
（１）技術進展への対応 

  ・ 評価項目の新設 

  ・ 新技術の追加 

  ・ 評価対象の拡大 

  ・ 評価内容の変更 

  ・ 削除した項目 

  ・ 除外項目の追加、エネルギー消費先比率の変更 

 

（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

  ・ 竣工年度による評価分類の緩和措置の変更 

  ・ 機器設置年度による評価分類の緩和措置の変更 
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６ 改正ポイントの解説（１） 資料2 



（３）段階評価の導入（一部） 

  ・ 設備機器の評価方法の見直し 

  ・ 必須項目における部分得点の追加 

 

（４）用途分類の変更（一部） 

  ・ 主たる用途による評価分類 

   （必須項目【◎】/一般項目【○】/加点項目【＋】）の変更 

 

（５）様式・添付書類に関する負担の軽減（一部） 

  ・ 照明の簡易入力方法の追加 

  ・ 評価の対象範囲の変更 

  ・ 調書の記入方法 
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６ 改正ポイントの解説（２） 



（１）必須項目・・・【◎】    

  ・ 全ての認定申請事業所において評価の対象となり、                    

    トップレベル事業所等が必ず取り組むべきもの 

 

（２）一般項目・・・【○】 

  ・ 全ての認定申請事業所において評価の対象となり、 
   トップレベル事業所等が優先的に取り組むべきもの 

 

（３）加点項目・・・【＋】 

  ・ 認定申請事業所において、取組を行っているとき、 
      評価の対象とするもの 
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６ 改正ポイントの解説（３） 
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 【＋】Ⅰ1.3 環境認証の取得 

（１）技術進展への対応 

• ＣＡＳＢＥＥ認証 
• ＢＥＬＳ 
• ＢＲＥＥＡＭ認証 
• ＬＥＥＤ認証 
• ＷＥＬＬ認証 
• ＢＯＭＡ３６０ 
• ＤＢＪ Ｇｒｅｅｎ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ認証 
• ＳＭＢＣサステイナブル ビルディング評価融資 

⇒ 様々な環境認証の取得を幅広く評価 

●評価項目の新設 

〔区分Ⅰ〕 
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 【＋】Ⅲ1c.7人感センサーのタイマー設定時間の適正化 

●評価項目の新設 

（１）技術進展への対応 

 〔区分Ⅰ〕 

取組状況 5分以内 10分以内 10分超又は実施無 

評価点 1 0.5 0 
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〔区分Ⅰ・Ⅱ〕 

 【◎】Ⅱ3b.1高効率空調機の導入（区分Ⅰ） 
  【＋】Ⅱ2a.3    〃    （区分Ⅱ） 
  ダブルプラグファンを追加 
  大風量の空調機で、高いファン効率が期待できるファン形式 

 
 【◎】Ⅱ3b.2高効率パッケージ形空調機の導入（区分Ⅰ） 
  【◎】Ⅱ2a.1    〃          （区分Ⅱ） 
  GHP ＋ EHP一体型空調システムを追加 
  GHP と EHPを組合せ、負荷に応じて最適制御するシステム 
 ⇒ 第二計画期間から第三計画期間にかけて、 

 一定の範囲で普及があった新技術を追加 

（１）技術進展への対応 

●新技術の追加 



7 

 太陽光発電システムの導入 
                  （区分Ⅰ：Ⅱ1.3 、 区分Ⅱ：Ⅱ4.1）  
 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 

        （区分Ⅰ：Ⅱ1.4 、 区分Ⅱ: Ⅱ4.2） 
 
⇒ 再生可能エネルギーの導入は一般項目【○】であったが、 
  30kWまでの太陽光発電の導入を独立して一般項目化。 
   それ以上の大きな太陽光発電と、他の再生可能エネルギー 
   の導入評価を加点項目【＋】として追加し、再生可能エネ 
   ルギーに取組む事業所の評価を拡大 

