
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』（エネルギーの管理マニュア

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 

判断基準の詳細は、資源エネルギー庁HPを参照。 
   
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/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悪い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。 

38 



２．判断基準の構成と内容① 

① 判断基準全体の構成 

 判断基準は、基準部分と目標部分で構成。 
 基準部分と目標部分、双方において、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）と、工場（専ら事務所以外の工場等）に分けて基準を規定。 
 また基準部分の前段には、事業者が設置している工場・事業場等を俯瞰して、事業者全体として

取り組むべき基準を規定。 
 目標部分には、努力目標として事業者全体としてエネルギー消費原単位を中長期的にみて年平

均１％以上低減することを規定。 
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■判断基準の構成 
 
Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 
 前段：事業者が設置している工場・事業場を俯瞰して取り組む内容 
 １．工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものに関する事項 
 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 
 努力目標：事業者全体で原単位年平均１％以上低減 
 １．エネルギー消費設備等に関する事項 
  ①専ら事務所に関するもの 
  ②その他の工場等に関するもの 
 ２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 



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、下記のア～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。 

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。 

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。 

② 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．の順守状況・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）改正がなされているか。 

エネルギーの使用の合理化の取組方
針に基づき実施される事業者の省エネ
活動に対する、必要な資金や人材の
確保の状況について報告。事業者の
計画した取組が、完全に実施されてい
るのか、一部されているのか、全くされ
ていないのかなどの実施状況に応じて
記載。 
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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 

③ 判断基準の基準部分：事業場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）においては、事
務所等で設置している下記に示す主要な設備ごとに、エネルギーの使用の合理
化に関する事項について規定。 
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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 

④ 判断基準の基準部分：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 

 ここでは、主に工場等でのエネルギーの使用の合理化に関する事項を規定。 
 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 

 「管理標準」とは、合理的なエネルギーの使用を図るために、エネルギー使用設備の
管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めたマニュアル。事業者は、国が
定めた判断基準に従って、エネルギー使用合理化のための管理標準を作成すること
が必要。  
 

 管理標準には、特に国が定めた様式などはないが、事業者は判断基準に従って、基
準部分に規定されている事項を遵守するための事項をマニュアルとして具体的に記載
することが重要。 
 

 管理標準には、日常管理、 計測記録、保守点検や設備新設にあたっての措置など具
体的に網羅することが必要。従って、原則として、工場等ごとに管理標準を作成する必
要があるが、エネルギー管理指定工場等に指定されていない事務所等で使用されて
いる共通的な設備に関しては、一括して管理標準を作成可能（例えば、空調、照明、
OA機器等）。 

   
 管理標準を定め、判断基準を遵守することは、特定事業者やエネルギー管理指定工

場等としての指定の有無に関わらず、エネルギーを使用し事業を営む全ての者に対し
て求められていることに注意が必要。      
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 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。 

 内容としては 
 
 
 
 
 
 
 
 

 管理規定として作成した例とその一部を下図に示す。 

４．管理標準の書き方と記入例 

• 管理体制の整備 
• 責任者（エネルギー管理統括者など）の配置 
• 取組方針の策定や省エネ目標などの設定など 
• 取組方針の遵守・改善など 
• 資金・人材の確保 
• 従業員に取組方針の周知、省エネ教育 
• エネルギー使用量や上記事項の記録・管理 
• 全社共通の個別機器の管理標準 

      などがあげられる。 

■ 事業者全体としての管理標準の書き方 

○○○商事 エネルギー管理規定 
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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に基づいて、各
工場・事業場ごとに個別の管理標準を作成す
る。この前段には、各工場・事業場ごとの基本
的な事項（エネルギー管理組織・体制や担当
者など）を規定することが望ましい。 

 事業場に関しては、空気調和設備、ボイラー
設備など設備分野ごとに、 「管理」「計測・記
録」「保守・点検」「設備新設時の措置」という４
項目に関し管理標準を作成。 

