
省エネ法（工場・事業場規制）の概要
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省エネ法の目的
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。

燃料資源の有効な利用の確保に資するため
「燃料資源」とは、石油、石炭、可燃性天然ガス等、我が国においてエネルギーを発生させるために広く
燃焼等の用に供される天然資源を意味する。また、その「有効な利用」とは、使用の合理化や適切な
燃料を選択することなどを通じて燃料資源の効用を最大限に引き出すこと。
エネルギーの使用の合理化
一定の目的を達成するためのエネルギーの使用に際して、より少ないエネルギーで同一の目的を達成す
るために徹底的な効率の向上を図ることを意味する概念。すなわち、エネルギーを使用する際に科学的、
合理的な手法を駆使して、設備構造（ハード）面若しくは運転管理（ソフト）面での改善・改良を
行うことにより、エネルギーの使用をより減少させること。
電気の需要の平準化
電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させること。
もって国民経済の健全な発展に寄与する
国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に欠くことのできない石油等のエネルギー使用の合理化が
進展することによってエネルギーの需給が安定し、国民経済の大きな成長制約要因の緩和に資すること
により、今後の我が国経済の健全な発展に大いに寄与すること。
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省エネ法におけるエネルギー

電気

燃料

原油及び揮発油（ガソリン）、重油、その他石油製品（ナフサ、灯油、軽油、
石油アスファルト、石油コークス、石油ガス）
可燃性天然ガス
石炭及びコークス、その他石炭製品、（コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、
転炉ガス）であって、燃料その他の用途（燃料電池による発電）に供するもの

熱
上記に示す燃料を熱源とする熱（蒸気、温水、冷水等）

※対象とならないもの：太陽熱及び地熱など、上記の燃料を熱源としない熱のみで
あることが特定できる場合の熱

上記に示す燃料を起源とする電気

※対象とならないもの：太陽光発電、風力発電、廃棄物発電など、上記燃料を
起源としない電気のみであることが特定できる場合の電気

省エネ法におけるエネルギーは、以下に示す燃料、熱、電気が対象。
廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象とならない。



省エネ法が規制する分野

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準
を示すとともに、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な
場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行う。
機械器具等（自動車、家電製品や建材等）の製造又は輸入事業者に対し、機械器具等のエネ
ルギー消費効率の目標を示して達成を求めるとともに、効率向上が不十分な場合には勧告等を行う。

使
用
者
へ
の
間
接
規
制

一般消費者への情報提供

家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者
・消費者への情報提供（努力義務）

特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

製造事業者等（生産量等が一定以上）

・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の
目標を設定し、製造事業者等に達成を求める
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エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
者
へ
の
直
接
規
制

運輸

貨物/旅客輸送事業者
・事業者の努力義務

荷主
・事業者の努力義務

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有車両トラック200台以上等）
・計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の
定期報告義務

特定荷主
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー
使用状況等の定期報告義務

工場・事業場

工場等の設置者
・事業者の努力義務

特定事業者
（エネルギー使用量1,500kl/年以上）
・エネルギー管理者等の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

努力義務の対象者

報告義務等対象者



＜定期報告書記載内容＞

省エネ措置の取組状況
エネルギー消費原単位の推移
ベンチマーク指標の状況（対象業種のみ）

○省エネ措置 ：
事業者全体としての省エネ措置

・ 管理体制の整備
・ 責任者の配置
・ 省エネ目標等に関する取組方針の策定 等
各工場等における省エネ措置

（例：空気調和設備）
以下の事項等について、管理標準を設定・実施

・ 運転管理（運転時間、設定温度等）
・ 温度、湿度等の定期的な計測・記録
・ 設備の定期的な保守・点検

○ベンチマーク指標：
現在の設定業種：鉄鋼、電力、セメント、製紙、

石油精製、化学 等
目指すべき水準：各業界の１～２割の事業者が

満たす水準

○努力目標 ： 年平均１％以上改善

事
業
者

定期報告書
の提出

経
済
産
業
省

合
理
化
計
画
の

作
成
・
提
出
指
示

指
導

立
入
検
査

報
告
徴
収

報告内容の
評価

取組が著しく不
十分な場合

指示に従わ
ない場合

公
表
、
命
令

年度のエネルギー使用量が1,500kl以上の事業者は、エネルギーの使用状況等を定期報告しなけ
ればならないものとしている。また、定期報告に基づき、国は事業者の取組状況を評価する。
評価基準の１つは、エネルギー消費原単位の年平均１％以上改善。取組が著しく不十分であれば、
国による指導や立入検査、指示、公表、命令、罰則が課される。

