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第Ⅰ章	 はじめに                                                          

 
１．調査結果概要（要約） 
	 	 	 	 これまでの実証事業の結果、既存設備を生かしたエネルギーロス改善型の省エネで、	 

	 平均で２〜３割程度の大きな省エネ効果を出してきた。この省エネ手法によって、地域	 

	 の中小事業者が主体となった新たな省エネビジネスを創出するシナリオを示した。	 

	 	 まず、弊グループ1の経験からエネルギーロスが多いと考えられる病院や食品工場等	 

	 ９つのカテゴリーの施設に対して、潜在的な省エネニーズ調査を実施した。その結果蒸	 

	 気・温水ボイラーの運用管理、同配管および附帯設備の保温や蒸気漏れ対策、空調機器	 

	 の洗浄、ポンプのインバーター化、電力の監視・制御システム導入などに大きな省エネ	 

	 市場が存在することを、定量的に明らかにした。その上で、設備工事事業者やビルメン	 

	 テナンス事業者などの担い手となり得る事業者に対して、技術・意識調査を実施した。	 

	 その結果、担い手はまだ省エネビジネスの可能性を十分認識しているとは言い難く、経	 

	 験に基づく技術も不足しており、省エネビジネス創出には人財2育成が 優先される必	 

	 要があることが浮き彫りとなった。	 

	 	 札幌型省エネビジネス窓口の主要な収益源としては、エネルギーロス診断、工事コー	 

	 ディネート、工事実施後の支援コンサルティング等を想定した。事業進展のためには、	 

	 コンサルタント育成を中心とした「窓口体制の整備・拡充」と、「担い手の拡大と施工の	 

	 品質保証」により顧客を拡大していくことがポイントである。そのために、政策的な対	 

	 応を含めた様々な仕組みづくりを、官民一体で進めていくことが必要である。	 

	 	 	 

２．業務の概要 
 
（１）目的 
	 	 下記①及び②の機能を有する「省エネの総合窓口」（以下「窓口」と表記する）を、平 
	 成２９年度より、札幌市から民間団体等への外部委託の手法等により立ち上げ、３年以 
	 内に市の財政関与なしに自立した運営ができる仕組みを構築することを目的に調査を実 
	 施する。 
①	 省エネビジネスサービスの提供機能	 

	 市内中小企業が省エネビジネスの担い手の中心となることを前提とした上で、顧客事

業所の施設・設備その他の状況に適切に対応した確かな技術レベルの確保、かつ、一律・

特定の手法に偏らない視点により、様々な省エネルギー手法の中から 適な手法を提供

するコンサルティング、及びこれに必要な請負業者（担い手）の紹介等を一体的に省エ

ネビジネスサービスとして提供する。	 

	 ②「仮想共同受電」サービスの提供機能	 

                                            
1 本業務の受託事業者代表である合同会社エネロスバスターズ、同じく受託事業者である一般財団法人省エネ
2本報告書では「人財」という表現を用いる。人は「材」料ではなく「財」産といってもいいくらい、人が重
要なファクターであるためである。 
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	 	 上記①と組み合わせて提供しうるサービスとして、顧客事業者の電力の調達において、	 	 

	 複数の顧客事業者をグループ化し、電力需要を取りまとめてスケールメリットを生かす、	 

	 あるいは電力会社にとってメリットのある需要調整への協力その他の手法により、顧客	 

	 事業者にとって現状の料金を下回る電気料金による電力供給を受ける「仮想共同受電」	 

	 サービスとして提供する。	 

 
（２）実施事項 
	 	 省エネビジネスの潜在市場や、ビジネスの担い手に関する調査、ビジネスとして成り 
	 立つ仕組みを検討する。また、複数の顧客事業者をグループ化し電力需要を取りまとめ 
	 てスケールメリットを出したり、電力会社の需給調整に協力するなどして、顧客が電気 
	 料金を低減させる仕組みや制度を検討する。 
	 	  
３．調査の前提 
	 	 本調査の前提とする省エネビジネス像は、２．（１）①でも触れているが、ここでもう 
	 少し詳しく説明する。 
 
（１）	 目指す省エネルギービジネス 
	 	 これまでの省エネ対策は、省エネ型機器を新たに導入する「機器導入型」と、日常の 
	 エネルギー消費行動を見直す「行動改善型」の２つのタイプが主流であったと言える。 
	 本調査事業が前提とする省エネ対策は、前記の２タイプとは違った第３の方法とも言う 
	 ことができる「エネルギーロス改善型」の省エネルギー対策である。この方法は、既存 
	 設備をメンテナンスにより機能回復させた上で運用改善を行うことにより、従来型の省 
	 エネよりも大きな省エネ効果を目指す省エネ対策である。（省エネのタイプ別概念図を図 
	 1-1に示す） 
	 	 弊グループでは、平成２４年度から取り組んできたエネルギーロス改善型の省エネ対 
	 策により、平均で２〜３割程度のエネルギー消費量を削減できることを北海道内の業務 
	 施設（ビル等）や、産業施設（工場等）等で実証してきた。本業務ではこのエネルギー 
	 ロス改善型省エネ対策実施を前提としたビジネスモデル検討を行った。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 1-1	 省エネルギーのタイプ別概念図 
（２）エネルギーロス改善型省エネ対策の特徴 
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	 	 エネルギーロス改善型省エネ対策は、既存設備で発生しているエネルギーロスに着目 
	 し、それを改善するための対策を重点的に実施するものである。具体的な特徴としては 
	 以下の点が挙げられる。 
・	 設備更新を前提とせず、メンテナンスや修繕により、既存設備の機能を回復させる

ことを優先する 
・	 個々の設備、あるいは特定のエネルギー源だけに限定して運用改善するのではなく、

設備全体を俯瞰し、総合的なエネルギー使用の効率化を行う  
・	 これらにより、快適性や生産性を犠牲にすることのない省エネを実現する 
・	 省エネ効果は、これまでの道内における実績では平均で２０〜３０％程度であり、

非常に高い省エネ効果が期待できる 
・	 設備更新を行うのは、既存設備のエネルギーロスを改善し、施設全体のエネルギー

要求量を適正化した上で、 後に必要な能力の設備に更新する 
・	 日々のエネルギーコスト、定期的なメンテナンスコスト、将来のイニシャルコスト

を総合的に効率化していく 
・	 事業の担い手は、地域の設備事業者、メンテナンス事業者等であり、その多くは中

小企業やいわゆる零細企業である 
・	 省エネ対策の立案・実施は、「ユーザー」・「地域の設備・メンテナンス事業者」・「メ

ーカー」の３者協働によるものとなる 
 

	 	 なお、上記特徴の中でも述べたが、エネルギーロス改善は設備導入を否定するもの 
	 ではない。①まず 初に機器の状態や施設内環境を監視することで、省エネ対策実施 
	 の基盤を整える。次に②既存設備のメンテナンスや改修などでその本来の機能を回復 
	 させる。その後に③設備の運用改善を行う。 後に④高効率型の新規設備に更新する。 
	 	 も効果的な省エネ対策の実施には、こういった手順を踏むことが必要である。そ 
	 して主にこの①〜④が、地域の担い手のビジネスとなる。省エネ対策の手順は図 1-2 
	 に示す。 
	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 図 1-2	 省エネ対策の手順 