●評価対象の拡大 

（１）技術進展への対応 

〔区分Ⅰ・Ⅱ〕 
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 【◎】Ⅲ1a.4 熱のエネルギー効率の実績 
  熱供給施設のみの必須項目【◎】であったが、 
  熱供給施設以外は、加点項目【＋】として評価 

    範囲を拡大 

●評価対象の拡大 

（１）技術進展への対応 

⇒ 冷却水ポンプや空調1次ポンプといった補機の電力   
   も含めた熱源システムCOPを把握している場合に、 
   熱供給施設以外の事業所も評価できるよう変更 

〔区分Ⅰ〕 
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 【＋】Ⅱ3b.30 高効率厨房換気システムの導入 
         厨房排気の変風量制御の追加 

   フード内の温度センサー等によって、厨房機器の 
    使用を感知して、INV制御による給排気ファン動力   
    及び外気処理空調機の処理熱量の削減を行うもの 

〔区分Ⅱ〕 

●評価対象の拡大 

（１）技術進展への対応 

〔区分Ⅰ〕 

 【＋】Ⅰ1.5 エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 

   従来の経済産業大臣、通商産業大臣、資源エネルギー 

   庁長官表彰に、局長表彰を追加 
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・再生可能エネルギーを使用する場合 
               ⇒熱源機器ごとに1点 
・インバータターボ冷凍機を使用する場合 
               ⇒熱源機器ごとに＋0.1 

                （認定基準参照） 

●評価対象の拡大 

（１）技術進展への対応 

⇒ 再生可能エネルギーをより評価するとともに 
  インバータの追加導入対策も評価可能 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 評価項目 

Ⅱ3a.1 Ⅱ1b.1 高効率熱源機器の導入 

Ⅱ1a.1 高効率蒸気ボイラの導入 
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 【○】Ⅰ4.8 利用者等への環境・ 
       エネルギー情報提供システムの導入 
 
 【＋】Ⅰ4.8 従業員等への環境・ 
       エネルギー情報提供システムの導入 

⇒ 更新頻度での評価を追加 

●評価内容の変更 

（１）技術進展への対応 

〔区分Ⅰ〕 

取組状況 １日1回以上 月1回程度 採用無し 

評価点 1 0.5 0 

〔区分Ⅱ〕 
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 高効率コージェネレーションの導入 
（区分Ⅰ：【○】Ⅱ3a.18、区分Ⅱ：【＋】Ⅱ1c.1）  

100～300 kWのCGSの定格発電効率の最低を変更 

⇒ メーカーの現行機種性能を反映 

定格発電効率 

最高 水準 最低 

ガスエンジン 35% 34% 28% 300kW以下 

機種 発電容量 

定格発電効率 

最高 水準 最低 

ガスエンジン 35% 34% 300kW以下 

機種 発電容量 

32% 

●評価内容の変更 

（１）技術進展への対応 

〔区分Ⅰ・Ⅱ〕 
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〔区分Ⅰ・Ⅱ〕 
 熱回収ターボ冷凍機の暖房COPの基準見直し 

    （区分Ⅰ：【◎】Ⅱ3a.1、区分Ⅱ：【◎】Ⅱ1b.1） 

⇒ メーカーの現行機種性能を反映 

●評価内容の変更 

（１）技術進展への対応 

定格COP 

最高 水準 最低 DHC最低 

熱回収ターボ冷凍機 5.420 4.964 3.901 4.508 

温熱源機種 

定格COP 

最高 水準 最低 DHC最低 

熱回収ターボ冷凍機 5.802 5.386 4.415 4.970 

温熱源機種 
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〔区分Ⅰ〕 
 【◎】Ⅱ3c.1高効率照明器具の導入 

 
 
 

事務室、会議室、電算室、教室、
大教室、宴会場、診療室の 
床面積当たりの照明消費電力 
[W/㎡]の値を変更 

⇒ Hf照明等の使用を前提として 
 定められていたがLEDの普及 
 を考慮し変更 

●評価内容の変更 

（１）技術進展への対応 

用途 
主たる 
室用途 

消費電力[W/㎡] 