工場・事業場規制の概要
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3,500kl ≧ 3,000kl
⇒第一種エネルギー管理
指定工場等として指定

1,000kl

規制の対象となる事業者（工場・事業場）
事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1500㎘／年度以上である場合は、
そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要がある。
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める
条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使
用量（原油換算値）が合計して1500㎘／年度以上である場合には、その使用量を本部が国に
届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受ける必要がある。
また、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量（原油換算値）が1500㎘／年度以上
である場合は、各々がエネルギー管理指定工場等の指定を受ける必要がある。

2,000kl ≧ 1,500kl
⇒第二種エネルギー管理
指定工場等として指定

500kl 100kl

工場 事業場 工場 営業所事業場

合計7,100kl ≧ 1,500kl

⇒特定事業者として指定
Ａ株式会社
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年度間エネルギー使用量
（原油換算値㎘） 1,500㎘以上 1,500㎘

未満

事業者の区分 特定事業者、特定連鎖化事業者又は
認定管理統括事業者（管理関係事業者を含む）

事
業
者
の
義
務

選任すべき者 エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者

提出すべき書類
エネルギー使用状況届出書（指定時のみ）
エネルギー管理統括者等の選解任届出書（選解任時のみ）
定期報告書(毎年度7月末日まで)
中長期計画書（原則毎年度7月末日まで）

取り組むべき事項 判断基準に定めた措置の実践（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）
指針に定めた措置の実践（燃料転換、稼働時間の変更等）

事業者の目標 中長期的に見て年平均１％以上のエネルギー消費原単位又は
電気需要平準化評価原単位の低減

行政によるチェック 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画作成指示への
対応（指示に従わない場合、公表・命令）等

指導・助言
への対応
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事業者（工場・事業場）の義務・目標の概要（１／２）
事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500㎘／年度以上であり、特定事業者又は特定
連鎖化事業者に指定並びに認定管理統括事業者に認定された事業者は、以下の義務、目標が課せら
れる。
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事業者（工場・事業場）の義務・目標の概要（２／２）
エネルギー管理指定工場等に指定された工場・事業場等については、個別に以下の義務が課せられる。

年度間エネルギー使用量
（原油換算値㎘） 3,000㎘以上 1,500㎘以上

3,000㎘未満
1,500
㎘未満

指定区分 第一種エネルギー管理指定工場等 第二種エネルギー
管理指定工場等 指定なし

事業者の区分
第一種特定事業者 第二種特定事業

者第一種指定事業者

業種
鉱業、製造業、電気
供給業、ガス供給業、

熱供給業
※事務所を除く

左記業種の事務所
左記以外の業種

（ホテル、病院等）
全ての業種 全ての

業種

選任すべき者 エネルギー管理者 エネルギー管理員 エネルギー管理員

提出すべき書類 定期報告書（指定表に記入が必要）
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エネルギー管理統括者等の役割等について
選任すべき者 役割 選任・資格要件 選任時期