 工場に関しては燃焼の合理化、排熱回収」な
ど６分野ごとに、 「管理」「計測・記録」「保守・
点検」「設備新設時の措置」という４項目に関し
管理標準を作成。 

 判断基準の基準部分や目標部分には、守る
べき、あるいは目標とすべき具体的な数値が
規定されている項目（空気比、廃ガス温度な
ど）があるため、これらを踏まえた具体的な管
理値を記載することが必要。 

 
  

 

基
本
的
な
事
項 

設
備
ご
と
の
管
理
標
準 

■ 各工場等（工場・事業場）の管理標準の書
き方 

○○○商事 △△ビル エネルギー管理規定 
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４．管理標準の書き方と記入例② 

Ⅰ１（１）②ウ 

Ⅰ１（１）③ 

Ⅰ１（１）①キ 

Ⅰ１（１）④ 

Ⅰ１（１）②ウ 

該当する判断基準 
Ⅰ１（１）①ア 

Ⅰ１（１）①ア 

Ⅰ１（１）①ア 

Ⅰ１（１）②ウ 

Ⅰ１（１）①ア 

下記のＵＲＬにて管理標準の例をダウンロード可能。 
 http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 

設備分野ごとの管理標準のうち、３．空調設備管
理標準についての個別管理標準の例を下記に示
す。 

設備分野ごとの管理標準には、判断基準の項目
の番号を記入することが望ましい。 
 

47 



判断基準法定６分野（工場等）とエネルギー利用の概念との関係 

熱の動力等
への変換 

(4) 

放射・伝導等熱の損失 

(5-1) 

電気の発生 

抵抗等電気の損失 
(5-2) 

電気の利用 

電気の動力・
熱等への変換 

(6) 

（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 
（３） 廃熱の回収利用 
（４） 熱の動力等への変換の合理化 
（５） 放射，伝導、抵抗等によるエネルギー

の損失の防止 
(6) 電気の動力，熱等への変換の合理化 

（法第５条）(告示66号） 

熱の利用 

(2) 
 

加熱･冷却・
伝熱 

(1) 

燃料の燃焼 
熱の発生 

注）複数の分野に関わる設備は数多くある。例えば、大型の重油焚蒸気ボイラ設備等は 
その構成によって異なるが、(1) (2) (3) (4) (5) (6)の全てに当てはまるものが多い。 

(3) 
 廃熱の回収利用 
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バーナ 

燃焼 
排ガス 

水管と燃焼排ガス 
との対流伝熱 

給水ポンプ、 
電動機 

節炭器 

排ガス 

蒸気 

＜燃料の燃焼の合理化＞ 

＜加熱、冷却、伝熱等の合理化＞ 

＜電気の動力、熱等への変換の
合理化＞ 

 

＜放射、伝導、
抵抗等による
エネルギーの 
   損失防止＞ 

 
：炉壁からの 
放射・散逸 

         

ボイラーの判断基準項目の例（工場等） 

＜廃熱の回収利用＞ 
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小型貫流ボイラ 



バーナ 

燃焼 
排ガス 

水管と燃焼排ガス 
との対流伝熱 

給水 
 

節炭器 

排ガス 

蒸気 

＜空調用ボイラー設備に関する事項＞ 
 

1(2)①ア ： 空気比 
1(2)①イ ： 基準空気比 
1(2)①ウ ： 蒸気の圧力、温度、運転時間 
1(2)①エ ：  水質 
1(2)①オ ： 複数設備 適切な運転台数 
1(2)②ア ： 計測記録に関する管理標準 を設定 
        する。 
         燃料供給量、蒸気の圧力、  
         温水温度、排ガスＯ２、廃ガス温度、 
         ボイラー給水量、 
         その他のボイラー効率改善事項 
1(2)③ア ： ボイラーの効率の改善事項 
        伝熱面汚れ清掃, 
        バーナー整備 他 
1(2)③イ ：保温断熱の維持、スチームトラップ 
1(2)④    ： 燃焼設備の新設の措置 
 

ボイラーの判断基準項目の例（専ら事務所） 
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小型貫流ボイラ 



