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判断基準と管理標準作成の 
ポイント 

平成２７年１０月 
 

 

ＮＰＯ法人環境・省エネサポートセンター 
技術アドバイザー 植山哲平 
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 １．管理標準と判断基準と定期報告書の関係 
 ２．省エネ活動の大切なポイント 
 ３．判断基準の本質 
 ４．管理標準とは具体的にどんなもの？ 
 ５．判断基準の内容分析（省エネ項目の1丁目１番地） 
 ６．省エネ活動のまとめ 

目 次 

今回の進め方： 
 本質は何か？ 
 共通項目とその意味。 

（参考資料） ：「省エネ法の解説」「省エネルギーセンターＨＰ」「改正省エネ法

シンポジウム資料」「ビルの省エネルギーガイドブック」「工場の

省エネルギーガイドブック」  （一財）省エネルギーセンター 
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管理標準と判断基準と 
定期報告書の関係 

      
 テーマ：管理標準とは？ 
      判断基準とは？ 

定期報告書のどこに表れる？ 
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事業者の「省エネ活動」 

「事業者」は、「省エネ活動」の結果、メリットを得る事ができます。 
 ①判断基準の省エネ項目を自らの「管理標準」に落とし込み、「省エネ活動」を実施。 

 ② 「省エネ活動」→ 「原単位の改善」→「事業者」のメリット。→メリットは純利益。  

 ③ 「省エネ活動」の結果を「定期報告書」にて報告。 → 重要点や本質を解説します。 

「管理標準」は、「省エネ活動の武器」です。 
 ①基本となる取り組み方針や省エネ活動組織を決めた上で、 

 ②設備及び機器を最も効率よく運用するために、判断基準の項目を自らの事業所 

   に合わせて、具体的・定量的に作成された省エネマニュアルです。  

「判断基準」は、「具体的な省エネ項目の宝の山」 
 ①エネルギーの使用の合理化（省エネ）等に関する基本方針 

  （経済産業省告示 第２６８号） 
 ②工場等におけるエネルギーの使用の合理化（省エネ）に関する事業者の判断の  

  基準（経済産業省告示 第６６号） 
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（目的） 
第一条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃
料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等に
ついてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関
する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な
措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

経済産業省告示第２６８号 前文 

  燃料資源の大部分を輸入に依存せざるを得ないエネルギー事情の 下にある我が
国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産、流 通及び消費の拡大、国民
のライフスタイルの変化等を背景に、エネ ルギーの使用量は高い水準で推移して
いる。しかしながら、国際的 なエネルギー需給が逼迫するおそれは、恒常的に存
在しており、ま た、主としてエネルギーの使用に起因する二酸化炭素の排出等によ 
る地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがあ る重大な問
題となっている。 
また、東日本大震災以降のエネルギー需給の状況に鑑みると、電 気の需給の安

定化の観点から、需要側においても電気の需要の平準化に向けた取組が重要と
なっている。 
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判断基準とは？ 
（経済産業省告示 第２６８号  第６６号） 

●エネルギーの使用の合理化（省エネ）等に関する基本方針（経済産業省告示第２６８号） 
 工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置 
 ①工場等に係わるエネルギーの使用の実態、（省エネ）に関する取り組み等を把握すること。 
 ②工場等に係わるエネルギーの（省エネ）の取り組みを示す方針を定め、当該取組に推進体制 
  を整備すること。 
 ③エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を中心として、工場等全体の総合的 
  エネルギー管理を実施すること。 
 ④⑤省略 
 ⑥エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設 
  定し、これに準拠した管理を行うこと。 

●工場等におけるエネルギーの使用の合理化（省エネ）に関する事業者の判断の基準 
（経済産業省告示第６６号） 
 工場等において、エネルギーを使用して事業を行う事業者は、・・・全体を俯瞰し、次のア.からク. 
 までに定める取り組みを行うことにより、・・・・主要な設備に関して１又は２に掲げる諸基準を遵 
 守することを通じ、・・・・ （省エネ）の適切かつ有効な実施を図るものとする。 
  
 ・ 特定第８表：特定事業者（又は特定連鎖化事業者）における判断の基準の遵守状況  
 ・ 指定第８表：指定工場における判断の基準の遵守状況 



■旧法の判断基準の構成（告示65号） 
 
Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準 

  

 

 一 燃料の燃焼の合理化  

 二 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化  

 三 廃熱の回収利用  

 四 熱の動力等への変換の合理化  

 五 放射、伝導、抵抗等によるエネルギ
ーの損失の防止  

 六 電気の動力、熱等への変換の合理化 

 

 

 

 

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：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 
 
２．その他エネルギーの使用の合理化に関

する事項 

■現行法の判断基準の構成（告示66号） 
 
Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準（＝省エネルギーの基準） 
 
  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  

   （１）空気調和設備、換気設備 

   （２）ボイラー設備、給湯設備 

   （３）照明設備、昇降機設備及び動力設備 ・・・・ 

    

   （７）業務用機器 

   （８）オーナとテナントについての内容 
 ２．工場等（１に該当するものを除く）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 

   （３）廃熱の回収利用       ・・・・・・ 

 

   （６）電気の動力、熱等への変換の合理化 

 

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と②その他の工場等に関するものとに分

ける 

 ２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 

判断基準全体の構成 
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設備毎に規定されている。 

エネルギーの変換過程毎に規定されている。 

次ページで紹介 

省エネのために実施する
具体的内容が凝縮されて
います。→積極的に活用
しメリットを享受しましょう。 



Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準（赤字：変更箇所） 
工場又は事務所その他の事業場（以下「工場等」という。）においてエネルギーを使用して事業を行う者（以下
「事業者」という。）は燃料並びに熱計のエネルギーの使用の合理化を図るため、燃料並びに熱及び電気の特
性を十分に考慮するとともに、その設置している工場等（連鎖化事業者については、当該連鎖化事業者が行う
連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等（以下「加盟している工場等」という。）を含
む。）全体を俯瞰し、次のア．からク．までに定める取組を行うことにより、適切なエネルギー管理を行いつつ、
技術的かつ経済的に可能な範囲内で工場等単位、設備単位（個別設備ごとに分離することが適当ではない場
合にあっては、設備群単位又は作業工程単位。以下同じ。）によるきめ細かいエネルギー管理を徹底し、かつ、
エネルギーの使用に係る各過程における主要な設備に関して１又は２に掲げる諸基準を遵守することを通じ、
当該工場等におけるエネルギーの使用の合理化（省エネ）の適切かつ有効な実施を図るものとする。 

