理化に  
     関し，エネルギー管理者・管理員のその職務を行う上での意見を尊重し， 
     エネルギー管理者・管理員の職務を行う上で必要と認めてする指示に従 
     わなければならない。 
（２）省エネルギー推進委員会 
   ① 省エネルギー推進のために，「省エネルギー推進委員会」（以下「委員会」と 
     いう）を設ける。 
   ② 委員長は，エネルギー管理統括者とする。 
   ③ 委員は，エネルギー管理企画推進者，エネルギー管理者・管理員（指定 
       工場等）及び各事業所のエネルギー管理責任者とする。 
   ④ 委員会の事務局は○○部に置く。 
   ⑤ 委員会は３カ月に１回以上開催する。 
   ⑥ 委員会の役割は，次のとおりとする。                 （以下略）   

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
管理標準は、合理的なエネルギーの使用を図るために、特に法等で定めた様式はないが、事業者は判断基準に従って、省エネルギー及び電力需要平準化への取り組みのＰＤＣＡサイクルが廻るよう定めるものである。エネルギー管理の取組は、事業者のトップの意識（すなわち、コスト管理、品質管理、従業員の取組意識の醸成等々が結びついたもの）が、大きく係わってくるもので、関心が高ければ、よりきっちりした管理組織・体制ができあがり、ＰＤＣＡサイクルが確実に廻るものと思います。



１０ 

＜判断基準の目標部分＞ 
   事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者と協同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推  
 進するとともに、事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者によるエネルギーの使用の合理化の適切 
 かつ有効な実施を促すため、エネルギーの使用に係る費用の負担方法にその成果が反映される仕組み等を構築するように務めるものとする。 

エネルギー管理組織と委員会（例：業務用ビル） 

省  エ  ネ  推  進  委  員  会 

Ｂ部門代表 

Ａ部門代表 

Ｃ部門代表 

・事務局 
・エネルギー管理員 

委員長（統括管理者） 

Ａテナント代表 

Ｂテナント代表 

社 長 

委託管理会社 
（エネルギー管理員） 

管理部長 
（統括管理者） 

省エネ推進委員会 

省エネ推進担当委員会 

（２回／年） 

（４～６回）／年） 

（会議開催頻度） 
委員会の推進体制 

エネルギー企画 
推進者（事務局） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、業務用ビルの例。商業ビル、駅ビル、ホテル、病院、銀行　等などの例であるが、ＰＤＣＡサイクルが廻るよう管理運用を図る。また、省エネ推進委員会ではテナントも含めて省エネ推進を図ることがポイントである。



エネルギー管理体制と委員会（例：工場用） 

代表者 

エネルギー管理
統括者 (*1) 

エネルギー管理
企画推進者 (*1) 

工場長 (*1,2) 

○○部長
(*3) 

各部事務局
(*4) 

工場事務局
(*2) 

○○部長 ○○部長 

○○課長 ○○課長 ○○課長 

担当者 
作業長 

担当者 
作業長 

担当者 
係長 

エネルギー管理者 
（指導・助言） (*2) 

エネルギー 
担当者会議(*4) 

６回／年 

各部エネルギー管理
委員会議(*3) 
   ４回／年 

工場エネルギー管
理委員会議(*2) 

  ２回／年 

本社委員会議(*1) 
  １回／年 

エネルギー管理委員会 

１１ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・管理規定にあるエネルギー管理体制についての工場の場合の一例です。　・説明する。・推進組織の活性化が大切。管理組織がうまく機能しそれぞれの階層で自主的な省エネ活動をシステム化することが大切。・代表者は、「エネルギー管理統括者」と「エネルギー管理企画推進者」をそれぞれ1名選任する。・「エネルギー管理統括者」は、経営的視点を踏まえた取り組みの推進・中長期計画のとりまとめ・現場管理に関わる企画立案、実務の統制。・「エネルギー管理企画推進者」は、「エネルギー管理統括者」を実務面から補佐する。・「エネルギー管理者」は、　①エネルギー使用量の総合管理　　②管理標準の整備、エネルギー管理体制の推進（ＰＤＣＡ）　③エネルギー使用状況届出書の提出（５月末）：新規指定　④定期報告書、中長期計画書の提出（７月末）　⑤「エネルギー管理統括者」・「エネルギー管理企画推進者」・「エネルギー管理者」・「管理員」の選任および選解任届出書の提出（選任後の最初の７月末）　⑥その他：エネルギー管理者の受験・エネルギー管理員の受講の管理　⑦省エネ活動の推進、教育および広報の実施



４．管理標準の書き方と記入例② 

 事務所等の設備ごとの管理標準のうち、サンプルを下記に示す。 
   各設備ごとに該当する判断基準の項目ごとを 記入する。 

事業場の管理標準の書き方（サンプル） 

12 



４．管理標準の書き方と記入例③ 

 工場等においては設備が多岐にわたるため、エネルルギーの使い方ごとに規定する管理標準のサンプルを
下記に示す。  エネルギーの使い方ごとに該当する判断基 準の項目ごとを記入する。 