管理標準書のイメージ（例） 
エネルギー管理規程 
１）基本方針の設定 
 目的：エネルギー消費原単位の改善。 
 告示268号による措置を規程。（方針、管理体制、組織等） 
２）告示66号前段のア～クの取組を規程。 
 （管理体制整備、責任者配置、取組方針の定め、及びその 
 遵守状況確認・評価、資金・人材の確保、従業員への取組 
 方針の周知・省エネ教育、実績の把握・上記の記録・管理） 
３）管理標準設定の対象設備 
 管理標準の運用規定、定期報告、エネルギーフロー 

  １次文書 
（工場全体のエネル 
 ギー管理規程） 

 ２次文書 
（主要設備のエネル
ギー管理標準設定） 

  ３次文書 
（管理標準の遵守状況確
認の為に運転の測定・記
録と保守・点検記録） 

設備・システム管理標準 
 
 
 

ボイラー・冷凍機 
管理標準 

キルン 
管理標準 

空気調和 
管理標準 

照明 
管理標準 

 
 
 
 

   
  【運転日報】 
・ボイラー 
・冷凍機 
・空調設備 
   ： 

【電力日報】 【他日報】 

 
 【保守点検簿】 
・ボイラー 
・冷凍機 
・空調設備 
 ： 
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エネルギー管理規程の例 
工場・事業場全体の省エネルギーを促進するための規定 

エネルギー管理規定に入れる項目        
① 基本方針の設定   （目的：エネルギー消費原単位の改善を図る）    
   ・告示第268号第1・1(1)①～⑧及び告示第66号前段ア～ク等から基本方針を定める。 
② 総合的なエネルギー管理体制の充実 ・その組織及び推進委員会の組織の構築 ・運営方式 
    ・エネルギー管理の責任者の配置（エネルギー管理統括者・企画推進者・エネルギー管理者等の役職）   
    及び、エネルギーの使用の合理化の取組等把握、取組方針と取組の推進体制              
③ 適用範囲：  （例） どの工場か  どの事務所か  管理標準の対象設備の選定                          
④ 省エネ目標の設定及び省エネ計画の立案： （例）省エネにより消費エネルギー原単位１％削減等 
    高効率の設備導入．制御装置等付加設備の導入．余剰エネルギーの工場外等で有効利用。                     
⑤ 管理標準を設定してこれに準拠したエネルギー管理を行うこと。                            
⑥ 運用・実施のルール：     （例） 管理標準の見直しのルール  見直し時期                             
⑦ 燃料等（又は電気）の使用量・実績の把握・目標達成度の分析・評価、改善措置の検討ルール 
⑧ 資金・人材の確保   ⑨ 従業員への周知・省エネ教育 
⑩ 目標・計画の見直し規定 (次年度目標・計画の設定） 
⑨ エネルギー使用量・取組方針・遵守状況などの記録・管理    （例）  （運転記録 保存５年  ・・・） 
⑩ 関連規程・標準     （例）  （設備保全標準・操業管理規定・操業標準 ） 
⑪ 附則（制定・改訂年月）    ⑫ 制定者 

 設定時の注意事項等 
      ① 分かりやすいこと 
      ② 遵守・実施が可能なこと   ③ 問題点が見つかればその都度見直し、容易に改正できること。 
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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 
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＜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） 
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対象設備の選定 [工場等のエネルギーフローの例]  

化   石 
エネルギー 

燃 料 
ボイラー 

（蒸気、温水） 

ＧＨＰ 

吸収冷凍機 

吸収冷凍機 

  電 気 
  変換 

電力応用設備 
電気加熱設備 

 

照明 
昇降機 
事務機器 

Ａ棟 

B棟 

D棟 

C棟 

空調設備 
（外調機、ﾌｧﾝｺｲﾙ） 
 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 
（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ＋廃熱ﾎﾞｲﾗ) 

ﾀｰﾎﾞ冷凍機 

エアコン 

チラー 

補機設備 

ポンプ類 

ファン類 

冷蔵庫、冷凍庫 

空調機（室内機） 

（凡例） 
  太実線：燃料 
  波線：蒸気、温水 
  点線：冷水 
  細線：電気 
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      部門                  設備・機器名   エネルギー使用量     
  用  役        ボイラー               100,000   GJ/年           
                        吸収式冷凍機          65,000      〃 
   物品販売            空調機                        91,000    〃  