エネルギー
管理統括者

①経営的視点を踏まえた
取組の推進

②中長期計画のとりまとめ
③現場管理に係る企画立案、

実務の統制

事業経営の一環として、
事業者全体の鳥瞰的
なエネルギー管理を行
い得る者
（役員クラスを想定）

選任すべき事由が生じた
日以降遅滞なく選任（選
任後、最初の７月末日ま
でに届出）

エネルギー
管理企画推

進者
エネルギー管理統括者を
実務面から補佐

エネルギー管理士又は
エネルギー管理講習修
了者

選任すべき事由が生じた
日から６ヶ月以内に選任
（選任後、最初の７月末
日までに届出）

エネルギー
管理者

第一種エネルギー管理指定
工場等に係る現場管理
（第一種指定事業者を除く）

エネルギー管理士

エネルギー
管理員

第一種エネルギー管理指定
工場等に係る現場管理
（第一種指定事業者の場合）

エネルギー管理士又は
エネルギー管理講習修
了者第二種エネルギー管理指定

工場等に係る現場管理
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事業者の目標
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%以上低減する
よう努めること。

エネルギー消費原単位 ＝
Ａ－Ｂ－Ｂ‘

Ｃ

Ａ＝エネルギー使用量 Ｂ＝外販したエネルギー量 Ｂ‘＝購入した未利用熱量
Ｃ＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値

電気需要平準化評価原単位 ＝
Ａ＋ａ×（評価係数α－１）－Ｂ－Ｂ‘

Ｃ

Ａ＝エネルギー使用量 ａ=電気需要平準化時間帯の買電量 評価係数α＝1.3
Ｂ＝外販したエネルギー量 Ｂ‘＝購入した未利用熱量
Ｃ＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値
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エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値の設定例

エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値は、原則として毎年同じものを使用すること。

製造部門 業務部門

生産量
生産台数
稼働時間
生産金額

生産量×稼働時間

延床面積
従業員数

施設稼働率
施設稼働時間

延床面積×設備稼働率

エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値の設定例

やむを得ない事情（エネルギー使用量との相関が悪くなった等）により値を変更する場合
には、事前にご相談ください。相談の際には、その理由と、当該年度を含む過去５年度分
の原単位の新旧対比表等をご準備ください。



ベンチマーク制度の概要
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ベンチマーク制度は、原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）とは
別に、同じ業種・分野で共通の指標（ベンチマーク指標）による目標（目指すべき水準）を定
めることにより、他事業者との比較による省エネ取組の促進を目的とする。
事業者は、ベンチマーク指標を向上又は低減させるよう努め、技術的かつ経済的に可能な範囲内
において、中長期的に目指すべき水準を達成することを目指す必要である。
ベンチマーク達成の目標年度は、2030年度（全業種共通）になる。
目指すべき水準を達成した事業者は省エネ優良事業者として社名を公表している。

高炉・電炉

エチレン・ソーダ等

セメント

国家公務洋紙・板紙
貸事務所

ﾊﾟﾁﾝｺﾎｰﾙ
大学

ホテル

百貨店
スーパー

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

鉄鋼
22%

化学
24%

窯業土石
4%

紙・パルプ 3%

事務所・ビル
5%

卸小売・
デパート・スーパー 5%

ホテル・旅館 2%
学校 2%
娯楽場 1%

その他業務
8%

その他製造・非製造
（食品・金属機械・農林業）

25%

データセンター



ベンチマーク制度は、現在は１７業種２３分野が対象とされています（令和４年４月１日施行）。
（参考）ベンチマーク対象業種一覧（１）
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※緑字は令和4年度提出の中長期計画書のみ該当
※青字は達成率40％以上

区分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度 令和２年度定期報告にお
ける達成事業者数

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ／t以下 平成21年度 0 / 3
（0.0%）

１Ｂ 電炉による普通鋼
製造業

炉外製錬工程の通過有無を補正した上工程の原単位（粗鋼量
当たりのエネルギー使用量）と製造品種の違いを補正した下工程
の原単位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.150kℓ／t以下
（変更前0.143)

平成21年度
※令和3年度より
新指標・新目標適

用

7/32
（21.9%）

１Ｃ 電炉による特殊鋼
製造業

炉容量の違いを補正した上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネ
ルギー使用量）と一部工程のエネルギー使用量を控除した下工程
の原単位（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和

0.360kℓ／t以下
（変更前0.36)