	 	 	 以上のように、エネルギーロス改善型省エネ対策は、大きな省エネ効果が期待でき 
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	 	 るものである。 
	 	 	 これによる効果は、省エネを実施する側の事業者にとっては、エネルギーコスト削 
	 	 減によって経営基盤が強化できる効果、省エネサービスを提供する側の地域の中小・ 
	 	 零細事業者（担い手）にとっては新たなビジネスチャンスが生まれるという効果が期 
	 	 待できる。さらに地方行政にとっては、地域の中小企業振興（経済）とCO2削減（環 
	 	 境）の両方を目指した有効な施策となり得る。 
	 	 	 本報告書では、このエネルギーロス改善型省エネ対策を、札幌型省エネ対策として 
	 	 調査・検討を進めていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅱ章	 事業所における省エネの実態	 ～「潜在市場調査」の背景～	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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１．	 弊グループの知見から省エネ推進の実情を考える	 

	 

（１）国内平均と「札幌市を含む北海道内」との省エネ率の比較	 

弊グループ並びに協力会社は、札幌市を中心とした北海道内（以下「道内」と表記する）

所在の業務部門施設1や産業部門施設（製造工場等）2におけるエネルギーロス削減を、ハ

ード・ソフト両面から各々の立場で支援してきた。2011年度以降はその知見を活かし、表
2-1に示す取り組みを行ってきた。 
 

表 2-1	 従来の弊グループによる取り組み「３つの着眼点」 
 着	 眼	 点 

❶ 
投資改善（新規設備への入れ替え）なしに既存設備のエネルギーロスを改善することで、電

気・石油・ガス・水道などのエネルギーの消費量を平均で２〜３割程度削減できることを実

証すること。 

❷ 
前項の実施にあたり、個々の設備あるいはエネルギー使用を部分的に運用改善するのではな

く、設備全体を俯瞰した、総合的なエネルギー使用の効率化を推し進めることで、従来以上

のエネルギー消費量削減（適正化）を目指すこと。 

❸ 
前項に示す具体策の実施の際に、快適性や生産性を犠牲にすることなく削減できるケースの

多寡を検証すること。 
 
	 結果、表 2-1❶に示す「２～３割程度削減」できるケースも珍しくない状況があること、
その際、同❸でいう「犠牲」を伴うケースが些少であることがわかっている。 
前述した「２～３割」という数字は、一般財団法人省エネルギーセンター3が実施してい

る「無料省エネ診断」における省エネポテンシャル（提案段階4）が全国平均１０%程度で
あることと比較し、かなり大きな値といえる。これは表 2-1 ❷に示す取組の有効性を示す
とともに、道内における「真の」省エネの実情への関心を惹起する結果であるともいえよ

う。 
 
（２）省エネが進まない本質的な理由	 

	 表 2-1に示す取組では、❶のごとき定量的な「実情」の把握に加え、需要家側が抱えて
いる「定性的ではあるが本質的な」課題も抽出すべく、直面した現象や行動観察から表 2-2
のとおりまとめた。 

 
	 	 	 	 	 	 	 表 2-2	 需要家側から見た「省エネが進まない理由」（例） 

                                            
1 本稿ではテナント・オフィスビル、食品スーパー、宿泊施設、病院などを指す。 
2 本稿ではこれらを総称して、以下「需要家」と表記する。 
3 出典：一般財団法人省エネルギーセンター、『中小企業等の省エネ取組の支援について』、2017年 2月 15
日（プレゼンテーション資料より情報収集） 

4 投資改善により省エネポテンシャルを含んだ値。一般に投資改善による省エネ対策のほうが抜本的な改善に
繋がるとされ、省エネポテンシャルも大きくなる傾向にある。 
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 課	 題 
a. 統合されたエネルギー管理体制を持っていない 
b. 資金不足 
c. マンパワー不足 
d. 積雪寒冷地にあったエネルギー使用特性を十分生かしていない 
e. 設備修繕や更新は故障後の事後対策が主で、その間エネルギーロスが続いている 
f. 省エネ技術・製品・補助事業の情報不足 
g. 品質向上や顧客対応と比べて優先順位が低い 
 
	 一見する範囲では「道内においては“ヒト”“モノ”“カネ”“情報”全てが不足している」

と結論づけることも可能である。しかし弊グループは、以下のような理由から、それでは

本質的な課題を見出すことは不可能であると考えている。 
	 例えば、表 2-2 b.のような課題をクリアするためには、投資対効果の高い（償却期間の
短い） 省エネ対策の提案が不可欠である。当然に、表 2-1 ❷のような設備投資を伴わな
い手法を提案することは必須といえる。しかし斯様な「運用改善による省エネルギー」を

実施するために、モノに対する直接的な投資が不要でも、社内のヒトにかかる手間（人件

費）が発生する。よって同 c.のような状況であれば表 2-1 ❷は実現至難である。あるいは
社内のヒトに同 f.のような知見、更に道内にあってはＳＳＳ5のような、同 d.に示す知見が
無ければ自ら情報を得て学ばねばならない。その手間を惜しむならば、結局のところ同 b.
の課題に直面することになる。 
	 抑も表 2-2 g.の現象が起こる原因として、同 f.のような情報を受け取る機会が少ない（行
政や企業等からの情報、同業者による口伝などを含む）ことが挙げられる。ＬＥＥＮネッ

トワーク6、あるいはその実践例たる「省エネ町内会モデル」（図 2-1）7のような、需要家

側に積極的な行動変容を促す「仕組み」がない限り、結果的に省エネ自体に対する無関心

が生じやすくなる。同 e.のようなエネルギー効率を損なう行動を誘発することは自明であ
る。以上から、本項でいう「本質的な課題」が、この「仕組み」であることを見出してい

る。表 2-2でいえば a.が も重要であると、弊グループは考えている。 
	  
（３）「統合されたエネルギー管理体制」に必要な「＋α」の要素 

 

                                            
5 “Sapporo Smart System”の略。ロードヒーティング対策など、道内特有の省エネ手法・事例が紹介されて
いる。出典：札幌市環境局、『札幌版省エネ技術手帳』、2015、札幌市 

6 “Learning Energy Efficiency Network”の略。近年ドイツを中心に展開されている企業ネットワークによ
る省エネ推進策。近隣地域の企業 10～15社程度のネットワークを設立し、共通の削減目標を掲げて省エネ
推進を図る取り組み。参考文献：木村宰、『企業ネットワークによる省エネ推進の可能性』、2013、一般財団
法人電力中央研究所 

7 出典：北海道経済産業局、『省エネ連携活動“省エネ町内会モデル”取組実績』、2011 
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図 2-1	 「省エネ町内会モデル」 

 
ここで表 2-2 a.「統合されたエネルギー管理体制」を一考する。類似の語として、省エ
ネ法8第３条（基本方針）に基づく告示第５７号（エネルギーの使用の合理化に関する基本

方針）第１．１「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るべき措置」	 

（1）③および⑦に以下のような記述がある。よってこれを例に本項の議論を進める。 
 
 
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 
全体の総合的なエネルギー管理を実施すること。 
⑦エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者によるエネルギー管理 
者（員）を活用し工場等全体の総合的なエネルギー管理体制の充実を図ること。 

 
 
	 省エネ法では、エネルギー管理の推進に必要な、組織としての「仕組み」の構築を要求

している。一事業者が有する施設全体で使用するエネルギー量が 1、500 ㎘（原油換算）
を超える場合には、当該仕組みの構成要素（担い手）たるエネルギー管理統括者・エネル

ギー管理企画推進者の選任が必要である。が、エネルギー管理を推進するという観点でい

えば、事業所の規模に関わりなく当該仕組みとして構築されることが望ましい。 
さて当該仕組みの一部を担うエネルギー管理統括者は「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」とされ、各企業における役員クラスが選任さ