グロス値 

  蒸気 
 65,000 GJ/年 

  燃料 
 100,000 GJ/年 

ボイラー 

  冷水 
  71,000 GJ/年 

吸収式冷凍機 熱
交
換
器 

熱
交
換
器 

  蒸気 
 20,000 GJ/年 

ファンコイルユニット 

室内機 

空調機 

※グロスカウント項目：蒸気、温水、冷水 

対象設備の選定 
エネルギー使用量（グロス）の計算例  
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対象設備の選定： 本社工場のエネルギー使用量の集計例  

              エネルギー使用量 
区分      設備・機器     燃料等ＧＪ  原油換算ｋｌ   電気千ｋｗｈ  原油換算ｋｌ    合計ｋｌ    全体 

                                Ａ ｋｌ                  Ｂ ｋｌ       Ａ＋Ｂ    割合 
      ボイラー             22,293             575                177                  45                 620          17.2 
       蒸気吸収冷温水機         18,949              489                188                    47                  536           14.8 
用役   チラーユニット                           541                  136                  136            3.8     
部門   空調ポンプ                                                                1.890                  476                  476       13.2 
      給排気ファン                                                               1,428                  360                  360           10.0 
                  空冷ヒートポンプチラー                                                        755                  190                  190             5.3     
              変電配電設備                                                               255                     64                   64             1.8 
      照明機器                                                                       694                  175                  175             4.8 
事務棟Ａ 空調機            6,718             173          267                   67                  240             6.6                                              
      ヒートポンプエアコン                       449                   113                 1１3            3.7 
      昇降機                                                                          323                     81                   81            2.2 
      照明器具                                                                       168                    42                   42             1.2 
事務棟Ｂ 空調機                     12,076              312                  480                    121                433           12.0 
      ヒートポンプエアコン                                                       338                    85                   85             2.4 
      昇降機                                                                           155                    39                   39             1.1 

       
  合  計（グロス）                                         3,610                                              

＊印 
対象  
設備 
 ＊ 
 ＊ 

 
 ＊ 
 ＊ 
 ＊ 
 ＊ 

 
 ＊ 

 
 
 

 ＊ 
 
 
 

80.9% 
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対象設備の選定 

 工場で、エネルギーを使用している設備をリストアップして、
工場のエネルギー使用量の８０％を網羅するように対象設備
を選定し、エネルギー使用量の多い設備から順に管理標準を
設定して、運用・実施することが必要です。 
 前表では本社工場の場合で、＊印が対象設備となり、合計
で８０．９％です。 
 ただし、受変電設備は、エネルギー管理の根幹をなすもの
であるので対象とします。 

省略できる設備 
① エネルギーの使用量が少なく常に一定運転で変化のない設備 

② 保安用設備  （非常用設備、予備設備等）  
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管理標準作成手順(例：専ら事務所 照明設備） 

59 

１．以下の内容は、「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」（資源エネルギー庁ホームページ）から法関連を引用   
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/handankijyun.pdf） 

    ２．その他 
 
 

最初に、設備の選定から始める。 
  事業全体のエネルギー使用量の８０％を網羅できるように使用量の

多い順に選択する。(グロス値） 
  その中から、照明設備が選択された。  
１．別冊「判断基準」の中から、該当設備（例：照明設備）に相応しい 
  判断基準項目を選び出す。 
  これは、自社にて実行できる項目とする。 
２．判断基準番号を付す。 
３．当社の管理基準を決める。(運転管理) 
 ・法で守るべき目標値は、リストアップしてクリアする。(告示66号) 

 
 

下記のＵＲＬにて管理標準の例をダウンロード可能。 
 http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/handankijyun.pdf


   ＪＩＳＺ９１１０（照度基準）、ＪＩＳＺ９１２５（屋内作業場の照明基準）等 
    例：事務所会議室；規制値300~750lx→あまり明るくしたくない 
      経済性を選ぶならば管理値300~600lxとする。 
   ・照明設備の運用方法を記載。 
    例：不在時は、消灯、昼休み時は一斉消灯 
    （どういう運転をすれば、効率化できるか？が観点となる。照明 