その際、連鎖化事業者については、当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業に係る約款の範囲内において、加盟
している工場等におけるエネルギーの使用の合理化を図るものとする。 
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（省エネ）に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針を 
  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。 
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り組み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 
   使用の合理化における教育を行うこと。 
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。 

判断基準（告示66号）の前段の内容 
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判断基準と定期報告書との関係 

■定期報告書 特定第８表 重要 
②全項目抜けがないこと。 

全員参加の省エネ組織の設定と役割を設定、
管理標準（基本部） （設備毎部）の内容を規定 

統括責任者と企画推進者と管理者と管理員の
選出と役割を記載 

取組方針やエネルギー管理項目が設定されて
いるか？新設更新の中長期計画の策定 

取組方針やエネルギー管理項目が遵守されて
いるか？（ＰＤＣＡを回して問題解決へ） 

取組方針やエネルギー管理項目を定期的に
精査し、変更されているか？ （ＰＤＣＡを回して
問題解決へ） 

エネルギー使用量・原単位把握した書面の更
新と保管 

省エネのために必要な資金・人材を確保して
いるか？（ＰＤＣＡを回して問題解決へ） 

従業員への取組方針の衆知や省エネに関す
る教育を実施しているか？（ＰＤＣＡを回して問
題解決へ） 
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判断基準と定期報告書との関係 

設備が無い場合は斜線 

管理標準の設定状況 
①未設定なら遵守状況も評 
 価されない。 
②全項目抜けがないこと。 

新設に当たっての措置 

当該報告年度に新設・更新
を実施していなければ「当
該年度に設備を新設してい
ない」が正解。 

 
設備が無い場合は斜線。 
 

１専ら事務所その他これに類する用途に供するもの 
 設備毎に規定されている。 
（１）空気調和設備、換気設備 
 ・・・・・・・・ 
（７）業務用機器 

（８）※賃貸事業者に対する賃借事業者への情報提供 
 
２工場等（１に該当するものを除く）に関する事項 
 エネルギーの使い方毎に規定されている。 
（１）燃料の燃焼の合理化 
 ・・・・・・・ 
（６）電気の動力、熱等への変換の合理化 

照明は簡単。すぐに作成しましょう。 

■定期報告書 指定第８表 

重要 
まず早急に80％まで、次に１００％の「設
定済」、「実施している」までグレードアッ
プしましょう。 

管理標準の遵守状況 
①上記の一部設定でも、そ 
  れを全部実施していれ 
  ば「実施している」で良い。 
②全項目抜けがないこと。 

「運転の管理」「計測・記録」「保守・点検」「新設
に当たっての措置」（本質は？にて後述） 

１．または２．のいずれかを選択して記入（専ら事務
所は１．を選択、工場は２．を選択） 

（８）情報提供すべき
テナントが存在しない場
合には斜線 

新支援ツールやＥＸ
ＣＥＬ版をお勧めし
ます。（自動計算が
多い） 

「空気調和設備・・」「照明設備・・」・・・（1丁目1番
地にて後述） 
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省エネ活動の大切なポイント 
（管理標準は省エネ活動の武器） 
（判断基準は省エネ項目の宝の山） 

テーマ：何が重要？何が必要？ 



 ●トップである社長自ら「省エネ活動をする」の大号令をかけていただき、省エネ委員会 

  （各部署の代表による）を発足させていただきたい。 

  ここで、社長の大号令が必要な理由としては、やはり新しいことに取り組むには、「トップ 

  の理解」が必要であるとともに、「全員参加」の運動にするためには、トップの決意が必 

  要であるからです。 

 ●関係業者も含めて、同じ目標（例えば、年１％以上の原単位の改善）に向かって、全員 

  （ビルの場合でお話しすると、オーナー、テナント、メンテナンス会社、メーカ、社外専門 
  家、来館者の皆さんも含めて）が、積極的に省エネ活動に参加して頂くことが、この省エ 

  ネ活動の成否を握っていると言えます。 

省エネ活動でまず大切なこと 
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■まず大切なことは、 「トップの理解」と「全員参加」 
省エネ活動の
重要事項 



●全員参加の省エネ活動の組織である「省エネ推進委員会」を作り、日常の仕事の中から生 

 まれるいろいろな問題点を抽出し、その解決に知恵を出し、「全員でPDCAを回す」事ができ 

 たら、必ず充実した省エネ活動が出来るものと確信します。 

●「方針と決定はトップダウン」にて、「問題提起と問題解決対策はボトムアップ」（認識とやる 

 気が重要）にて、省エネ活動を実施して頂きたい。そして、「省エネルギー研修・教育」「提案 
 制度」等にて具体化し、「達成できれば表彰」などで褒めてあげて下さい。 

 

13 

特定事業者の 
代表者 

エネルギー管理 

企画推進者 

【事業者全体としての取組】 
○ 経営的視点を踏まえた取組 

○ 中長期計画作成のとりまとめ 

○ 現場管理に係る企画立案、実務
の実施（マニュアル作成等） 

第１種指定工場等 第２種指定工場等 その他工場等 

補佐 エネルギー管理 

統括者 

従業員 従業員 

エネルギー 
管理者 

従業員 

エネルギー 
管理員 

従業員 

【現場での取組】 

その他工場等 

特定事業者 

改正後の省エネルギー推進委員会の組織例 

■そのために、 「省エネ推進委員会」の立ち上げましょう。 

 
[注釈] 

・PDCAは、意識的にしろ無意識的にしろ、昔から、普段の仕事の中で実施しているものです。但し、Ｄで終わらせずにＣＡ 
 まで回してください。 

 

省エネ活動では組織が重要 
省エネ活動
の重要事項 



●省エネ内容は現場が一番よく知っています。また実際の省エネ活動をするのは最先端 

 の現場です。省エネ活動が上手く行っている企業は下記の組織が有効に機能しています。 

●設備機器は、省エネ担当者と管財担当者と現場担当者が協力して設備台帳を作成 し、 

 それを元にして、全員参加の省エネ組織で「管理標準」へと発展させてください。 

●次に、小集団活動のメンバーによる普段の作業や運転方法などを具体的に折り込んで 

 行ってください。このブラッシュアップが積もり積もっていけば「管理標準」が自然に充実し 

 ていきます。後はＰＤＣＡを回して完成していくことになります。 

省エネ活動は小集団グループが実行 

14 

■ 「省エネルギー推進委員会」と「小集団活動」の活性化を図りましょう。 

エネルギー企画管理推進者 エネルギー管理統括責任者 

 
 