れることが想定されている。即ち、エネルギー管理の基本方針を意思決定できる権限を有

し、必要な資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の差配ができる立場にある者が相応しいとさ

れる。つまり表 2-2 でいう b.、c.、g.の課題は、同 a.が謂わんとする仕組みの構築にあた
                                            
8 正式名称：エネルギーの使用の合理化等に関する法律。参考文献：資源エネルギー庁、『省エネ法の概要』、
2017年 1月 
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り、「役員クラス」自らの権限で抜本的な解決策を講じる必要がある。 
一方、それら解決策の妥当性を技術的な側面を含めて検討し、企画し、支援する役割を

演じるのはエネルギー管理企画推進者である。「役員クラス」に技術的な力量を担保する資

格要件は存在しないが、エネルギー管理企画推進者に技術的な資格要件が存在するのはそ

のためと考えられる。 
エネルギー管理企画推進者の主たる役割は、表 2-2でいう d.、e.、f.に関する情報を収集
し、所属組織に合った同 b.、c.、g に関する考え方を「役員クラス」に提示することにあ
る。その基本的なプロセスと役割分担が組織内で合意されたところで、同 a.の下敷きとな
るエネルギー管理体制（図 2-2）が描かれることになる。 
 

 
図 2-2	 エネルギー管理体制（イメージ。オフィスビルの例）9 

 
	 多くの場合、この時点を以て「総合的なエネルギー管理体制の構築」とされる。しかし

一考するに、これでは省エネ法でいう「総合的な」、表 2-2では「統合された」と表現され
る部分がどのように反映されているのかが不明確である。弊グループの知見でいれば、多

くの組織において、この時点をもって「総合的な～」とすることは適切ではなく、以下か

らもうワンステップ踏み込んだ検討が必要であると考えている。 
	 具体的には「エネルギー管理企画推進者の主たる役割は、表 2-2でいう d.、e.、f.に関す
る情報を収集し」と前述した部分に対し、「どのようにしてより良い情報を得るようにする

か」という点を考慮する必要性を認識している。弊グループの知見では、ＬＥＥＮネット

ワーク等の構築が難しい場合には、需要家に所属するエネルギー管理推進者もしくはそれ

相当の立場の方に、従来のような行政機関や公的・中立機関のみならず、需要家のエネル

ギー管理をビジネスとして提供するソリューションを通じて支援できる売り手（以下「担

                                            
9 出典：『管理標準.jp』ホームページ（URL：http://kanrihyoujun.jp/procedure5.html） 
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い手」と記述する）による、適切な情報提供が不可欠であると考えている。 
これを需要家側の立場から着眼するに、どのように外部の「担い手」と付き合い、時に

はより良いパートナーを見つけ出し、どのように彼ら外部の知見や情報を咀嚼し取り入れ

るべきかを念頭に置いてエネルギー管理を推進することが、「総合的」あるいは「統合され

た」エネルギー管理体制には必要であろうと考えている。弊グループでは、この「＋α」

の要素が、省エネ推進の実情において不十分であると考えている。斯様な問題意識に対す

る解決策の一案を提供することが、後述する調査を実施する意図である。 
 
２．統合されたエネルギー管理に加わるべき「担い手」の実情	 

 
	 前項１．では、同項でいう「担い手」による適切な情報提供の重要性を述べた。しかし

これらは従来から道内で一般的に行われている。それでもなお当該部分に着目する理由を、

弊グループの知見から以下述べていく。 
 
（１）最大の課題＝担い手の「数」が少ない＋「システム」で対策ができる担い手がいない	 

	 第一かつ明確なことは、東京などの大都市圏（以下「大都市圏」という）と比較し、担

い手が道内に明らかに少ない。道内の（売り上げベースでの）市場規模が小さいと考えら

れているためか、大都市圏に本社を有する大手企業からの情報提供の機会も少ない。また、

積雪寒冷地特有事情をメーカーが十分に把握しておらず、対応した機器も少ない。その証

左として前出の大手企業の代理店・特約店などの動きも鈍い。結果、道内に所在する地場

の企業による情報提供の機会は当然に少なくなっていると考えられる。 
	 また数に劣る情報提供の内容も、道内ではメーカー主導による機器入れ替えに類するも

のにとどまる。多くの場合において、既存設備で発生しているエネルギーロスに着目した

内容にはなっていない10。また設備単体での対策が中心であるため、配管や放熱機器、建

物の断熱などを含めたシステム全体を見て対策実施ができる事業者は殆ど育っていないの

が現状である。システムの一部分しか理解していない担い手ばかりであれば、結果的にシ

ステム横断的な情報提供はなされず、その機会は当然に少なくなる。 
 
（２）「担い手」の数が少ないことの問題点＝頻度	 

	 「情報提供による需要家の行動変容」という観点から重要な要素となるのは、情報提供

の内容と「頻度」である。担い手の数をできるだけ増やし、需要家に対する効果的な省エ

ネ技術や製品自体、あるいは、その導入に有用な補助制度・融資制度に関する情報提供、

更には表 2-2 c.の課題を経済性を有する方法で補う人的な外部支援に関する情報提供が継
続的に行われるようになれば、需要家における行動はおのずと変化すると考えている。 
 
（３）「担い手」の数を増やすために不可欠なこと＝市場を「見せる」こと	 

前述の課題に対し、担い手を増やすためにます必要とされることは、市場を見せること

                                            
10 現実に当該アプローチに重点を置いた対策はこれ迄殆ど実施されていないと考える。 
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である。本項（１）でも述べたが、エネルギー管理に関する市場11は一体どのくらいであ

るのかが明確でない限り、担い手の「予備軍」は決して当該行動を起こすことはない。ビ

ジネスとしてソリューションを提供する以上、当然の反応であるといえる。 
	 従来、少なくとも札幌市内におけるエネルギー管理（あるいは省エネ）ビジネスのポテ

ンシャル、すなわち、まさにその市場を知りうる定量的な方法は存在しなかった。そこで

今般は「潜在市場調査」として、省エネ市場ならびに省エネポテンシャルの推計を通じ、

担い手を増やす（あるいは知る）ために必要な基礎データを収集することにした。 
 
３．潜在市場調査の前提	 

 
（１）調査方法	 

	 札幌市内で事業活動を行っている事業所に対するアンケートを実施することで、潜在的

な市場を把握した。アンケート用紙の様式は別紙１に示す。 
アンケートは原則として郵送し、回答は当該アンケートに同封された返信用封筒を以て

取得することとした。なおアンケートへの回答は任意とした。 
	  
（２）調査対象	 

	 アンケートの送付対象業種ならびに送付数を表 2-3に示す。送付対象業種は全９業種、
送付数は総合計で 400である。 
一見すると、調査対象にはエネルギー多消費な業務用施設が多いことがわかる。これは

弊グループにおけるこれまでの取組成果を（技術的な意味で）標準化・一般化しやすいこ

と、またこれらの取組成果導出に必要な技術レベルの適切性、即ち、担い手の予備軍から

みて着手・参入しやすいという観点から、敢えて業務用施設に対する調査に重点を置いて

いることに起因する。 
	 表 2-3に示すアンケート対象業種のうち a.については、札幌市内に所在する国公私立大
学、ならびに、日本私立大学協会所属の私立大学のうち札幌市に近接する私立大学を調査

対象とした。また同 b.については施設数が多いため、介護保険適用施設に限定した。 
表 2-3 c.について、弊グループによる取り組み成果を導出する可能性が高い規模、即ち
「セントラル空調（中央方式ともいう）」が採用されている規模を対象とするにすることと