最高 最低 

共通 事務室 14  25  

  会議室 14  25  

  電算室 14  25  

  宴会場 8  15  

教育施設 教室 15  26  

  大教室 15  28  

  診察室 21  37  

用途 
主たる 
室用途 

消費電力[W/㎡] 

最高 最低 

共通 事務室 10  25  

  会議室 10  25  

  電算室 10  25  

  宴会場 8  30  

教育施設 教室 12  26  

  大教室 12  28  

  診察室 17  37  
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 【○】Ⅰ2.4  省エネルギー計画書の整備 

 【○】Ⅱ1.4  太陽熱を利用したシステムの導入 

 【◎】Ⅱ3a.4 蒸気ボイラーのエコノマイザーの  

         導入 

 【＋】Ⅱ3a.21 潜熱利用搬送システムの導入 

 【○】Ⅲ1a.11 冷温水管、蒸気管等の保温の確認 

●削除した項目 

（１）技術進展への対応 

〔区分Ⅰ〕 

 【＋】Ⅱ3b.3 太陽熱を利用したシステムの導入 

〔区分Ⅱ〕 
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〔区分Ⅰ・Ⅱ〕 
  高効率熱源機器の導入(区分Ⅰ：【◎】Ⅱ3a.1、区分Ⅱ:【◎】Ⅱ1b.1） 

 高効率蒸気ボイラの導入(区分Ⅱ：【◎】Ⅱ1a.1） 
 設置年度が2000～2012年度までの場合、最高効率＝水準 
 設置年度が1991～1999年度までの場合は段階的な緩和 

⇒ 更新周期を迎えていない熱源機器に配慮 

（例）水冷チリングユニットの最高効率 
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5.600 

5.120 

●評価内容の変更 

（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

COP 
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（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

 最も新しい建物の竣工年度の定義(区分Ⅰ)を新しい順から 
   累積して、延床面積の50％を超える建物の竣工年度に変更 

●竣工年度による評価分類の緩和措置の変更 

 【◎】Ⅱ3a.5 大温度差送水システムの導入  ⇒【＋】 
                                     ※熱供給施設以外 
 【◎】Ⅱ3a.6 水搬送経路の密閉化    ⇒【○】 
 【◎】Ⅱ3c.3 照明の初期照度補正制御の導入⇒【○】 

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前の場合の緩和措置 

〔区分Ⅰ〕・・必須項目【◎】⇒ 一般項目【○】又は 
                加点項目【＋】 
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（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

 最も新しい建物の竣工年度の定義(区分Ⅰ)を新しい順から 
   累積して、延床面積の50％を超える建物の竣工年度に変更 

●竣工年度による評価分類の緩和措置の変更 

 【○】Ⅰ4.7 コミッショニング（性能検証）の実施 
 【○】Ⅰ4.8 利用者等への環境・エネルギー情報提供 
            システムの導入 
 【○】Ⅱ1.1 自然採光を利用したシステムの導入 
 【○】Ⅱ1.2 自然通風を利用したシステムの導入 
 【○】Ⅱ1.3 太陽光発電システムの導入 
 【○】Ⅱ2.3 屋上緑化の導入 
 【○】Ⅱ3b.12 外気冷房システムの導入 

最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前の場合の緩和措置 

〔区分Ⅰ〕・・一般項目【○】⇒ 加点項目【＋】 
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 改修工事等により機器の設置年度に応じた緩和措置に関する 

基準(5％以上⇒50％以上）の変更 

 【◎】Ⅱ3a.2 高効率冷却塔の導入 ⇒【＋】 
 【◎】Ⅱ3a.3 高効率空調用ポンプの導入 ⇒【＋】 
 【◎】Ⅱ3b.3 高効率ファンの導入⇒【＋】                           
         ※ 全ての設備の設置年度が2005年度以降で、 
             かつ2013年度以降設置の設備の割合による 