事業場の管理標準の書き方（サンプル） 

13 



４．管理標準の書き方と記入例③続き 

１４ 



４．管理標準の書き方と記入例④ 

1５ 



４．管理標準の書き方と記入例④続き 

16 



５．対象設備の判断基準該当番号① 

１８ 

専ら事務所その他これらに類する用途に供する工場等 

設備等 管理・基準 計測・記録 保守・点検 新設措置 備考 
空気調和設備 
・換気設備 

(1)①ア,ウ,エ,オ,
カ,キ (1)②ア,イ,ウ (1)③ア,イ,ウ (1)④ア,イ,ウ エアハン,ファンコ

イルなど 
吸収式冷凍機 
（蒸気・温水等熱源） (1)①ウ,エ,オ (1)②イ (1)③ア,イ     

吸収式冷凍機 
（燃料焚） (1)①イ,ウ,エ,オ (1)②イ (1)③ア,イ     

電動ターボ冷凍機、 
チラー (1)①ウ,エ,オ (1)②イ (1)③ア,イ     

ヒートポンプ (1)①ア,ウ,エ,オ、
カ,キ (1)②ア,イ,ウ (1)③ア,イ,ウ (1)④ア,イ,ウ ＧＨＰ,ＥＨＰ 

ボイラー設備 (2)①ア ,イ ,ウ、
エ、オ (2)②ア (2)③ア,イ (2)④ア,イ,ウ,

オ 
温水ボイラーを
含む 

給湯設備 (2)①カ,キ,ク (2)②イ (2)③ウ (2)④エ,オ   

照明 (3)①ア (3)② (3)③ア (3)④ア,イ   

昇降機 (3)①イ   (3)③イ (3)④ウ   

動力設備     (3)③ウ   給排水、機械式
駐車場 

受変電設備 (4)①ア,イ (4)② (4)③ (4)④ア,イ   

発電専用設備 (5)①ア (5)② (5)③ (5)④ア,イ   

コージェネレーション (5)①イ (5)② (5)③ (5)④ウ   

事務用機器 (6)①     (6)③   

民生用機器       (6)③   

業務用機器 (7)① (7)② (7)③ (7)④ア,イ,ウ   

ＢＥＭＳ       (4)④ウ   



５．対象設備の判断基準該当番号② 

１９ 

工場等（専ら事務所を除く）  

管理区分、設備又は設備
群名 判断基準項目 管理･基準 計測･記録 保守・点検 新設措置 備考 

蒸気ボイラー 
（プロセス用） 

(1)燃料の燃焼管理 ①ア,イ,ウ,エ ② ③ ④ア,イ 

(2-1)①アは燃料加熱等で蒸気
使用の場合、コは製造する蒸
気について設定 
(3)①エは、連続ブローが対象 

(2-1)加熱設備等 ①ア,キ,コ ② ③ ④ア,イ 

(3)廃熱回収 ①ア,イ,ウ,エ ② ③ ④ア,イ 

(5-1)断熱・保温 － － ③ア,イ ④ア,イ,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 

蒸気ボイラー 
（空調用） 

(1)燃料の燃焼管理 ①ア,イ,ウ,エ ② ③ ④ア,イ 

(3)①エは、連続ブローが対象 
(2-2)空気調和設備 ①ウ,エ ②イ ③ア,ウ ④ア 

(3)廃熱回収 ①ア,イ,ウ,エ ② ③ ④ア,イ 

(5-1)断熱・保温 － － ③ア,イ ④ア,イ,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 

空気調和機設備（エアハン
等） 

(2-2)空気調和設備 ①ア,イ,ウ,カ ②ア,イ ③ア,ウ ④ア,ウ 

(3)蒸気ドレンが対象 
(5-1)冷温水、蒸気等の配管が
対象 

(3)廃熱回収 ①ウ ② ③ ④ア,イ 

(5-1)断熱・保温 － － ③ア,イ ④ア,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 

空気調和の熱搬送設備 

(2-2)空気調和設備 ①ウ,オ ②イ ③ア,ウ ④ア,ウ 

  (5-1)断熱・保温 － － ③ア ④ア,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 

給湯設備（電気温水器） 

(2-2)給湯設備備 ①キ,ク,ケ ②ウ ③イ,ウ ④イ,ウ 

  

(5-1)断熱・保温 － － ③ア ④ア,イ,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 

(3)廃熱回収 ①ウ ② ③ ④ア,イ 

(5-1)断熱・保温 － － ③ア,イ ④ア,ウ 

(6-1)電動力応用 ①ア,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 
照明 (6-2)照明設備 ①ア ②   ③ア ④ア,ウ   
昇降機 (6-2)昇降機 ①イ － ③イ ④イ   

受変電・配電設備 (5-2)受変電・配電設備 ①ア,イ,ウ,エ,
オ,カ,キ 

② ③ ④ア,イ 
  

空気圧縮機 (6-1)電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 
  

ポンプ、ファン (6-1) 電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④ 
  

排水処理 (6-1)電動力応用 ①ア,イ,ウ,カ ② ③ア,イ ④   

構内車両 (1)燃料の燃焼管理 ①ウ,エ ② ③     

１共通的設備の該当番号（抜粋） 
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