した。札幌市の環境衛生営業施設一覧 のうち「旅館（ホテル・旅館等）」のデータを元に、
インターネット上の無料サービス「キョリ測 」ならびに「Googleマップ ストリートビュ
ー」で核施設の延床面積を推定し、 5、000㎡以上である事業所を対象にアンケートを送
付した。 
表 2-3 d.ならびに g.については、同 c.と同様に札幌市の環境衛生施設一覧より「クリー
ニング所」「公衆浴場（普通浴場・サウナ等）」データを取得した上で、「クリーニング工場」

「普通浴場」と特定されている事業所のうち株式会社である事業所を抽出し、調査対象と

した。このような仕分けを実施した理由は、一般論として株式会社のほうが他の法人格（「有

                                            
11 本報告書では「市場」の定義を別して明確化する。 
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限会社」等）に比べ事業規模の観点から、中長期的なエネルギーロス削減に取り組める可

能性が高い（つまり市場としてターゲットになりうる）と考えらえることに起因する。 
 

表 2-3	 「潜在市場調査」対象に関する情報 

 
調査対象業種 調査数 

アンケート 
送付方法 

a. 教育施設 22 郵送 
b. 介護保険施設 49 郵送 
c. ホテル・旅館 54 郵送 
d. リネンサプライ・クリーニング 65 郵送 
e. 食品工場 79 郵送 
f. 印刷工場 42 その他 
g. 温浴施設 23 郵送 
h. 病院 40 手渡し 
i. 札幌市施設（公共） 26 郵送 

合	 計 400 	  
 
	 表 2-3 e.については一般社団法人札幌物産協会のご協力により、当該協会所属事業者（所）
リストより弊グループの取組成果を活かせる規模にソート頂き、郵送した。また同 f.につ
いては、北海道印刷工業組合札幌支部の協力により、毎月 10 日発送の会報にアンケート
を同封する方法でご郵送頂いた。 
	 表 2-3 h.については、弊グループと懇意である北海道エア・ウォーター株式会社（以下
AWIと表記）の協力を得、手渡しによりアンケートを配布・回収した。同様に、同 i.につ
いては札幌市環境局の協力を得、該当となりうる施設をソートした上で、アンケートを直

接郵送した。 
 
（３）アンケートにおける設問設定の考え方	 

	 既に述べたように、弊グループによる取組成果は、これまで省エネ対策の主流であった

省エネ型新製品への入れ替えを前提とするものではなく、まずは既存設備を生かし、様々

なエネルギーロスを削減しエネルギー要求量を適正化した上で、運用方法の改善などで使

用量を削減するものである。この方法は設備のメンテナンスや修繕、小規模改修工事を優

先させるため、地域のメンテナンス事業者や設備・電気工事関連事業者等にとっての「新

たなビジネスの種」として、高度な技術を要することなく、つまり技術レベルとしての参

入障壁が比較的低い形で参入できる。 
	 であるならば、設問設定も前述に即したものでなければならない。よって本調査では、

前述に類する以下のテーマ、具体的には「熱を作り、運ぶ」に関わる定量的な情報（設置

数、設置率、交換率など）を、アンケートを用いて把握することにした。 
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図 2-3	 業務用施設（ビルなどの建物）のエネルギー消費割合12 
 
（４）主な調査対象設備	 

	 前項に示した原則に適う調査内容を表 2-4に示した。弊グループでは主として a.のうち
「熱交換器の洗浄」、b.を中心に取り組みを行ってきたが、本調査ではそれらに類する設備
まで対象を広げることで、担い手の候補たる事業者が遍く存在することを表現した。 
 

表 2-4	 潜在市場調査における調査対象設備等 
 調査対象設備 代表的な調査内容 

a. 熱源配管周り 
温水配管の保温率 
蒸気配管の保温率 
熱交換器の清掃率 

b. 空調・冷凍機 
室外機の洗浄（実施有無） 
室内機の洗浄（同） 

c. デマンド管理 
デマンド監視装置の実装率 
デマンド制御の実施率 

d. ポンプのインバータ化 
冷水ポンプのインバータ化率 
冷却水ポンプのインバータ化率 

e. 蒸気圧力 
f. 使用する燃料の種類とその転換 気体燃料の使用割合（都市ガス・ＬＰＧ） 

g. 電力契約メニュー 

契約電力（単位：[kW]で調査） 
一般電気事業者と供給契約を結んでいる場合

の、選択されている契約メニュー 
一般電気事業者からの離脱率 

h. その他 
	 このうち表 2-4 c.および g.が唐突かつ無関係に思われるかもしれない。しかし、例えば
同 b.の取組を定期的かつ高頻度に行った場合であって、当該空調・冷凍機が電力によって
駆動しているケースでは、施設の規模に比べて契約電力が小さくなる可能性がある。また

                                            
12 出典：札幌市環境局、『札幌版省エネ技術手帳』、2015、札幌市 
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同 b.が契約電力に影響を及ぼす因子である以上、同 c.は不可分の関係にある。よって同 c.
および g.が調査対象となることは、技術的な見地では違和感のないものといえる。 
	 表 2-4 d.については、ポンプを含めた三相誘導電動機駆動の設備（他にファン、空気圧
縮機）に対するインバータの実装率が、日本全国を対象とした別の調査では「20％程度」
と推計されている13。札幌市内のそれが全国平均を下回る結果が得られた場合、札幌市内

のほうが一般論として知られる市場規模よりも大きいことが推定される。 
	 表 2-4 e.において、ボイラーからの蒸気圧力が、弊グループが有する道内以外の知見と
比較して高いという結果が得られた場合、蒸気圧力設定の変更（低減）をはじめとした運

用改善による省エネ余地を、ボイラーの台数分だけ推定できる。極論すれば「ボイラーの

台数分だけ市場があり、ボイラーを有するお客様全てが市場」であるともいえる。 
	 表 2-4 f.の調査の意図は、弊グループの知見から、札幌市内における熱源設備（例えば
吸収冷温水機）や蒸気ボイラー・温水ボイラーを稼働させるために用いられる燃料として

液体燃料であるＡ重油が多く採用されている点にある。一般に、燃焼設備の運用改善によ

る省エネ手法として知られる「空気比の適正化」の余地が大きい（表 2-5参照）、つまり省
エネ効果が高いのは都市ガスや液化石油ガス（ＬＰＧ）などの気体燃料を使用する場合で

あることが知られている。またＡ重油に比べ前述した気体燃料のほうが、温室効果ガス排

出量が 10％程度少ないことが公知である。仮にアンケートにより前述のような傾向が明ら
かになった場合、空気比の低減はもとより、その先にある燃料転換による更なる燃焼設備

の高効率化と、それにより発生するビジネスの余地を見出すことができる。 
 

表 2-5	 省エネ法における基準空気比 

 

                                            
13 出典：財団法人新機能素子研究開発協会、『電気使用機器の消費電力量に関する現状と近未来の動向調査』、

2009 年 3月 23 日資料） 
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	 表 2-4 g.は、本事業で別して実施される「仮想共同受電」を念頭に置いたものである。
需要家が も多く電力供給契約を結んでいる一般電気事業者が一般的に提供している契約