[注釈] 
・ブレーンストーミング＋問題解決手法（例えば、ＫＪ法、魚の骨、○○法など）にて、活発な小集団活動（実際の省エネ活 
  動の部署です。）をスタートさせてください。 
・小集団活動が動き出せば、省エネ活動の基盤ができたことになります。次は省エネ活動の活性化と持続的推進です。 
 

 

小集団グループ
が現場を一番よく
知っている 



  ●委員会活動としては、まずエネ意識の向上を図ることからスタートする必要があります。 
  ● 「省エネ活動の開始宣言」を全員(社員、テナント、来館者、メンテナンス会社、メーカ、社外 

   専門家など全員)に知らせましょう。例えば、 
  ・玄関に大々的に掲示する。 
  ・ＨＰやメールや広報活動(あるならば)で全員に知らせる。    
  ●省エネポスターやステッカーなどで省エネのアピールをしましょう。例えば、 

  ・(不使用時は、消灯しましょう)（昼休みの消灯：省エネ活動が実感できます） 
  ・(不要な空調は、消しましょう)（消灯や空調停止の担当者を決めると効果抜群です） 
  ・(階段は３アップ４ダウン）・・・エレベータボタンの所 
  ・(午後西日の当たっている西側の窓は、ブラインドを閉めましょう) 
   などを参考にして取り掛かっていただきたい。これらのテーマが省エネ推進委員会の現場 
   担当者から出てくるようになれば、省エネ活動も軌道に乗ったといえます。 
  ●いずれにしろ、こつこつと我慢強く100回でも200回でもアピールし続けましょう。「省エネが 

   当たり前」とか、「省エネしないと気持ち悪くなる」とかまで。 
  ●ここでも小集団活動を活用してください。全員に役割分担すると非常に有効。その役割を順 

  々に回すと省エネの内容が自ずから分かります。省エネ活動は個人の主体性が原点です。 

省エネ活動の最初は・・・ 

■「全員参加」の「省エネ意識の向上」を図りましょう。 
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[注釈] 

・まずスタートすることが大切であり、次は、全員で、自主的で、持続的で、発展的な活動を実践することであり、スタートし 
  た省エネ活動を止めることなく継続的に充実した省エネ活動に発展させてください。 

・ユーティリティ担当者のみが省エネ活動している工場・事業場は、孤軍奮闘しても、コストのかかる対策しかできません。 
・最初から100点を狙わずに、普段の省エネ活動の中で、こつこつと点数を積み上げて下さい。 

 

ご存知！節電対
策と同じ 
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「見える化」で問題抽出と問題解決 

①昨年と比べて、省エネが図れていない。 
   →省エネ項目の再検討。 
②夏季の最大電力が大きい。→空調負荷 
  を落としたい。負荷平準化を図りたい。 
③次は、エネルギー別、用途別、時間の細 
  分化に発展させる。 

 ①昼食時の消灯や機械のOFFが実施され 

    ている。→不要時の消灯、不使用時の空 

  調停止などの省エネルギー活動の成果 

  である。 

 ②各系統別に計測されている。 

 ③次は、夜間電力の使用に無駄がないか 
  要検討。 

 

■「見える化」を図りましょう。→「原単位の見える化」へ。  

まず、使用量
や原単位の
「見える化」か

ら。 



17 

●何が問題なのか？を頭においてデータや現象を見てください。即ち、常にチェック（Ｃ） とア 
  クション（Ａ） （それには、見える化を利用）をする必要があります。そのためには定量的な 
  計測記録が必要です。 
●その次は、ＷHＹ？を繰り返して、 「全員参加」のブレーンストーミングやＫＪ法などで問題点  

 を見つけ、その問題解決対策（Ｃ）を検討し、 その問題解決対策の実施（Ａ）へと発展させて 
 ください。 

「全員参加」で 「PDCA」を回しましょう。 

ＷHＹ？→問題抽出→
ＣＡまで回して→問題
解決→ステップアップ 
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判断基準の本質 

テーマ：何が本質？何を求めている？ 



■管理標準を設定しましょう。→省エネのための運転の管理の内容を設定 
仏作って魂入れるには、本質を明確にしましょう。  
・判断基準は何を求めている？ →① 「 」の内容について、② 定量的数値にて、「管理標準 
 を作成」する。→総合的エネルギー効率の向上→省エネを図る。 

ア．空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、「ブラインドの管理等による負荷の軽減 
  及び区画の使用状況等に応じた」「設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有 
  効利用等」についての管理標準を設定して行うこと。なお、冷暖房温度については、政府の 
  推奨する設定温度を勘案 した管理標準とすること。 
イ．空気調和設備の熱源設備において燃焼を行う設備（吸収式冷凍機、冷温水発生器等）の管 
  理は、「空気比」についての管理標準を設定して行うこと。 
ウ．空気調和設備を構成する熱源設備、熱源設備から冷水等により空気調和機設備に熱搬送 
  する設備（以下「熱搬送設備」という。）、空気調和機設備の管理は、「外気条件の季節変動 
  等に応じ、」「冷却水温度や冷温水温度、圧カ等」の設定により、空気調和設備の総合的なエ 
  ネルギー効率を向上させるように管理標準を設定して行うこと。 

[注釈] 

 ・ 定量的数値（内容）とは、 
   ①室温：冷房時：28℃ 暖房時：20℃  空気比：1.3  電圧・電流：Ｖ，Ａ  中間期の供給冷水温度：10℃など。 
   ②中間期の定義：3月第4週～5月第2週、 10月第1週～11月第3週など（上旬、下旬などの旬間規定は駄目。） 
 ・ 区画は、「事務室」「食堂」「トイレ」などの名称で具体的に示されていること。 
 ・ 政府推奨温度（冷房：28℃、暖房：20℃） 

判断基準（本質） 

19 

出典：近畿経済産業局ＨＰ 

「判断基準と管理標準作成のポイント」     

 