（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

●機器設置年度による評価分類の緩和措置の変更 

〔区分Ⅰ〕・・必須項目【◎】⇒ 加点項目【＋】 

 【◎】Ⅱ3b.1 高効率空調機の導入⇒【＋】 
         ※ 全ての設備の設置年度が1995年度以降で、 
             かつ2013年度以降設置の設備の割合による 
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 改修工事等により機器の設置年度に応じた緩和措置に関する 

基準(5％以上⇒50％以上）の変更 

 【◎】Ⅱ3b.2 高効率パッケージ形空調機の導入 ⇒【○】 
 【◎】Ⅱ3d.1 高効率給水ポンプの導入 ⇒【○】  

※ 全ての設備の設置年度が2005年度以降で、 
         かつ2013年度以降設置の設備の割合による 

 

 【◎】Ⅱ3c.5 高効率変圧器の導入 ⇒【○】         
※ 全ての設備の設置年度が1985年度以降で、 

         かつ2008年度以降設置の設備の割合による 

（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

●機器設置年度による評価分類の緩和措置の変更 

〔区分Ⅰ〕・・必須項目【◎】⇒ 一般項目【○】 



21 

 改修工事等により機器の設置年度に応じた緩和措置に関する 

基準(5％以上⇒50％以上）の変更 

 【◎】Ⅱ1d.1 高効率変圧器の導入 ⇒【○】  
※ 全ての設備の設置年度が1985年度以降で、 

         かつ2008年度以降設置の設備の割合による 
 
 【◎】Ⅱ1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入 ⇒【○】  

※ 全ての設備の設置年度が1995年度以降で、 
         かつ2012年度以降設置の設備の割合による 

（２）施設・機器等の設置年に応じた評価基準の設定 

●機器設置年度による評価分類の緩和措置の変更 

〔区分Ⅱ〕・・必須項目【◎】⇒ 一般項目【○】 



●設備機器の評価方法の見直し 
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  性能に関する下記評価項目について、 
   導入比率をそのまま評価点に反映 

〔区分Ⅰ〕 

 【◎】Ⅱ3a.2 高効率冷却塔の導入 

 【◎】Ⅱ3a.3 高効率空調用ポンプの導入 

 【◎】Ⅱ3b.1 高効率空調機の導入 

 【◎】Ⅱ3b.2 高効率パッケージ形空調機の導入 

 【◎】Ⅱ3b.3 高効率ファンの導入 

 【◎】Ⅱ3c.5 高効率変圧器の導入 

 【◎】Ⅱ3d.1 高効率給水ポンプの導入 

 【○】Ⅱ3f.3 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 

（３）段階評価の導入 
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 【＋】Ⅱ1b.7 高効率冷却塔の導入 
 【＋】Ⅱ1b.8 高効率熱源ポンプの導入 
 【◎】Ⅱ1d.1 高効率変圧器の導入 
 【◎】Ⅱ1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入 

 【○】Ⅱ1f.1 高効率給水ポンプの導入 

 【＋】Ⅱ1f.2 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 
 【◎】Ⅱ2a.1 高効率パッケージ形空調機の導入 
 【＋】Ⅱ2a.3 高効率空調機の導入 
 【＋】Ⅱ2a.4 高効率空調・換気用ファンの導入 

●設備機器の評価方法の見直し 

（３）段階評価の導入 

 性能に関する下記評価項目について、導入比率をそのま
ま評価点に反映 

〔区分Ⅱ〕 



●必須項目における部分得点の追加 
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（３）段階評価の導入 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 評価項目 導入される部分点 