メニューのうち、仮に業種別に同じ電力契約を結んでいる事業所が多い場合があったとす

る。その場合、当該結果を踏まえた当該メニューとの差別化を念頭に置いた契約メニュー

を用意することで、「仮想共同受電」事業の基礎とすることができる。 
 
（５）補遺	 

	 （４）項で述べた内容に加え、札幌市内のエネルギー管理の実情を知るための設問を多

数設けた。特にエネルギー管理の担い手である、需要家側の人員の状況、組織内への省エ

ネ方法提供の現状、意思決定者など、従来にない詳細な情報を、アンケートを用いて調査

した。 
	 これらは「担い手」に対するビジネスの余地を想起させるとともに、そもそも札幌市役

所自身における新たな施策構築の重要な資料となる。 
	 それゆえ、調査結果の分析にあたっては、統計学的手法を採用するなど、可能な限り実

証的な検討に留意した。具体的には第Ⅲ章にて個別に述べるが、基本的な考え方をここに

予め表明する。 
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第Ⅲ章	 潜在市場調査分析	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

１．「市場」の定義と分析の方針	 

 
	 第Ⅱ章で述べた背景から、本章では潜在市場調査の詳細ならびに分析結果を報告する。

それに先立ち、そもそも論として「潜在市場」の定義を本項で定義する。 
	 本調査における「市場」を考える上で も整理された考え方は「アンゾフの成長マトリ

クス」である（図 3-1）。弊グループの取り組みから、本調査では既存の製品（例えば「運
用改善による省エネルギー」というサービス）を用いて、既存のエネルギー管理に関する

市場（図 3-1でいう「市場浸透」）と、新規であると考えられている
．．．．．．．．

市場（同「市場開拓」）

の中身を知ることがミッションとなる。 

 
図 3-1 アンゾフの成長マトリクス14 

	  
	 一般に潜在市場を図る指標として、「○○億円」といたった金額換算された市場規模を用

いて説明される。しかしビジネスの現場で潜在市場の可能性を見いだす、あるいは、その

可能性がないことを想起させる着眼点はこれにとどまらない。 
本調査、即ち省エネビジネスおよびそのポテンシャルを考えれば、例えば市場として開

拓可能な「潜在的客数」、あるいは既存の市場（ここでは顧客と言い換え可能）における「ビ

ジネス余地割合」などが考えられる。仮に市場規模が「○○億円」あると説明されたとし

ても、潜在的客数が多ければ、算術平均する限り１顧客あたりのビジネス規模は小さくな

り営業効率が悪くなる。逆に一般化された既存市場において「どこの事業所でも必ずこれ

くらいのポテンシャルはありそうだ」とわかっていれば、売上単価が小さくとも、そのた

めに投下された労力が全く回収できない確率は小さい。このような「サンクコスト（埋没

費用）」を省エネビジネスへの参入時点で想像しなくて済む、極論すれば「○○億円」に踊

らされ「コンコルドの誤謬15」に陥ることがないとわかる指標で分析結果を明示できれば、

                                            
14 参考文献：Ansoff、I.、”Strategies for Diversification”、Harvard Business Review、   Vol.35、Issue.5、

Sep-Oct、1957、 pp.113-124 
15 出典：「コトバンク」ホームページ。サンクコストを惜しんで投資を続けてしまうことを指す。ここでは「○
○億円」という数字から「いつかビジネスで刈り取れるだろう」という心理に嵌って巨額の損失を生むリ
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本調査がもつ役割として一定の意味を持つ。 
このような観点から、本調査ならびに分析の方針としては、単に金額換算された市場規

模のみならず、「担い手」（用語の定義は第１章を踏襲する）にとって市場の中身を知る意

味で有用と思われる様々な指標を用いることにした。 
 
２．分析の単位	 

 
上記を元に、第１章に示した 400事業所に対する潜在市場アンケートを分析した。これ
を十把一絡げに分析を試みようとしたところ、その初期段階でエネルギー使用の傾向とし

て「業務用施設」と「工場系」に、以下に示す明確な差異があることがわかった。 
 
❶一般電気事業者との電力供給契約に際し、選択されるメニューの傾向が異なる。 
❷「業務用施設」では温水（ボイラー）を、「工場系」では蒸気（ボイラー）を主に利用 
	 する。 
 
詳細は３．以降に述べるが、少なくとも❶については土日祝祭日に営業される確率が著

しく高い、あるいは、空調設備の負荷に起因する電力負荷率に差異がある、等が推定され

た。そのため分析の単位としては、「業務用施設」と「工場系」とを分けて扱うことにした。

具体的には第Ⅱ章でいう表 2-3 a.～d.ならびに g.～i.を「業務用施設」、同 d.～f.を「工場系」
と分類（なおこの分類は原則として日本産業分類に準拠）した。 
なお第Ⅱ章でいう表 2-3 d.「リネンサプライ・クリーニング」については、日本産業分
類上「業務用施設」であるにもかかわらず、❶・❷共通して「工場系」に類するエネルギ

ー使用の傾向が見られた16。そのため本調査では、同 d.のみについては「業務用施設」「工
場系」両方にアンケート結果を算入し、分析を実施した。 
 
３．潜在市場調査の回答状況	 

 
	 仔細を表 3-1に示す。回答率は 28.8％であった。任意回答を前提としたアンケートであ
った上に、個別具体的かつ技術的な内容を問う設問であったが、当初弊グループが想定し

たよりも高い回答数（率）となった。特に「業務用施設」のみでちょうど 100の回答を得
ることができ、本調査ならびに分析結果の実証性・信頼性を高めることに繋がったと考え

ている。この場を借りて、アンケートにご協力頂いた札幌市内の事業者様に対し、心より

御礼申し上げる次第である。 
 
 
 
                                                                                                                                          
スクを深く考えずに済むという意味で用いた。 

16 「札幌市の環境衛生営業施設一覧」（札幌市保健福祉局保健所環境衛生課ホームページ）では「クリーニン
グ工場」との表記がある。第１章１．３）②も参照のこと。 
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表 3-1	 調査数および回答数・回答率 
 対象 調査数 回答数 回答率 
a. 教育施設 22 11 50.00% 
b. 介護保険施設 49 11 22.40% 
c. ホテル・旅館 54 27 50.00% 
d. リネンサプライ・クリーニング 65 6 9.20% 
e. 食品工場 79 11 13.90% 
f. 印刷工場	 他 42 3 7.10% 
g. 温浴施設 23 6 26.10% 
h. 病院 40 24 60.00% 
i. 札幌市施設（公共） 26 15 57.70% 

合 計 400 115 28.80% 
 
４．業務用施設に対する潜在市場調査・分析	 

 
	 ２．でも述べたように、「業務用施設」を表 3-1 a.～d.ならびに g.～i.とし、潜在市場調
査結果および分析を実施した。以下、より具体的な調査結果および分析に関する仔細を述

べていく。 
 
（１）調査対象に関する情報	 

①延床面積・竣工年	 

	 	 図 3-2に示す。延床面積でみて、中小規模の事業者より多数の回答を得た。また築 30
年程度の建物を使用する事業者より、過半の回答を得た。 

 

 
図 3-2	 調査対象事業所の延床面積（左）と竣工時期（右）に関する度数分布 

 
	 ②室数と延床面積との相関	 

	  本調査では、調査対象各施設の室数ならびに延床面積について回答を得た。有効な回答
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を元に散布図を作成したところ、室数と延床面積には相関が認められた。 
相関の強さは、大学＞病院＞ホテルの順である。サンプル数が少ないため参考程度の扱

いに留まるが、用途やレイアウトがより標準化されていることが理由と考えられる。 
なおこの情報は、担い手側から見て、市場たる顧客のエネルギー消費としての規模感を

推計できるヒントとして活用可能である、と弊グループは考えている。 
因みにフロア数と延床面積に相関は見られなかった。 

 [㎡] 