本質は? 共通事項は？ 



・ よくある勿体ない例は、「計測・記録、保守・点検して、書類を作っておしまい」 
 
 
・ 室温：冷房時：28℃ 暖房時：20℃  空気比：1.3   

・ 使用エネルギー量は、定量数値(ＧＪ、ｋＷｈ)を記録し、「見える化」しましょう。 
  熱量：Δt（温度差）×（流）量  電力量：ｋＷｈ=Ａ×Ｖ×ｈ  燃料使用量：ｋL、t、千m3など 

・ エネルギー消費の多い機器順に、エネルギー効率やCOPなどの性能管理値を算出しましょう   

■省エネのスタートはまず計測・記録から→必要な数値を計測・記録 
仏作って魂入れるには、本質を明確にしましょう。 
・判断基準は何を求めている？ →「計測して記録」する。 → ①状態を知る。②使用エネルギー
量を知る。→過剰でないか？無駄がないか？ →改善に利用する。 →「省エネ」を図る。 

ア．空気調和を施す区画ごとに、「温度、湿度その他」の空気の状態の把握及び「空気調和の効 
  率」の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれら 
  の事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 
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判断基準（本質） 

[注釈] 
・ 「定期的に」とは、頻度を決める事です。例えば、1回/ｈ、 1回/日、 1回/月、 1回/年 

・ 逆説的ですが、計測して見える化するだけで省エネ活動ができます。例えば、ダイエットの例と同じ。 
・ 「計測及び記録」「保守及び点検」については、既にある日報、月報、記録表、点検表等を活用し、ダブらないようにする。 
  （備考に、○○記録参照と表示する） （これは、他の「計測及び記録」「保守及び点検」の項でも同様）  

本質は? 共通事項は？ 



■故障しないための保守・点検は実施されていますが、さらに省エネ的に。 
仏作って魂入れるには、本質を明確にしましょう。 
・判断基準は何を求めている？ → 「保守・点検」をする。→ 「総合的な効率の改善」をする。
→「良好な状態に維持」 →「省エネ」を図る。 

・一般的に良くできている項目ですが、「見える化」などの一歩進んだ管理をメンテ担当者（会社） 
 と一緒になって省エネを図ってください。→「全員参加」の「外部の知恵の活用」です。 
・日常メンテするだけで省エネルギーになる項目があります。「断熱の破れ発見、修理」「エア漏 
 れの発見、修理」などです。→「全員参加」にて。 

 ア．空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、「保温材や断熱材 
   の維持、フィルターの目づまり及び凝縮器や熱交換器に付着したスケールの除去等」個別 
   機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点 
   検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態 
   に維持すること。 
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判断基準（本質） 

[注釈] 
・ 「定期的に」とは、頻度を決める事です。例えば、 
  1回/ｈ、 1回/日、 1回/月、 1回/年 
・ 「計測及び記録」「保守及び点検」については、 
 既にある日報、月報、記録表、点検表等を活用し、 
 ダブらないようにする。 

本質は? 共通事項は？ 

出典：某社パワーポイント資料 「説明フィルター
汚れと消費電力」 平成２３年 
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管理標準とは具体的に 
どんなもの？ 

    テーマ：構成は？ 内容は？ 



 

管理標準の文書構成 

 
●１次分書：省エネ活動を実施するに当たっての方針、目標、体制、組織、役割、教 
        育訓練等を規定する（特定第8表）・・・基本部 
●２次分書：判断基準に基づき、エネルギーを消費する設備ごとに運転管理、計測・ 
        記録、保守・点検等について規定する（指定第8表の上段）・・・設備毎 
●３次分書： ２次分書の規定に従って計測・記録、保守・点検された結果のデータ 
        シート等（指定第8表の下段） ・・・設備毎 
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今回紹介管理標準例 
（基本部・設備毎） 

各種具体的マニュアル 
 

計測・記録データ、保守・点検記録など 
 （既存の日報や記録表を活用）（追加項目はルーチンワークに入れて

手間を軽くする。） 

（既存の基準書やマニュアルを活用）（抜け
ていた項目を追加する） 

調査対象 

調査対象 
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基
本
的
な
事
項 

設
備
ご
と
の
管
理
標
準 

管理標準（どんなもの？） 

管理標準見本 

（目次） 

出典：省エネルギーセンターＨＰ 

    

 

 尚、下記のＵＲＬにアクセスしていただければ、管理
標準の例をダウンロードすることができます。 

 

 http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 

基本部を作成 

設備毎に作成 

次は管理標準本体へ→荒削りでもまず作成し、随時改訂しましょう。 

●フランチャイズチェ－ンの加盟店の管理標準
は連鎖化事業者の本部で包括的に作成しても
良い。 

●テナントとして入っている場合、テナント専有
部に設置されている設備のエネルギー管理権
原がなくとも、エネルギーを使用する機器につ
いて管理標準を定める必要があります。また、
本社で包括的に作成しても良い。 

http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
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管理標準見本 

（基本的事項の一部） 

管理標準 
（どんなもの？） 

改正省エネ法対応の
組織図に入れ替える 

改正省エネ法対応の
内容に入れ替える 

方針、目標、組織、
委員会、小集団活
動等の重要な基本

部を作成 

出典： 省エネルギーセンターＨＰ 

オフィスビルの管理標準事例  

URL : http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 
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出典：省エネルギーセンターＨＰ 

    

 

管理標準見本 

（項目毎の一部） 

管理標準 
（どんなもの？） 

重要 

重要 
原単位年平均１％以上低減
（特定ｰ第４表、指定ｰ第６
表） 
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 右図は、判断基準に定められている空気調
和設備の管理標準の「管理」の一部の例で
す。空気調和設備には熱源設備、熱搬送設
備についても別の管理標準が必要です。 
（ 「計測・記録」「保守・点検」「設備新設時の
措置」 については下記ＵＲＬにアクセスして
ご覧ください）。 

 丸で囲まれたところは、判断基準に定められ
た項目です。「判断の基準」の項目番号を元
にして、「管理標準」を作成すると内容の漏
れがなくなります。 

 

 

管理標準（どんなもの？） 

管理標準見本 

（設備機器の一部） 

 尚、下記のＵＲＬにアクセスしていただければ、管理
標準の例をダウンロードすることができます。 

 

 http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 

出典： 省エネルギーセンターＨＰ 

オフィスビルの管理標準事例  

URL : http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html 

①判断基準の番号が抜け 
 ている。→適用番号欄を 
 追加しください。 
②内容の過不足に注意！  

http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
http://www.eccj.or.jp/law06/com-judg/index.html
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省エネルギーセンターホームページの活用 

専ら事務所 

　　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　　　（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.