平成21年度
※令和3年度より
新指標・新目標適

用

2/14
（14.3%）

2 A 電力供給業 火力発電効率Ａ指標
火力発電効率Ｂ指標

A指標: 1.00以上
B指標:44.3%以上 平成21年度

43/90
（47.8%）

※Ａ・Ｂ指標ともに達成

2 B 石炭火力電力
供給業 石炭火力発電の効率 43.00％以上 令和４年度 ー

3 セメント製造業 原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工
程における生産量（出荷量）当たりのエネルギー使用量の和 3,739MJ／t以下 平成21年度 5/15

（33.3%）

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量

再エネ使用率72%以
上:6,626MJ／t以下 平成22年度

※令和3年度より
新指標・新目標適

用

2/16
（12.5％）

再エネ使用率72%未満:
（-23,664×(再エネ使用
率)+23,664)MJ／t以下

４Ｂ 板紙製造業 製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量当たり
のエネルギー使用量 4,944MJ／t以下

平成22年度
※令和3年度より
新指標・新目標適

用

7/34
（20.6％）

5 石油精製業
石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれる

装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の和）
当たりのエネルギー使用量

0.876以下 平成22年度 1/8
（12.5％）

６Ａ 石油化学系基礎
製品製造業

エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネル
ギー使用量 11.9GJ／t以下 平成22年度 5/10

（50.0％）

６Ｂ ソーダ工業 電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用
量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用熱量の和

3.00GJ／t以下
（変更前:3.22）

平成22年度
※令和4年度より

新目標適用
12/22

（54.5%）



（参考）ベンチマーク対象業種一覧（２） ※緑字は令和4年度提出は中長期計画書のみ該当
※青字は達成率40％以上

区分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク
目標 導入年度

令和２年度定期報
告における達成事業

者数

7 A 通常コンビニエンス
ストア業 当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計にて除した値

707kWh／
百万円以下 平成28年度 7/16（43.8％）

7 B 小型コンビニエンス
ストア業

308kwh／
百万円以下

8 ホテル業 当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテ
ルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.723以下 平成29年度 40/216

（18.5％）

9 百貨店業 当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高の百貨店の平
均的なエネルギー使用量で除した値 0.792以下 平成29年度 22/74（29.7％）

10 食料品
スーパー業

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店
舗の平均的なエネルギー使用量で除した値 0.799以下 平成30年度 66/302

（21.9％）

11 ショッピング
センター業 当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 0.0305kl

／㎡以下 平成30年度 14/115
（12.2％）

12 貸事務所業 当該事業を行っている事務所における延床面積当たりのエネルギー使用量を面積区分ごとに定める
基準値で除した値 1.00以下 平成30年度 31/227

（13.7％）

13 大学
当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を、①と②の合計量にて除し

た値を、キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①文系学部とその他学部の面積の合計に0.022を乗じた値
②理系学部と医系学部の面積の合計に0.047を乗じた値

0.555以下 平成31年度 27/188
（14.4％）

14 パチンコホール業

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した値を、店舗ごと
のエネルギー使用量により加重平均した値
①延床面積に0.061を乗じた値
②ぱちんこ遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.061を乗じた値
③回胴式遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.076を乗じた値

0.695以下 平成31年度 12/138
（8.7％）

15 国家公務

当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した
値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①電算室部分の面積に0.2744を乗じ、96.743を加えた値
②電算室部分以外の面積に0.023を乗じた値
③職員数に0.191を乗じた値

0.700以下
平成31年度

（令和４年度改
訂）

2/18
（11.1％）

16 データセンター業
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量（データセンター業の用に供する施設に係る

ものに限る。単位 kwh）を当該事業を行っている事業所におけるIT機器のエネルギー使用量（デー
タセンター業の用に供する施設に係るものに限る。単位 kwh）にて除した値

1.4以下 令和４年度 ー

17 圧縮ガス・液化
ガス製造業

製造品種の違いを補正した深冷分離方法による圧縮ガス・液化ガス生産量当たりのエネルギー使用
量

LNG冷熱利用事業者:
0.077kl/千N㎡以下

令和４年度 ーその他の事業者:
0.157kl/千N㎡以下
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省エネ法の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの４段階へクラス分けし、
クラスに応じたメリハリのある対応を実施する制度。