 
図 3-3	 室数と延床面積との相関（散布図） 

 
	 ③受電電圧・契約電力	 

   	 回答数全体の 89％が受電電圧 6、600V ないし 6、000V（いわゆる高圧受電）契約
であった。また契約電力で見ると、50～500kW契約の需要家が過半を占めた（52.3%）。 

 
図 3-4 アンケートに回答した事業所の受電電圧（左）の傾向および契約電力（度数分布） 

 
	 ④燃料種別	 

	 都市ガスおよび／又はＡ重油を使用している事業所がアンケート回答者全体の 84%
を占めた。なお別掲するが、ＬＰＧの使用割合が「工場系」と比較し著しく低い。価格

優位なのか、「経路依存」によるものなのか（すなわち同じ土俵で比較されているのか）、
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検証が必要である。因みにＬＰＧはＡ重油と比較しＣＯ2排出係数が 10％程度小さいた
め、燃料転換により省CO2並びに省エネ可能性を見いだすことができる。 

 

 
図 3-5 燃料の種類と各事業所で使用する燃料の種類数 

 
	  なお、Ａ重油を使用している事業者の内訳を表 3-2に示す。教育施設・介護保険施設で
顕著に多い。立地上の制約も考えられるが、都市ガスやＬＰＧなどへの燃料転換と、それ

に合わせたボイラ・熱源の更新によって省エネ・ＣＯ２削減を図れる余地はある。燃料転

換を提案するビジネスを展開する場合には、72％の確率で該当する事業者に遭遇するこ
とができる。セグメンテーションマーケティングの視点では相当なヒット率が期待できる。 

 
表 3-2	 Ａ重油を使用している事業者の内訳 

セクター 対象 合計 
燃料の種類 

％ 
単独 複数 

a. 教育施設 11 8 5 3 72.7% 
b. 介護保険施設 11 8 8 0 72.7% 
c. ホテル・旅館 27 5 4 1 18.5% 
d. リネンサプライ・クリーニング 6 2 2 0 25.0% 
g. 温浴施設 6 1 1 0 16.7% 
h. 病院 24 11 7 4 45.8% 
i. 札幌市施設（公共） 15 1 1 0 6.7% 

合計 100 36 28 8 36.0% 
 
（２）調査結果の考察	 

	 ①蒸気・温水システム	 

a.使用するボイラーの種類と「単独」「併用」の別	 

蒸気ボイラー・温水ボイラーいずれかを有している事業者が回答数全体の 89％であ
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った（図 3-６）。弊グループの知見では、日本全国と比較して、業務用施設で蒸気ボイ
ラー・温水ボイラの導入率が極めて高いと考えている。 
なお札幌市内にあるボイラーの数は約 3、000 台17である。弊グループの知見では、

全国ではボイラーは 20～25 万台程度あると予想しているが、当該台数から推計する
と日本全体の概ね 1～1.5%のボイラーが札幌にあると考えられる。いずれにせよ「蒸
気・温水システム」を切り口とした需要家へのアクセスが容易であることを示してい

る。 

 
図 3-6	 ボイラーの種類とその使用状況 

 
	 b.配管・バルブ等の保温	 

	    調査結果を基にした分析結果を表 3-3に示す。統計的な分析18の結果、蒸気配管系統・

温水配管系統とも、配管自体に比べバルブ等の保温率が低いことが定量的に明らかにな

った。特に蒸気配管については、放熱量が大きいため、少額投資（保温材の購入など）

により大きな省エネ効果が期待できる。 
なお本調査によれば、札幌にあっては、蒸気ボイラー・温水ボイラーとも通年運転の

割合が高い（いずれも約 80%）ことがわかった。取り分けホテル・病院（温水ボイラ
ーに関しては公共施設・介護保険施設も）では徹底した対策が効果的であるし、当該セ

グメントがビジネスターゲットとして優先順位が高いことを示している。 
 

表 3-3	 搬送媒体別の配管等保温率比較表 
 配管自体の保温率 バルブ等保温率 
蒸気 91.6% 66.4% 
温水 90.2% 64.9% 

	 	 

c.スチームトラップの管理	 

                                            
17 札幌市内のばい煙発生施設のうちボイラの総台数より推計（平成２９年１月現在）。 
18 F検定により等分散を確認した上で、studentの t検定を実施した結果、平均が「１％有意」で差がある
ことを確認した。 
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 表 3-4 は当該項目に関する全アンケートデータである。回答数全体の過半数が交換
率 10%以下である。一般的にボイラーで使用するスチームトラップの不良率は 20％程
度とされるため、洩れや詰まりが発生している可能性が高い。スチームトラップは蒸

気ボイラーを使用する事業者には必須の機器であるため、蒸気ボイラを有する２件に

１件の事業所でスチームトラップを通じたビジネスの可能性があることになる。 
なお「ある程度点検はしているが交換はしていない」という状況が顕著に見受けられ

る。有効な点検方法を知らない可能性が高く、保守・点検を担うビルメンテナンス業

界などはビジネスの種が常に転がっている状態であることが浮き彫りになった。 
 

表 3-4	 スチームトラップの点検率と交換率 
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	 d.蒸気のエネルギー管理	 

表 3-5 に集計結果を示す。空気比・ブロー率・ボイラー効率など、基本的なエネルギ
ー管理が不徹底である事業者がおよそ半数存在する。２社に１社は運用改善による省エ

ネルギーの余地がある「お客様」と仮定できる。 
因みに空気比の適正化やブロー率の調整などは、不完全燃焼のリスクやボイラー水の

地域的な性質の違いを考慮する必要性から、一般的に需要家のみで対応することは技術

的にみて困難である。従って斯様な技術を有する担い手（メンテナンス業など）にとっ

ては、斯様な技量を得ることによって、極めて高い確率でビジネスチャンスを得ること

が可能となる。 
また蒸気単価を把握していない事業者が全体の約 73％を占める。一次エネルギーたる
燃料の購入量を把握していても、二次エネルギーに変換し使用（熱を作り、運ぶ）する

コストの妥当性を需要家自身が把握できていないことを意味する。蒸気のエネルギー管

理の結果、当該コストは目に見えて改善することが知られている。直接的にビジネスに

繋がるわけではないが、担い手が提供するソリューションを、インパクトを以て伝える

ための「地ならし」として、斯様な値の算出を支援することも有用であろう。 
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表 3-5	 蒸気のエネルギー管理状況（回答集計） 
蒸気単価 配管漏れ点検 配管整理 
把握 8 定期的に実施 22 都度実施 27 
把握せず 33 気づいたら実施 16 実施せず 4 
不明 3 実施せず 1 該当せず 4 
その他 1 不明 3 不明 10 
  該当せず 3   
 ブロー率 空気比 ドレン回収 
把握 16 管理 18 実施 27 
把握せず 18 管理せず 17 実施せず 6 
不明 10 不明 10 不明 11 
管理会社委託 0 管理会社委託 0 管理会社委託 0 
 ボイラ効率 ボイラ室温度 モアモア 
管理 18 暑い 2 困っている 1 
管理せず 14  
不明 12 漏水 ボイラメンテナンス 
管理会社委託 1 困っている 6 外注費がかさむ 3 
８社平均 93.20%  n数 45 
 
e.温水ボイラーのエネルギー管理	 

 d.と同じく、温水単価を把握している事業所は些少であった。 
 なお温水ボイラーの運転状況であるが、通年運転が全体の 80％近い値を示している
（特に老健施設、病院、ホテル、公共施設において顕著）。中間期が存在しない、即ち