GHP,EHP (1)①ア.カ. (1)②ア.イ. (1)③ア.イ. （１）④ア.イ. ヒートポンプ

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・温水
ヒーターを含む

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.

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.

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

業務用機器 (7)① (7)② (7)③ (7)④ア.イ.ウ.

ＢＥＭＳ (4)④ウ.

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係る例

出典：省エネルギーセンターＨＰ 

    

 

判断基準のど
の項が該当す

るか？ 
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省エネルギーセンターホームページの活用 

工場等 
（１）共通的設備の該当番号

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

(1)燃料の燃焼の合理化 ①ア.イ.ウ.エ. ② ③ ④ア.イ.

(2-1)加熱設備等 ①ア.キ.コ. ② ③ ④ア.イ.

(3)廃熱の回収利用 ①ア.イ.ウ.エ. ② ③ ④ア.イ.

(5-1)放射、伝導等による熱の損失
の防止

－ － ③ア.イ. ④ア.イ.ウ.

(6-1)電動力応用設備、電気加熱
設備等

①ア.ウ.カ. ② ③ア.イ. ④

(2-2)空気調和設備、給湯設備等 ①ア.イ.カ. ②ア.イ. ③ア.ウ. ④ア.ウ.

(5-1)放射、伝導等による熱の損失
の防止

－ － ③ア. ④ア.ウ.

(6-1)電動力応用設備、電気加熱
設備等

①ア.カ. ② ③ア.イ. ④

照明
(6-2)照明設備、　　　　昇降機、事
務用機器、民生機器

①ア. ② ③ア. ④ア.ウ.

受変電
・配電設備

(5-2)抵抗等による電気の損失の
防止

①ア.イ.ウ.エ.オ.カ.
キ.

② ③ ④ア.イ.

空気圧縮機
(6-1)電動力応用設備、電気加熱
設備等

①ア.イ.ウ.カ. ② ③ア.イ. ④

ポンプ、ファン
(6-1)電動力応用設備、電気加熱
設備等

①ア.イ.ウ.カ. ② ③ア.イ. ④

ヒートポンプ　式
エアコン（電動
式）

パッケージエアコン、ビ
ルマルチエアコンの場
合を想定。

２　工場等（専ら事務所を除く）に係る例

蒸気ボイラー（プ
ロセス用）

(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。
小型貫流ボイラー焚量
５０L/H以上は該当す
る。

出典：省エネルギーセンターＨＰ 

    

 

判断基準のど
の項が該当す

るか？ 

次は「判断の基
準」の本文（技術
的内容）へ 
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判断基準の内容分析 
（省エネ項目の1丁目１番地） 

     テーマ：①1丁目1番地 
           →後は右にならえ。 
          ②共通項目とその意味に注目 
           →設備機器が変わるだけ。 
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判断基準（専ら事務所：空気調和設備、換気設備） 

（１）空気調和設備、換気設備に関する事項 
 ① 空気調和設備、換気設備の管理 
  ア．空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区 
        画の使用状況等に応じた「設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等」につ 
     いての管理標準を設定して行うこと。なお、冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘 
     案 した管理標準とすること。 
  イ．空気調和設備の熱源設備において燃焼を行う設備（吸収式冷凍機、冷温水発生器等）の管理は 
    「空気比」についての管理標準を設定して行うこと。 
  ウ．空気調和設備を構成する熱源設備、熱源設備から冷水等により空気調和機設備に熱搬送する設 
    備（以下「熱搬送設備」という。）、空気調和機設備の管理は、外気条件の季節変動等に応じ、「冷却 
    水温度や冷温水温度、圧カ等」の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させ 
    るように管理標準を設定して行うこと。 
 
 

[解説と参考資料]    
・ 二酸化炭素（ＣＯ２排出量）濃度を計測し、濃度が基準値より低い場合は換気量を低減する（ビルの場合、環境測定結果が 
  活用できる） 
・ 外気の有効利用等についての管理標準を設定しましょう。中間期等での外気による冷房は有効であり、外気利用を開始す 
  る時期や条件等を設定しましょう。 
・ 湿度については、制御する設備がない場合は管理対象外とする。 

・ ア．に「不使用時の停止」を織り込む。不使用時定義を明確にする（不使用時の会議室の空調停止や消灯、不使用時のト 
  イレや昼食時の消灯など） 

 
 
 
 

1丁目1番地→後は右
にならえです。 

空気調和設備の内容は（専ら事務所） （工場等）共通です。 

共通項目とその意味に注目→設備機器が変わるだけ。 

重要な根本事項 

「  」：設定する項目 管理標準を設定 

区画を決める 



  ② 空気調和設備、換気設備に関する計測及び記録 
  ア．空気調和を施す区画ごとに、「温度、湿度その他」の空気の状態の把握及び「空気調和の効率」の改 
    善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に 
    計測し、その結果を記録すること。 
  イ．空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機は、「個別機器の効率」及び「空気調 
    和設備全体の総合的な効率」の改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これ 
    に基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 
  ウ．換気を施す区画ごとに、「温度、二酸化炭素濃度その他」の空気の状態の把握及び「換気効率」の改 
    善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に 
           計測し、その結果を記録すること。 
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 ① 空気調和設備、換気設備の管理 
   エ．空気調和設備の熱源設備が複数の同機種の熱源機で構成され、又は使用するエネルギーの種類 
    の異なる複数の熱源機で構成されている場合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、「稼働 
    台数の調整又は稼働機器の選択」により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように 
    管理標準を設定して行うこと。 
   オ．熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、季節変動等に応じ、「稼働台数の調整又は 
     稼働機器の選択」により熱搬送設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設 
     定して行うこと。 
   カ．空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構成され、又は種類の異なる 
             複数の空気調和機で構成されている場合は、「混合損失の防止」や負荷の状態に応じ、「稼働台数 
    の調整又は稼働機器の選択」により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように 
    管理標準を設定して行うこと。 
  キ．換気設備の管理は、換気を施す区画を限定し、「換気量、運転時間、温度等」についての管理標準 
    を設定して行うこと。これらの設定に関しては換気の目的、場所に合わせたものとすること。 
  
 