 器具の間引きとか…） 
４．備考に参考文献を記入する。 
    (当社運転管理マニュアル…既存もしくは新設) 
５．計測記録 
  ・省エネに関与する項目を計測する。 
    エネルギー消費量（例：消費電力量） 
    効率的な運用に資するもの(例：照度) 
  ・計測方法は、法で決められたものを採用する。 
    例： ＪＩＳＣ７６１２(照度測定方法） 
  ・既存の測定方法も取り入れる。（ビル管理法によるもの他） 
  ・定期的に測定して測定結果は、記録に残す。 
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６．保守点検 
  ・保守点検マニュアル（既存）の活用 
  ・省エネ観点のマニュアルもあって良い。例：ランプの清掃等に 
   より照度アップ 
７．新設時の措置 
  ・使い勝手の良い設備の採用。 
  ・高効率化の設備の採用 
  ・費用対効果も検討する。（投資金額が省エネ効果により耐用 
   年数間に回収できるか？） 

 
（法令からの引用例） 
  ・「告示66号工場等におけるｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化に関する事業者の判断 
   基準」Ⅰ．１．（３）④照明設備、昇降機の新設に当たっての措置 
  ・「同告示 Ⅱ．１．１－１． （５）照明設備の計画的に取り組むべき措置 
  ・特定事業者又は特定連鎖化事業者のうち専ら事務所その他これに類する用途 
   に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成のための 
   指針 （５）照明設備 
   資源エネルギー庁ホームページから抜粋可能 
   http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/shishin-gyomu.pdf 
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管理標準一般事項 
 
１．管理標準は事業者の内部資料であって、関係省庁へ提出するもの 
  ではない。（但し、工場等現地調査の際には、調査員に提示する 
  必要がある。）  
２．特にビル管理等の「専ら事務所」においては、汎用性のある設備が 
  多いことから、設備管理標準は建物毎に作成しないで全ての建物 
  に共通として作成すればよい。  
３．専ら事務所以外の工場等においては、設備管理標準は、工場毎に 
  作成することが望ましい。 
  その方が設備の特徴を把握でき、より具体的にエネルギー管理が 
  できるので効率化につながる。 
４．専ら事務所の使用エネルギーの把握手段 
  ・大部分が電力量計で把握できる。 
  ・油、ガス等も消費する場合は、原油換算の上、電気と併せて集計 
   する。 

 
 



・管理標準作成上のエネルギー使用量の集計手段としては、使用量の多
い設備から順に全体の８０％網羅できるように設備を選定する。 

・なお、受変電設備は、使用量そのものはさほど多くないが、エネルギ 
 ー管理の根幹をなす設備であるので管理標準に加える。 
・個々の設備のエネルギー管理は、同一設備単位で行う。 
 （一点、一点行うのではない。たとえば、照明設備であれば、ビル内 
  の全ての照明設備について集計管理する。） 
・エネルギー集計値から、エネルギーの使用実態、削減方法、性能劣化

等を見極めていく。 
・その結果、使用量の削減方法を決めて、実行に移す。 
５．設備管理標準の管理の仕組み（構成） 
   ①運転管理（運用方法について） 
   ②計測記録（データをとる） 
   ③保守点検（設備が良好な運転ができるようにメンテナンスを行う）  
   ④新設措置（設備を更新するときの、注意点） 
  とわかれている。いずれも、省エネが観点である。 
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管理標準を設定する際の留意点 

①事業場が必要としている各種の標準と相互に関連させて、 
  独立した管理標準を設定すること。 
②エネルギー多消費設備から優先的に標準化を進めること。 
③管理標準は、エネルギー使用の合理化に資すると共に、生

産活動に活用できるものであること。← (PDCAの実施）    
  そのためには、常に見直し、改善しなければならない。 

               【管理標準のもつ、その他の意義】 
 
   管理標準は、その事業者のエネルギー管理全体を表すマニュアルであり、 
  エネルギー管理者や担当者が交代する際の申し送り資料、新人教育 
   テキスト用、事業場独自のエネルギー技術の伝承用として役立てる。 
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