季節性を伴わないビジネスであって運転時間が長いことを考慮すれば、需要家に「気づ

き」を与え、大きな省エネ効果を提供することで安定したビジネスを創出できる可能性

がある。 
	 	 	 	 	 	 	 表 3-6	 温水ボイラーの運転管理状況（回答集計） 

 
	  
	 f.蒸気ボイラーの設定圧力	 

	 	 	 札幌市内のボイラーの使用実態を把握すべく、蒸気ボイラーの設定圧力について設

問を加えた。当該回答を 0.1[MPaG]の幅で度数分布表にまとめた（図 3-7参照）。回
答は少数であったが、概ね平均値・中央値は 0.7MPaＧ程度であることがわかった。 
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弊グループの知見では、寒冷地ゆえに用途（暖房など）から考えると蒸気圧力は高

めであると予想していたが、上記の結果はそれと符合している。よって配管の保温や

スチームトラップの管理による省エネ効果は他地域に比べ、相対的に重要となる。 
 

 
図 3-7	 蒸気ボイラーの設定圧力 

 
 ②空調設備	 
a.空調設備のエネルギー管理	 

	    過半の事業所で湿度管理が実施されている。アンケート回答者たる事業所の空調設備
がシステムとして比較的容易に加湿できる中央方式であることが理由と考えられる。 
 一方、弊グループにおけるこれまで重点的に取り組んできた熱交換器の清掃（洗浄）
については、室外機・室内機とも不徹底である事業所が見受けられた。特に室内機の熱

交換器の清掃（洗浄）はアンケート回答者の 1/3が実施していない。 
 弊グループの知見では、熱交換器の清掃（洗浄）により、条件次第ではエネルギー消
費量が 10％以上低減することがわかっている。前出した蒸気ボイラー・温水ボイラー
とは比べ物にならない台数存在すること、また技術的なハードルがやや低いことから、

ビジネスチャンスがあることが容易に考えられる。 
 なお本アンケートでは、空調設備に関する「お困りごと」に関する問いを加えた。エ
ネルギーロスを削減し、効率的な空調設備の運用を心がけるにも、その前提として故障

などがない「安定稼働」が大前提となるからである。 
 仮に「安定稼働」が担保されていない事業所がある場合、ビジネスとしては「効率稼
働」を切り口にして「安定稼働」のためのサービス（例えば修繕工事など）を創出する

ことができ、結果として受注規模や利幅を大きくできる可能性がある。斯様な視点から

当該設問への回答（表 3-8）から分析する。 
 結果、常時 15%程度の事業者が何らかのお困りごとを抱えていることがわかった。
「頻繁に故障停止」「玄関から風が入りやすい」が目立つ。 
ただ「経年劣化」に起因すると思われる頻繁な故障は、安定した稼働に必要なメンテナ

ンスによって解決可能な問題ともいえる。またそれでも解決できない場合には空調設備

自体の更新を検討することになるが、この場合には単に現在の出力（例えば○○kWあ
るいは○○US冷凍トン）が妥当であるかも含めた検討が行われるため、高度な技術力
を要することに留意が必要である。 
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表 3-7	 空調設備のエネルギー管理状況（集計表） 

 
 
  なお玄関からの風の流入を防ぐためには、「負圧」「開口部の工夫」などが必要である。
隙間風を封止したり、自動ドアの開閉方法を変更する等、運用改善レベルでも対策でビジ

ネスが創出できる可能性もある。しかし、このケースでは収益源をどのように考えるかが

課題となろう。 
 

表 3-8	 「空気調和」に関するお困りごと（集計） 

 
 
	 	 b.冷暖房の運転開始時期	 

	 	 	  本アンケートでは、回答者に対し冷暖房の運転開始時期についても具体的に問うた。
運転開始時期が早ければ概して空調設備の総運転時間は長くなり、エネルギー消費も

多くなる。「運用改善」という意味ではその適正化は当然に省エネ対策のテーマとな

るが、積雪寒冷地であることに加え業態として空調設備の運転時間が長くなる場合は、

結果的にエネルギーロス削減への取組効果が大きくなる。ビジネスの可能性を考える

意味も含めて、当該集計データを分析する。 
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 図 3-8はアンケート回答者（事業所）における冷暖房の運転開始時期を、各月上・
中・下旬（すなわち 10日刻み）に分けて度数分布表にしたものである。 

 

 
図 3-8	 冷房の運転開始時期（左）と暖房の運転開始時期（右） 

 
 まず冷房について、運転開始時期は業種ごとにまちまちであることがわかった。但
し大きな傾向としては、第一にホテル、第二に病院、という順に運転開始時期が早い

傾向にある。これは札幌市のみならず日本全国で見てもエネルギー消費量・原単位が

大きくなる原因19と考えられ、省エネポテンシャル（＝ビジネス成立）の可能性も相

対的に大きいと予想される。 
 暖房について、大半が 10月中～11月上旬に稼働を開始していることがわかった。
運転開始時期が業種に拘らず概ね共通しているという点で、冷房とのトレンドの違い

が顕著である。 
「運用改善」という観点で見た場合、当該時期における運転開始が空気調和の目的に

照らして妥当かどうかが課題になる。また「ビジネス」という視点で見た場合、運転

開始時期を適切な時期に変更することによって省エネ成果が出た時に、そのサービス

料を顧客からどう受け取るのかを考慮する必要がある。この点「顧客からの信頼を得

る」という「見えざる資産」獲得と割り切り、例えば「Foot in the Door20」戦略の一

環として考えることも可能であり、担い手の組織としての体力などによって参入是非

の判断は異なることになるであろう。 
 
	  c.ポンプのインバータ化率・全熱交換器の採用率	 
	 	  	  空調設備のうち熱を「運ぶ」役割を演じる設備がポンプである。主として中央方式

                                            
19 当該業種における延べ床面積当たりのエネルギー消費量は他業種に比べて大きいことは公知である。参考
資料：財団法人省エネルギーセンター、『ビルの省エネルギーガイドブック』 

20 セールスマンが「ドアに足を入れることができれば勝ち」ということから来ている語。自己負担の少ない
（もしくは感じさせない）小さなことから顧客に取り入っていければ、後ろに控えている本当の狙いを実
現できるというもの。 
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の空調設備を念頭に、冷（温）水ポンプ・冷却水ポンプの台数と、うち汎用インバー

タを使用しているポンプの台数とをアンケートで問い、ポンプのインバータ化率を把

握することにした。集計結果を図 3-9（左）に示す。 
実装率は約 15％であり、全国平均（20%程度と推計）と比べやや低いことがわかっ
た。なお、インバータの実装率に関して、業種による差異はみられず、中央方式の空

調設備を使用している事業所遍く、インバータ化が遅れていると推定される。 
 

 
図 3-9	 ポンプのインバータ化率（左）と全熱交換機の採用率（右） 

 
因みに、熱を「運ぶ」過程でエネルギーロスを回収する全熱交換機の採用率は 81%
であった。ポンプのインバータ化率と比較し、対照的な結果であるといえる。 
 
c.空調設備に関する「代表的な」効率的運転状況	 

   集計結果を表 3-9に示す。前項にも関連するが、冷却水ポンプのインバータ化が明
らかに遅れている。ポンプの定格出力が相対的に小さいことが原因と考えられるが、

市場性は高いと考えられる。設備構成にもよるが、当該ポンプの全揚程が高くない設

備であれば、「３乗で効く」21省エネ効果を得られる確率が高くなるためである。 
   また成績係数の管理はほとんどなされていない。算出をするための技術的知識が必
要であることが原因と考えられる。また運用改善による省エネ・自動制御に余地があ