共通項目とその意味に注目→設備機器が変わるだけ。 

「  」：設定する項目 

区画を決める 

管理標準を設定 

頻度を決める 

複数機器は共通 

判断基準（専ら事務所：空気調和設備、換気設備） 

重要な根本事項 
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① 空気調和設備、換気設備の管理 
  複数に関する項目を抜き出すと同じ内容になる。 
  エ．熱源設備が複数： 
    外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、「稼働台数の調整又は稼働機器の選択」 
    →台数制御、インバータ制御、その組合せ制御とベース運転機器設定等にて 
   オ．複数のポンプ： 
     季節変動等に応じ、「稼働台数の調整又は稼働機器の選択」  
    →台数制御、インバータ制御、その組合せ制御とベース運転機器設定、小型ポンプに切り替え等にて） 
   カ．同一区画において複数の空気調和機：   
     「混合損失の防止」や負荷の状態に応じ、「稼働台数の調整又 は稼働機器の選択」 
    →混合ロス防止 
     →台数制御、インバータ制御、その組合せ制御とベース運転機器設定等にて 
  
  キ．換気設備： 
     区画を限定し、「換気量、運転時間、温度等」  
    →CO2を計測したり、閑散期の必要度に合わせて、 
    →台数制御、インバータ制御、その組合せ制御とベース運転機器設定、小型ファンに切り替え等にて） 
  

② 空気調和設備、換気設備の計測及び記録 
   ア．空気調和を施す区画ごと： 
     「温度、湿度その他」 
   イ．熱源設備、熱搬送設備、空気調和機： 
     「個別機器の効率」及び「空気調和設備全体の総合的な効率」 
   ウ．換気を施す区画ごと： 
     「温度、二酸化炭素濃度その他」 
 
 
    
 
  

1丁目1番地→後は
右にならえです。 

共通項目とその意味に注目→設備機器が変わるだけ。 

判断基準（専ら事務所：空気調和設備、換気設備） 
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 ③ 空気調和設備、換気設備の保守及び点検 
  ア．空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、「保温材や断熱材の維持、 
    フィルターの目づまり及び凝縮器や熱交換器に付着したスケールの除去等」個別機器の効率及び 
    空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定 
    し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 
      イ．空気調和設備、換気設備の「自動制御装置の管理」に必要な事項の保守及び点検に関する管理標 
    準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 
  ウ．換気設備を構成するファン、ダクト等は、「フィルターの目づまり除去等」個別機器の効率及び換気 
    設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検に関する管理標準を設定し、これ 
    に基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 
④ 空気調和設備、換気設備の新設に当たっての措置（具体的省エネ方式が網羅されている） 
   （Ⅱ目標部と共に→省エネ活動に利用、中長期計画に利用） 
   （トップランナー機器の採用を考慮） 
    以下省略 
    
    

[解説と参考資料] 
・ ③ア．空調設備においての漏えい等防止するため、保温材や断熱材の維持を図りましょう。 
・ イ．は、一般的にブラックボックスになっていることから、一番抜けやすい項目である。間違えるとエネルギーロスが多い事 
  もあるので、まず設定値のチェックが必要である。この設定値の適正化するだけで大きな省エネが図れることもある。 
・ ウ．は、小集団活動としてまず最初に着手できる例である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

1丁目1番地→後は
右にならえです。 共通項目とその意味に注目→設備機器が変わるだけ。 

判断基準（専ら事務所：空気調和設備、換気設備） 



管理番号

番号(工場等) 番号(専ら事務所等)

(2-2)①イ (1)①ア 空調運転時間管理 8:30～17:30 会社省エネ指針

温度・湿度の設定管理(各室毎個別設定) 冷房：28℃　暖房：20℃ 運転マニュアル(政府推奨温度)

ブラインド、カーテンの活用 会社省エネ指針

午前:東側閉、午後:西側閉

室内CO2濃度（本部又はオーナーが担当） 900ppm±100ppm 運転マニュアル

中間期は外気冷房をする。 運転マニュアル（中間期定義含む）　

(6-1)①ア ●不要時の停止 運転マニュアル(不要時の定義含む)

　　・中間期は停止 運転マニュアル(中間期の定義含む)

　　・空調運転期の8:30～18:00以外は停止 運転マニュアル

(6-1)①カ なし 別紙機器毎の規格値参照 設備保守管理表＊無理なら省略

番号(工場等) 番号

(2-2)②ア (1)②ア 温度・湿度の計測・記録(各室毎) 2回/日 設備保守管理表

2回/年 環境測定表

(6-1)② なし 1回/日、1回/月 電圧、電流チェックリスト又は電力量月報

番号(工場等) 番号

(5-1)③ア (1)③ア 断熱保温の保守・点検（目視） 1回/日、1回/月 設備保守管理表

(2-2)③ア

(2-2)③ウ (1)③イ 2回/年 メーカ点検記録

番号(工場等) 番号

(2-2)④ア(ウ) (1)④ア(ウ) 高効率インバータ方式を採用
(2-2)④ア(オ) (1)④ア(オ) 個別全熱交換器の採用

改訂年月日 作成 承認

実施年月日

設備または設備群名 定格

空気調和設備（包括） 設備台帳参照

テナントや小規模な営業所用（本部作成として、包括的に利用）

②計測及び記録

　

①管理及び基準

内容（管理標準・基準の項目名） 基準値

内容（管理標準・計測記録項目・実施頻度等） 基準値 関連記録・資料・備考

関連記録・資料・備考

●毎月使用電力量の把握又は運転電流・電圧管

理（無理なら省略）

室内CO2濃度計測・記録（本部又はオーナーが

担当）

●毎月使用電力量の把握又は運転電流・電圧の
計測・記録（無理なら省略）

③保守及び点検

内容（管理標準・保守点検項目・実施頻度等） 基準値 関連記録・資料・備考

フィルター清掃＊無理なら省略 1回/月 設備保守管理表＊無理なら省略

自動制御装置の保守・点検（本部又はオーナー

が担当）

④新設に当たっての措置

内容（前年度に実施した新設措置） 関連記録・資料・備考

改
訂

履
歴

制定、改訂理由

作成年月日承

認

照

査

作

成
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改訂履歴：抜
けないように 

 

管理標準の
具体例 

（包括的例） 
 

■フランチャイズチ 

－ン加盟店の場合、 

連鎖化事業者の本 

部で包括的に作成 

しても良い。 

■テナントとして 

入っている場合、 

テナント専有部に 

設置されている 

設備のエネルギー 

管理権原がなくとも、 

エネルギーを使用 

す機器について管 

理標準を設定し、 

遵守する必要があ 

ります。 

専ら事務所 

工場等 

専ら事務所の場合： 

●印は規定されていませ
んが、必要に応じて項目
を追加することをお勧めし
ます。 
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判断基準（工場等：燃料の燃焼） 