Ⅱ3c.6 Ⅱ1d.2 力率改善制御 
システムの導入 

インバータによる力率改善
の場合、評価点0.5 

Ⅲ2a.1 Ⅲ2b.1 熱源機器の 
点検・清掃 

全ての機器の点検を毎年実
施し、メーカー見解等によ
り清掃を実施していない場
合、評価点 0.5 

Ⅲ2a.2 Ⅲ2b.4 冷却水の適正な
水質管理及び 
冷却塔の充填材

の清掃 
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（４）評価分類の変更 

〔区分Ⅰのみ〕 

●主たる用途による評価分類の変更 

評価項目 

Ⅱ3b.5 エレベーター機械室の温度制御の導入 

Ⅱ3b.6 電気室の温度制御の導入 

   全ての用途   【◎】⇒【○】  

Ⅰ3.5 エネルギー供給設備の分析に必要な 
計測・計量設備の導入 

Ⅰ4.5 エネルギー供給設備の運転解析の実施 

   熱供給施設以外はさらに次のことが適用 【◎】⇒【○】  
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（４）評価分類の変更 

〔区分Ⅰのみ〕 
   【◎】⇒【＋】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●主たる用途による評価分類の変更 

評価項目 宿泊 教育 医療 文化 

Ⅲ1b.2 CO2濃度・外気温湿度による 
外気取入量の調整 

＋ ＋ ＋ ＋ 

評価項目 宿泊 教育 医療 文化 

Ⅱ1.1 自然採光を利用したシステム
の導入 事務所、テナントビル、教育施

設以外は全て【＋】とする。 Ⅱ1.2 自然通風を利用したシステム
の導入 

Ⅲ1b.6 空調運転時間の短縮 ＋ ＋ 

【○】⇒【＋】 
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（４）評価分類の変更 

 Ⅱ3b.1 高効率空調機の導入 
 Ⅱ3b.2 高効率パッケージ形空調機の導入 
 Ⅱ3b.3 高効率ファンの導入 
 Ⅱ3b.4 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 
 Ⅱ3c.3 照明の初期照度補正制御の導入 
 Ⅱ3c.4 照明のゾーニング制御の導入 
 Ⅲ1c.1 居室以外の照度条件の緩和 

〔区分Ⅰ〕【◎】⇒【○】 

 

〔区分Ⅰ〕【○】⇒【＋】 

 Ⅲ1a.8 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 

●主たる用途による評価分類の変更（熱供給施設） 
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 Ⅲ1b.9 居室以外の室内温度の緩和 
 Ⅲ1f.1 外部に面する出入口の開閉の管理 

〔区分Ⅰ〕評価対象から除外 

〔区分Ⅰ〕エネルギー消費先比率の変更 

熱源本体   77 % ⇒ 76 % 
熱源補機及び水搬送 10 % ⇒ 9.5% 
空気搬送、その他   0  % ⇒ 1.0% 

●主たる用途による評価分類の変更（熱供給施設） 

（４）評価分類の変更 
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（５）様式、添付書類等に関する負担軽減 

どちらかを選択する 

〔区分Ⅰ〕 
 調書 照明器具－簡易入力（その8の2）の新設 
 取組状況入力シートで標準入力か簡易入力を選択 
 簡易入力の場合は、評価点に 0.9 が乗じられる。 

●照明の簡易入力方法の追加 

c. 照明・電気設備
No. 評価点

◎ 3c.1 0.73

共通 エントランスホール 2,700 2.7% 9.5 0.9

廊下 9,300 9.3% 4.0 0.9

便所 4,500 4.5% 8.5 0.27

倉庫

駐車場 8,000 8.0% 3.0 0.675

事務室 48,420 48.4% 10.0 0.9

会議室

電算室 600 0.6% 10.0 0.9

商業施設 物販店舗 500 0.5% 20.0 0.2

飲食店舗客席 1,050 1.1% 15.0 0

飲食店舗厨房 450 0.5% 10.0 0.9

主たる室
用途の床

面積比率

簡易入力

評価内容

床面積
[㎡]

用途

取組状況の程度

主たる室用途

LED

LED

LED

高効率照明器具が、主たる室の全ての照明器具に対して、どの程度導入されているか。

LED

主たるランプ種類
消費電力
[W/㎡]

