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員会の検討内容をもとに編集したものであり、ビル管理システム委員会 改正省エ
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２．本書の引用・転載は固く禁止します。 

 



目次 
 
 

      

項 

第１章．はじめに                                   1 

 

第２章．改正省エネ法の概要とポイント                                              

２．１ 改正省エネ法の概要                              3 

２．２ 改正省エネ法のポイント                          11 

 

第３章．改正省エネ法対応エネルギー管理                                             

３．１ 複数建物のエネルギー管理                          14 

  ３．２ テナントビルのエネルギー管理                       22 

 

第４章．改正省エネ法対応ＢＥＭＳのあり方                                                            

４．１ 改正省エネ法対応ＢＥＭＳの条件                                            36 

４．２ 中小規模ビルのＢＥＭＳの計測ポイントと省エネ活動概要                      37 

４．３ 中小規模ビルのＢＥＭＳシステム例                                          48 

４．４ 入居者へのエネルギーの見える化                                            54 

４．５ 中小規模ビルへの改正省エネ法対応に関するヒアリング調査結果            55 

 
第５章．改正省エネ法対応ＢＥＭＳ事例     
  ５．１ セントラル空調事例（中小規模ビル） ･･･ 東京都環境科学研究所             57 
  ５．２ マルチ型パッケージエアコン事例 Ａ ･･･ 鹿島赤坂別館                     60 
  ５．３ マルチ型パッケージエアコン事例 Ｂ ･･･ 国際フォーラム              64 
 

第６章 関連情報 

６．１ 東京都環境確保条例                                             68 

  
第７章．まとめと今後の予定                              73 



 1

第１章 はじめに 

 

１．１ 研究の目的 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エネ法」）は1979年施行以来その時々の背景から幾

度となく改正され、その度に範囲や基準が変更され、定期報告や管理標準、省エネルギー計画などの義務が

強化されてきた。ビル管理システム委員会ではこれまで平成12年にも「改正省エネ法に対応したBEMSのあ

り方」小委員会を発足し、当時の改正内容に対応したBEMSのあり方について検討しガイドラインを纏め示し

てきた。 

今回、平成22年4月に施行された改正省エネ法では、事業所単位から事業者単位でのエネルギー管理が求め

られる事となり、特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となった。 

そこで今回の改正省エネ法のポイントを整理し、これまでの大規模ビルや専任のエネルギー管理員が常駐

しているビルだけでなく、対象となる中小ビルを含む複数建物のエネルギー管理に対応し且つ省エネルギー

に役立つBEMSのあり方について検討し早期に公開することとした。これにより大規模だけでなく中小ビルに

もBEMSを普及・活用させ、更に省エネルギー、省CO2の推進させる事を目的とし本小委員会を設置した。 

 

１．２ 研究の概要 

今回の法改正により事業所単位から事業者単位でのエネルギー管理が求められるため、対象事業者は複数

建物やテナントビルのエネルギー管理が必要となる。したがって、BEMS の必要性が大規模ビルだけでなく、

中小規模のビルやチェーン店などの小規模店舗にも広がり、CO2削減の対応が必要となった。 

本委員会は、早期に改正省エネ法のポイントの整理と対象建物へのBEMSの普及と省エネルギーの推進のた

め、改正省エネ法に対応したBEMSのあり方についての検討結果を2年間で検討し、平成23年3月までに報

告書として纏める事とした。 

21年度は小委員会を9回開催し、改正省エネ法の概要とポイントを整理し、複数ビルのエネルギー管理手

法やテナントビルのエネルギー管理手法の事例を収集し整理した。同時に東京都環境確保条例の概要と改正

省エネ法との違いについても整理した。またその成果を4月28日に中間報告としてシンポジウムを開催して

情報公開した。シンポジウムでは聴講者に対し、中小規模ビルのBEMSのあり方についてアンケート調査を実

施し改正省エネ法に対応したBEMSのあり方の検討に活かしてきた。 

 

 

１．３ ＢＥＭＳの定義と今回の対象範囲 

  図1.1.1に本学会でのBEMSの定義を示す。 

本学会でのBEMSの定義は広く、中央監視 

（BAS）、エネルギー管理（EMS），ビル管理 

（BMS），施設管理（FMS）を含んでいる。近年 

大規模ビルの場合はBEMSの導入事例が増加し、 

普及しているが、中小規模ビルの場合は導入が 

困難な場合が多くまだ普及には至っていない。 

 そこで今回の小委員会でのBEMSに関しては、 

主にエネルギー管理機能（EMS）に絞り検討する

事とした。 

また中小規模ビルのイメージとしては、各種 

法律、基準，報告書を総合的に判断した結果、  図1.1.1 ＢＥＭＳの定義（空気調和・衛生工学会） 

規模は延床面積10,000㎡以下、空調方式は 

マルチ型パッケージエアコン又は小規模セントラル空調システム、管理状況は専用エネルギー管理装置は 

なく、専門の設備管理者がいない建物を対象とすることとした。 
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１．４ 研究項目 

 改正省エネ法対応BEMSのあり方の検討のため、具体的に下記の項目について検討した。 

 

１．４．１  改正省エネ法の整理 

改正省エネ法の内容を整理するとともに、テナント対応（按分推計手法）、複数ビルの情報収集方法の調査を

行い整理した。具体的には、省エネルギーセンターや各企業が公開しているツール等をより効率的に活用す

る上での留意点を整理した。 

 

１．４．２  改正省エネ法対応ＢＥＭＳのあり方についての調査 

a. 平成22年4月から具体的に施行された改正省エネ法に対応が必要なオーナー及びオーナーに提案する

立場の方のために、4月に中間報告としてシンポジウムを開催した。 

b. 中間報告のシンポジウムにおいて、中小規模ビルに普及するためにはどのようなBEMSであるべきかの

アンケート調査を実施した。 

c. 中小規模建物のエネルギーの必要計測ポイント数・エネルギー把握方法および改善手法、ネットワーク

の構築方法、複数建物の計測データの効率的な収集方法（表記方法の統一など）の情報収集を開始した。 

d．「リアルタイムの見える化」を検討課題として追加し、方向性の検討を開始する事とした。 

また、経済産業省の委託事業である中小規模ビルの省エネルギーを推進するための標準化の検討結果やその

実証の動きを調査し、上記BEMSのあり方に生かしていく事とした。 

 

１．４．３  改正省エネ法対応ＢＥＭＳの実施例 

中小規模ビルへのBEMSの導入事例やパッケージ空調のテナント按分方法の事例を照会し、中小規模ビルや

マルチ型パッケージエアコンに関するBEMSの普及と活用に役立つようにした。 

 

１．４．４  関連情報の提供 

今回の改正省エネ法だけでなく、関連する東京都環境確保条例や省エネルギーセンターの最新ツール等に

ついての情報も整理して記述することとし、比較しやすくする事により、より分かり易くなるようにした。 

 

１．５ 今後への期待 

平成22年4月に施行された改正省エネ法では、対象建物のエネルギー使用状況届出書を7月末、中長期計

画書・定期報告書を11月末までに提出しなければならない。今回、改正省エネ法対応に少しでも早く役立つ

よう極力短期間で報告書を纏めるようにした。 

その分内容の点で多少完全ではない点もあったと思われるが、本成果が当初の目的通り中小規模ビルへの

BEMSの普及や省エネルギーの推進、CO2削減の推進の一助となることを期待している。 

 

平成23年3月 

ビル管理システム委員会 

委員長 佐々木 邦治 

主査 大島  昇 

 

 

 

 

 

 

 