(１) 燃料の燃焼の合理化 
① 燃料の燃焼の管理 

  ア．燃料の燃焼の管理は､燃料の燃焼を行う設備(以下｢燃焼設備｣という｡)及び使用する燃料の種類に 
    応じて､「空気比」についての管理標準を設定して行うこと。 
  イ．ア．の管理標準は､「別表第1(A)に掲げる空気比の値を基準」として空気比を低下させるように設定 
    すること。 
  ウ．複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての「熱効率（投入熱量のうち対象物の付加 
    価値を高めるために使われた熱量の割合をいう。以下同じ。）が高くなるように」管理標準を設定し、 
    それぞれの「燃焼設備の燃焼負荷を調整する」こと。 
  エ．燃料を燃焼する場合には、「燃料の粒度、水分、粘度等の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう 
    運転条件」に関する管理標準を設定し、適切に運転すること。 
 
 [解説と参考資料] 
 ・ 別表第１（Ａ）に該当するボイラー、工業炉については別表第１（Ａ）で示した基準空気比の値を考慮した空気比を設定して 
  ください。 
・ ア．小型貫流ボイラーは新たに対象になる。 
･ 温水ボイラーは基準空気比を適用する。(2.257MJ＝1kg(100℃)にて蒸気量に換算) 
・ 燃焼設備の「空気比（ｍ）」とは、その燃焼に必要な理論空気量（Ao）に対する、実際に使用した空気量（Ａ）の比をいい、 
  次式で定義される。 空気比（ｍ）＝A/Ao 
・ 省エネ法において、「空気比」は燃焼設備から出る排ガス中の酸素濃度（02）［%］を測定することにより、次式から求める 
      こととしている。 
     酸素濃度（02）を7%とすると  → → →   空気比（ｍ）＝21/ (21-（02）)＝21/(21-7)＝1.50 
 
 
 
 
 
・ エ．燃料の性状を調整することは難しいが、燃料の性状にあわせて運転を行うことが重要なため、燃料の性状に応じた 
     運転条件に関し管理標準を設定してください（旧：燃焼効率が高くなるよう調整すること） 
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[解説と参考資料] 
 
 ・ 別表第1（A）（１）ボイラーに関する基準空気比  （別表第1（A）（２）に工業炉の基準空気比がある） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) (抜粋) 
２ 「一般用ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第１条第３号に規定するボイラーのうち、同施行令第１条第４号に規定する小型ボイ 
     ラーを除いたものをいう。 
３ 「小型貫流ボイラー」とは、労慟安全衛生法施行令第１条第４号ホに規定する小型ボイラーのうち、大気汚染防止法施行令別表第１ 
    （第２条関係）第１項に規定するボイラーに該当するものをいう。 
(備考) 
６ この表に掲げる基準空気比の値は、次に掲げるボイラーの空気比については適用しない(抜粋) 
  （1）設置後燃料転換のための改造を行ったもの 
  （2）木屑、木皮、スラッジその他の産業廃楽物と燃料との混焼を行うもの 
   ・ 
   ・ 
  （7）廃熱を利用するもの 
  （8）水以外の熱媒体を使用するもの 
 
   

 
 

 

区分 

 

負荷率 

(単位：％) 

基準空気比 

固体燃料 液体燃料 気体燃料 高炉ガス 

その他の 

副生ガス 

固定床 流動床 

電気事業用(注 1) 75～100   1.05～1.2 1.05～1.1 1.2 

一
般
用
ボ
イ
ラ
ー(

注2
)
 

蒸気量が毎時30トン以上

のもの 

50～100  

1.3～1.45 

 

1.2～1.45 

 

1.1～1.25 

 

1.1～1.2 

 

1.2～1.3 

蒸気量が毎時10トン以上

30トン未満のもの 

50～100  

1.3～1.45 

 

1.2～1.45 

 

1.15～1.3 

 

1.15～1.3 

 

蒸気量が毎時 5トン 

以上 10トン未満のもの 

 

50～100 

   

1.2～1.3 

 

1.2～1.3 

 

蒸気量が毎時 5トン 

未満のもの 

 

50～100 

   

1.2～1.3 

 

1.2～1.3 

 

小型貫流ボイラー(注 3) 100   1.3～1.45 1.25～1.4  

 目安：換算蒸発量約800kg/Hr以上 

上記の空気比や基準空気比が設定、遵守ができない場合は、技術的経済的に不可
能、困難であることの理由（例：費用対効果がない）を具体的に明記してください。 
＊開放型燃焼装置の場合、炎の色や長さや形状にて規定する方法も有ります。 

判断基準（工場等：燃料の燃焼） 
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(１) 燃料の燃焼の合理化 
 ② 燃料の燃焼に関する計測及び記録 
   燃焼設備ごとに、「燃料の供給量、燃焼に伴う排ガスの温度、排ガス中の残存酸素量その他」の燃料 
   の燃焼状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づ 
   きこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。 
 ③ 燃焼設備の保守及び点検 
   燃焼設備は、保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、 
   良好な状態に維持すること。 
 
 

[解説と参考資料] 
・ 記録する意味は、①現状を知る。 ②使用エネルギー量を知る。 
 それを何に使うか？→①分析や比較に使用する（熱源機はＣＯＰ等）（過剰でないか？無駄がないか？） ②改善に利用する。 
・「見える化」することが重要。エクセルに入力することですぐに見えるようにする。 
   （以下「計測及び記録」の他の項も同様） 

 
・ 「定期的に計測する」と言うことは、計測記録の頻度を決めることである。 
  例えば、主要機器である熱源機（パッケージを除く）やポンプ等では、自動記録の場合は毎時記録、巡回の場合は２回/日 
     で時刻は10:00、14:00のように決定する。他 1回/ｈ、 1回/日、 1回/月、 1回/年など。 

 
・ 「計測及び記録」「保守及び点検」については、既にある日報、月報、記録表、点検表等を活用し、ダブらないようにする（備 
     考に、○○記録参照と表示する） （これは、他の「計測及び記録」「保守及び点検」の項でも同様） 

 
 
 
 