14

Ａクラス
省エネの更なる努力が

期待される事業者
（目標未達成事業者）

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準は高いが、
Ｓクラスの水準には達しない事業者

【対応】
省エネ支援策等に関する情報を周
知し、努力目標達成を期待。

Ｓクラス
省エネが優良な事業者
（目標達成事業者）

【水準】
①努力目標達成 または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省ＨＰで
事業者名や連続達成年数を表示。

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に
判断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導を
実施。

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

（目標未達成事業者）

【水準】
①努力目標未達成かつ直近2年連続で原

単位が対前度年比増加 または、
②5年間平均原単位が5％超増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現地調査等を重
点的に実施。

工場等規制：事業者クラス分け評価制度（SABC評価）

事業者クラス分け評価制度（SABC評価制度）

※  努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※ ベンチマーク目標：ベンチマークの対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指す水準。
※ 令和元年度からは定期報告書、中長期計画書の提出遅延を行った事業者は、Ｓクラス事業の公表・優遇措置の

対象外として取り扱います。
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ベンチマーク達成によるS評価を受けている事業者の例
ベンチマーク目標を達成している場合には、以下の①②のいずれかを満たす場合に限り、
S評価とする。

①定期報告書 特定-第6表で報告しているベンチマーク対象事業のエネルギー使用量が、
事業者全体のエネルギー使用量の50％以上を占める。

②定期報告書 特定-第3表におけるベンチマーク対象事業を含む事業分類のエネルギー使用量が、
事業者全体のエネルギー使用量の50％以上を占める。



工場等規制において、直近過去２年度以上連続でＳ評価の場合、翌年度以降、最後に提出
した中長期計画の計画期間内は、Ｓ評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免
除する。

16

中長期計画の提出頻度の軽減（工場等規制）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

定期報告書の評価 A S S S S S

中長期計画書 提出 提出 提出
（免除申請）

免除 免除 提出

（ケース１）中長期計画の計画期間中はＳ評価が継続した場合

（ケース２） 中長期計画の計画期間中にＳ評価でなくなった場合

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

定期報告書の評価 A S S S A S

中長期計画書 提出 提出 提出
（免除申請）

免除 提出 提出

中長期計画の計画期間4年の場合（2022年度～2025年度）

中長期計画の計画期間4年の場合（2022年度～2025年度）
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中長期計画作成指針
中長期計画作成指針は、特定事業者等による中長期計画の的確な作成に資するため、業種ごとに
４種類作成・制定。
各中長期計画作成指針は、工場等判断基準の目標部分等に掲げられている事項の具体例を挙げ、
中長期計画の作成における具体的な検討対象として、各特定事業者等が投資をすべき設備等を掲
げている。

中長期計画作成指針の詳細は、下記リンク先をご確認ください。

＜省エネポータルサイト（資源エネルギー庁ウェブサイト）＞
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/index.html
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事業者が遵守すべき判断基準
判断基準とは、エネルギーを使用し事業を行う全ての事業者が、エネルギーの使用の合理化を適切か
つ有効に実施するために必要な判断の基準となるべき事項を告示として公表したもの。
各事業者はこの判断基準に基づき、エネルギー消費設備ごとや省エネルギー分野ごとに、運転管理や
計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置のうち、該当するものについて管理標準を定め、これ
に基づきエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

判断基準の詳細は、下記リンク先をご確認ください。

＜省エネポータルサイト（資源エネルギー庁ウェブサイト）＞
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/laws/index.html



事業者が遵守すべき判断基準の構成

Ⅰ 基準部分
Ⅰ－２ ２ エネルギー消費設備等に関する事項
２－１ 事務所：主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設・更新に当たっての措置の基準を規定

（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、動力設備
（４）受変電設備、ＢＥＭ

（５）発電専用設備、コージェネレーション設備
（６）事務用機器、民生用機器
（７）業務用機器
（８）その他

２－２ 工場等：エネルギーの使用に係る各過程について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設・更新に当たっての措置の基準を規定