LED

LED

LED

LED

評価項目

高効率照明器具の導入

LED
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第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その８の２

照明器具－簡易入力

No.12 No.13 No.14 No.15 Ⅱ3c.3 Ⅱ3c.8

－ － － － － － － － 100% 100%

78,520㎡ 48,420㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ － － － 48,420㎡ 48,420㎡

共通 エントランスホール 2,700 2.7% LED 9.5 

廊下 9,300 9.3% LED 4.0 

便所 4,500 4.5% LED 8.5 

倉庫

駐車場 8,000 8.0% LED 3.0 

事務室 48,420 48.4% LED 10.0 100%に採用 100%に採用

会議室

電算室 600 0.6% LED 10.0 

商業施設 物販店舗 500 0.5% LED 20.0 

飲食店舗客席 1,050 1.1% LED 15.0 

飲食店舗厨房 450 0.5% LED 10.0 

店舗通路 800 0.8% LED 10.0 

宿泊施設 ホテルロビー

客室

客室廊下

宴会場

教育施設 教室

大教室

研究室

体育館

医療施設 病室 300 0.3% LED 10.0 

診察室 100 0.1% LED 10.0 

文化施設 会議場 1,200 1.2% LED 15.0 

ロビー・ホワイエ 400 0.4% LED 18.0 

楽屋 200 0.2% LED 15.0 

物流施設 物流倉庫

その他 屋内競技場

屋外競技場

屋外 LED

主たる室用

途の床面積

比率 主たるランプ種類
消費電力

[W/㎡]

照明の初期照

度補正制御

照明の昼光利

用照明制御

床面積

[㎡]

Ⅱ3c.1

取組状況の程度

合計

事務室の床

面積

[㎡]

客室の

床面積

[㎡]

教室の

床面積

[㎡]

研究室の床

面積

[㎡]

用途 主たる室用途

照明器具_簡易入力シート（調書 その８の２） 

事業所の用途別床面積の入
力内容から自動的に算出 

（基準別表第10） 

主たるランプ種類と
消費電力(W/㎡)を入
力すると評価が完了 

主たるランプ
種類は最も消
費電力の大き
いもの、消費
電力は、平均
的な消費電力
の範囲を設定
して算定 

導入割合を直接記入
する 
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小型機器の取扱いについて 

単相電源又は電動機出力0.75kW未満のファンは評価対
象から除外することができる。 

●評価の対象範囲の変更 

テナント所有機器の評価について 

テナント所有で、かつ建物全体の総冷熱源容量の5%に満
たない熱源機器（関連する冷却塔、空調用ポンプ、空調
機、ファンコイルユニットを含む）、パッケージ形空調
機は、その合計が5%未満の範囲内で、評価対象から除外
することができる。 
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防災設備等について※ 

通常時使用していない非常用発電設備及び防災設備は
評価対象外とする。 

※第二計画期間版ガイドライン（平成31年4月版）から適用 

●評価の対象範囲の変更 
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Ⅱ3b.14ファンコイルユニットの比例制御の導入の取組状
況の程度が同一の場合は、調書への記入を簡略化して1行
にまとめても良い。 
この場合、台数は1台とし、冷却能力及び暖房能力は合計
値を記入する。 

調書の記入方法 空調機シート 

●調書の記入方法 



（※）問い合わせの多かった事項について（追加掲載） 
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A:別表による緩和（2015,2016,2017年度申請者向け）は、ございませ
ん。第三計画期間では、段階的な緩和措置を導入しました。 

Q:第二計画期間の認定基準にあった緩和（水準２、３）は無いのか？ 

●熱源について 

説明会終了後の追加シート 

A: 

Q:第二計画期間の認定基準にあった緩和（係数２）は無いのか？ 

:有りません。 

●照明について 

第三計画期間用評価ツール（試用版）に 

入力し直してご確認くださるようお願いします！ 
 