前述 

前述 

日常実施内容（例：燃焼設備の清掃・点検） 

判断基準（工場等：燃料の燃焼） 



管理番号

①管理及び基準

番号（工場等） 番号(専ら事務所等)

(1)①ア (2)①ア 空気比の管理 1.2以下 メーカ点検記録

(１)①イ (2)①イ 基準空気比(別表第1(A)) 1.2～1.3 ボイラー運転マニュアル

(2-1)①コ (2)①ウ ボイラ設備の管理：圧力 045MP±0.03MP 運転マニュアル・自動制御マニュアル

ボイラ設備の管理：流量 ○t/h 運転マニュアル・自動制御マニュアル

ボイラ設備の管理：時間 ○～○時 運転マニュアル・自動制御マニュアル

(3)①ア 廃ガス温度の管理 200℃以下 メーカ点検記録

(3)①イ ●基準廃ガス温度(別表第2(A)) 220℃以下 ボイラー運転マニュアル

(3)①ウ ●蒸気ドレンの廃熱回収温度・量の管理 ボイラー運転マニュアル

(6-1)①ア ボイラ設備の不要時の停止 ボイラー運転マニュアル

(6-1)①ウ ●ポンプの流量・吐出圧の適正化調整

(6-1)①カ ●運転電流・電圧の管理 1回/日、1回/月 電圧、電流チェックリスト（ファン、ポンプ）

(2-1)①キ (2)①エ ボイラ給水の水質管理 JIS B 8223 運転マニュアル・自動制御マニュアル

(1)①ウ (2)①オ ボイラ台数制御の管理 該当せず（単体運転）

(1)①エ なし 燃料の性状管理 1回/年 ボイラー運転マニュアル

②計測及び記録

番号（工場等） 番号

(1)② (2)②ア 燃料供給量、残存O2量の計測・記録 1回/日、2回/年 運転日報

(2-1)② 供給蒸気の圧力・量の計測・記録 1回/日 運転日報

給水量、給水温度の計測・記録 1回/日 運転日報

給水の水質検査 2回/年 メーカ点検記録

(3)② 廃ガス温度の計測・記録 2回/年 メーカ点検記録

●回収ドレン分析（温度、量、性状） 2回/年 メーカ点検記録

(6-1)② ●運転電流・電圧の計測・記録 1回/日、1回/月 電圧、電流チェックリスト（ファン、ポンプ）

③保守及び点検

番号（工場等） 番号

(1)③ (2)③ア 日常保守点検 1回/日 点検記録

燃焼設備の保守・点検 2回/年

(2-1)③ 熱交設備（スケール等の除去）の保守・点検 1回/年 設備保守管理表

(3)③ 廃熱回収設備の保守・点検

(6-1)③ア ＊(3)③ウでもOK ●動力伝達部・電動機軸受の保守・点検

(6-1)③イ ＊(3)③ウでもOK ●配管・ダクトからの漏えい等のの保守・点検1回/日、1回/月 設備保守管理表（ファン、ポンプ）

(5-1)③ア (2)③イ 断熱保温のの保守・点検 1回/日、1回/月 設備保守管理表

(5-1)③イ スチームトラップ、蒸気の漏えい保守点検 1回/月 設備保守管理表

④新設に当たっての措置

番号（工場等） 番号

(3)①ア (2)④イ 高効率ボイラーの採用

改訂年月日 作成 承認

実施年月日 作成年月日承

認

照

査

作

成

内容（前年度に実施した新設措置） 関連記録・資料・備考

改
訂

履
歴

制定、改訂理由

内容（管理標準・保守点検項目・実施頻度等） 基準値 関連記録・資料・備考

1回/年 設備保守管理表

設備保守管理表（ファン、ポンプ）2回/年

メーカ点検記録

内容（管理標準・基準の項目名） 基準値 関連記録・資料・備考

内容（管理標準、計測記録項目・実施頻度等） 基準値 関連記録・資料・備考

設備保守管理表（ポンプ）

設備または設備群名 定格

蒸気ボイラー 蒸発量：○t/h×3台

給気ファン、給水ポンプを含む
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管理標準の 
具体例 

（ボイラーの例） 

該当せずの場合は理由
を記入してください。 

専ら事務所 

工場等 

専ら事務所の場合： 

●印は規定されていませ
んが、必要に応じて項目
を追加することをお勧めし
ます。 

改訂履歴：抜
けないように 
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省エネ活動のまとめと 
管理標準遵守のポイント 

テーマ：まず実行！ 



省エネ活動のまとめと管理標準の遵守のポイント 

①トップの大号令が必須です。トップが動くと必ず成功。 
②会社や地方自治体で何らかの委員会のあるところは多い。→大いに活用しましょう。 
③小集団活動の自主的で且つ活発な全員参加の組織（省エネ推進委員会）を作ればまず 
 成功。実際に省エネ活動をするのは小集団グループです。 
 社員以外の皆様にも積極的に参加してもらいましょう。→「全員参加」」はいかなる活動にも 
 有効です。 
④「見える化」は色々なケースで役に立ちます。→ 「見える化」を有効な手段として、再認識し、 
 大いに活用しましょう。 
⑤会議の回数は１回/月が効率的で実質的です。なぜなら、使用エネルギー量は毎月把握 
 できるからです。 
 毎月の会議で、エネルギー使用量や対前年比を「見える化」して→公表し、→小集団活動 
 でＰＤＣＡを回し→すぐに対策して→改良しましょう。 
⑥原単位の年度削減目標を１％とするより、５％、２０％ と目標を大きくする方が大胆な発想 
 が生まれる可能性あります。 
⑥管理標準に５Ｗ１Ｈを織り込みましょう。ＷＨＯ（誰がするか？）を明確にしましょう。 
⑦省エネ活動の実施項目は、まず出来る項目から「選択と集中」にて絞り込み→順番を付け 
 て→そしてまず行動開始しましょう。→そして走りながらＰＤＣＡを回しましょう。 
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ＮＰＯ法人環境・省エネサポートセンター 
                      
         TEL：０７８－５８３－２４２４ 
                    Ｅ-ｍａｉｌ：info@npo-eesc.org 

            
             

●詳細解説をご希望の方は、 
●そのほか管理標準の作成にお困りの方や管理標準の 
 作成に意欲満々の方は、 
 
下記の連絡先に、 
会社名、氏名、メールアドレスをご連絡ください。 
 
省エネに関する事全般について、応援いたします。 