（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

判断基準は基準部分と目標部分で構成されている。

Ⅰ－１ 全ての事業者が取り組むべき事項：
事業者及び連鎖化事業者が工場等全体を俯轍して取り組むべき事項として以下の(1)~(8)までの8項目を規定
（１）取組方針(目標、設備の運用・新設・更新)の策定
（２）管理体制の整備
（３）責任者等の配置等

① 責任者の責務
② 責任者を補佐する者の責務
③ 現場実務を管理する者の責務

（４）省エネに必要な資金・人材の確保
（５）従業員に対する取組方針の周知、省エネ教育の実施
（６）取組方針の遵守状況を確認・評価・改善指示
（７）取組方針及び遵守状況の評価手法の定期的な精査・変更
（８）取組方針や管理体制等の文書管理による状況把握

Ⅰー２ １ 工場単位、設備単位での基本的実施事項：
（１）生産性向上を通じたエネルギーの使用の合理化
（２）エネルギー管理に係る計量器等の整備
（３）エネルギー多消費設備の廃熱等の把握・分析等

（４）既存設備の老朽化の状況の把握・分析等
（５）エネルギー効率の高い機器の導入と余裕度の最適化
（６）エネルギー使用の最小化
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１－１ 事務所：主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定

(1) 空気調和設備 (5) 照明設備 (6) 昇降機
(2) 換気設備 (7) BEMS
(3) ボイラー設備 (8) コージェネレーション設備
(4) 給湯設備 (9) 電気使用設備

Ⅱ 目標部分
１－２ 工場等：主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定

(1) 燃焼設備 (5) 電気使用設備
(2) 熱利用設備 (6) 空気調和設備、給湯設備、換気設備、昇降機等
(3) 廃熱回収設備 (7) 照明設備
(4) コージェネレーション設備 (8) ＦＥＭＳ

く前段＞
事業者及び連鎖化事業者が中長期的に努力し、計画的に取り組むべき事項について規定

• 設置している工場全体として又は工場等ごとに、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％以上低減の努力

• ベンチマーク達成に向けての努力
• ＩＳＯ５０００１の活用の検討 等

２．その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

(1) 熱エネルギーの効率的利用のための検討 (4) エネルギーサービス事業者の活用
(2) 未利用エネルギー・再生可能エネルギー等の活用 (5) ＩｏＴ・ＡＩ等の活用
(3) 連携省エネルギーの取組 (6) エネルギーの使用の合理化に関するツールや手法の活用

事業者が遵守すべき判断基準の構成
判断基準は基準部分と目標部分で構成されている。
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複数の事業者が連携して省エネ取組を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携
による省エネ量を事業者間で分配して報告することができる制度。

制度を利用するためには、「連携省エネルギー計画」を作成の上、経済産業大臣または
経済産業局長に提出し、認定を受ける必要がある。

連携省エネルギー計画の認定制度
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：エネルギー管理統括者 ：エネルギー管理企画推進者 ：定期報告及び中長期計画

親会社

1,700kl
（特定事業者）

子会社B

2,500kl
（特定事業者）

子会社A

親会社

2,500kl

子会社A

認定管理統括
事業者

1,700kl

子会社B

管 理 関 係 事 業 者

省エネ法の
義務

省エネ法の
義務

省エネ法の義務 通常 認定を受けた場合

定期報告・中長期計画の提出 全ての特定事業者が報告・提出 認定管理統括事業者が一体的に提出

エネルギー管理統括者等の選任 全ての特定事業者で選任 認定管理統括事業者において選任

不要に

一定の資本関係等の密接性を有しており、一体的に省エネ取組を行っている企業グループの親会社
等が、グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた場合、当該親会社等による
定期報告等の義務の一体的な履行を認める。

認定管理統括事業者の認定制度

（工場・事業場規制の場合）

不要に

省エネ法の
義務

2,500kl
（特定事業者）

通常 認定を受けた場合
認定管理統括事業者が

一体的に担う
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