る。収益源を確保できれば、ビジネス創出のポテンシャルはあると思われる。 
	  

	 ③電力	 

a.デマンド監視	 

 デマンド監視装置の実装状況を図 3-10に概要を示す。（左）はアンケート回答者全
体の状況である。なおデマンド監視装置自体を、デマンド超過が予想される際に警報

                                            
21送水可能な圧力が確保される範囲において、正味必要な流量になるまで電動機の回転数を、インバータによ
る周波数調整によって抑制した場合、消費電力は３乗に比例して削減される」。（出典; 札幌市環境局、『「省エ
ネ事業推進技術者」の人材育成モデル構築業務 報告書』、平成 28年 1月 15日、pp.52、表 3.5） 
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の鳴動のみを行う「デマンド監視のみの装置」22と、電気の使用する設備（負荷）を

制御する「デマンド監視制御装置」23とを区別した。 
デマンド監視制御装置ならびにデマンド監視のみの装置の普及率は、回答数全体の

67％である、但し、図 3-10（右）のように契約電力で区別すると、50～500kW（い
わゆる「小口高圧」）の需要家においては、44%がデマンド監視装置を採用していな
い。   

 
表 3-9	 空調設備の効率運転状況 

 

	  
図 3-10	 デマンド監視装置の実装状況（左：アンケート回答者全体、右：契約電力別） 

 
 更に、特別高圧需要家（契約電力 2000kW以上）・大口高圧需要家（同 500kW以上）
と比べ、小口高圧需要家は制御付装置の採用率が低い。「監視のみ」の装置に比べデマ

                                            
22電力需給用メータ（取引用メータ）の計量パルスを受信し電力量を常時監視すること、30分間の使用電力
量を予測し、設定した値（管理デマンド値）を超過する前に警報を出力すること、以上の機能を自動で行うシ
ステム 
23上記に加え、設備機器を必要に応じて自動で制御（例えば自動停止など）する機能を有するシステム 
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ンド監視制御装置は高価であると考えられ、小口高圧需要家にとっては経済的に重い負

担であるとの印象を与えているかもしれない。しかし「制御」機能はデマンド超過時に

事業所内で緊急対応（人力で設備・機器を停止する）必要がないため、「経済的」とい

う意味では「省テマ」による利益がある。この点に関する訴求力があれば、ビジネスと

してのポテンシャルは相当大きいものとなるであろう。 
 
	 b.計測環境の整備状況	 

 前項と同じように、アンケート回答者（事業所）における計測環境の整備状況を、全
体ならびに契約電力で峻別したものとを図 3-11に示す。契約電力に関わらず、個別設
備・機器への計測器設置は十分に進んでいるとはいえない（回答数全体の 62%が「無」）。 
更に小口高圧需要家では上記の傾向はより顕著（回答数全体の 80%が「無」）となる。 
弊グループの知見では、定性的ではあるが、他地域に比べて計測環境の整備について

進捗が遅れていると考えている。 
 

 
図 3-11 計測環境の整備状況 

 	 	  
なお、本項ならびに a.を併せた分析結果を図 3-12に示す。回答数全体(n=89)の 28％ 

 （回答数：25）であって 多の回答が「監視なし・計測なし」の状況である。デマンド 
  監視（制御）に比べ、計測環境の整備がより遅れていることは明らかである。と同時に、  
 「見える化」ビジネスは無限に拡がっていると考えられる。 
 

計測環境の整備状況	 

アンケート回答者全体	 

契約電力 500kW で峻別した場合の分析
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図 3-12 デマンド監視（制御）および計測環境（まとめ） 

	 

c.契約電力先の状況	 

集計結果を図 3-13 に示す。新電力と契約を結んでいる需要家は、部分供給を含め回
答数全体の 21%である。逆に北海道電力から単独で電力供給を受けている需要家は回答
数全体の 79%であった。 

 
図 3-13 電力契約先 

 
	 d.一般電気事業者との電力契約メニュー	 

前項のうち一般電気事業者（北海道電力）と電力供給契約を締結しているアンケート

回答者に絞って、当該契約メニューを精査した結果を図３-14に示す。 
結果「業務用ウィークエンド」が回答数全体の 71%に上ることがわかった。仮想共同
受電を想定する際には、「業務用ウィークエンド」相当の電力需要を念頭に置いた単価設

定と標準的なメニューが検討できる。 
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図 3-14	 北海道電力とのアンケート回答者との電力供給契約内容 

 
因みに、前出 a.および b.に関連して、北海道電力と「業務用契約」ならびに「業務
用ウィークエンド契約」を締結しているアンケート回答者に絞って、デマンド監視装

置普及状況を確認した（図 3-15参照）。図 3-10と比較し大きな差異がないことがわか
った。 
 

 
図 3-15	 業務用契約ならびに業務用ウィークエンド契約を締結している 

アンケート回答者のデマンド監視装置普及状況	 ※北海道電力との契約に絞る。 
（左）アンケート全回答者の内訳、（右）契約電力 500kWを境にした内訳 

 
	 ③その他のエネルギー管理に関する情報	 

	 	   集計結果を表 3-10に示す。省エネは主として「委託業者（外注）」即ち本調査でい
う担い手が実務を担っていることがわかった。一方で、内容の検討プロセスは「社内」

「社外」いずれもありうる。担い手と委託業者（外注）とのコミュニケーションのあ

り方が、エネルギー管理の推進にとって大きな鍵になっていることが浮き彫りになっ

た。 
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 組織としてエネルギー管理を推進するという観点では、半数以上のアンケ―ト回答
者（事業所）に「省エネ推進体制」が存在せず、投資回収年数などの社内ルールも存

在しない。担い手が適切なエネルギー管理（あるいは省エネ）の提案をしても、意思

決定ルールが存在しない事業所が多数であり、時として関係者の「胸一つ」で実施可

否が全て決まってしまう。ビジネスの観点ではこの点リスクがあることを認識すべき

である。 
 因みに「省エネルギー」という用語は一般化された定義が存在しない。そのため当
該関係者それぞれ、あるいは事業者それぞれ、異なる指標でエネルギー管理（あるい

は	 省エネ）の成果を評価している可能性がある。この点に着目して「如何なる手法

を優先して“省エネ”と評価しているか」を、アンケートを通じて問うた。明確に言

えることは、エネルギー消費量やエネルギーの削減額など、アンケート回答者が「量

ベース」の指標で省エネ効果を評価していること、また、事実上省エネ法でいう「省

エネが進んでいる」ことを示す指標であるエネルギー消費原単位を評価指標として重

要視しているアンケート回答者は殆ど存在しないことがわかった。エネルギー消費原

単位を使用しない理由として、業務用施設で一般的に用いられるエネルギー消費原単

位の分母「延床面積」が急に増加・減少することがなく（増減築が必須）、結果として

エネルギー消費原単位の削減が、イコール、その分子たるエネルギー消費量の削減と

なっている点に起因していると予想する。 
      

表 3-10 エネルギー管理に関するその他の状況 

 
 
５．工場系を中心とした潜在市場調査・分析	 

	 

	 本項では、２．に基づき「工場系」と仕分けされたアンケートご回答企業全 20 社に関
する調査・分析結果の仔細を考察する。本項では、４．以前の解説を踏まえて、大きな差

異を伴う部分を強調した解説を加え、逆に重複する部分については解説を割愛する。 
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（１）アンケート回答者概要	 

要旨を図 3-16に示す。大部分が 25年以上事業活動を営んでいる事業所であって、比較
的中小規模の事業者であるといえる。 

 
図 3-16	 「工場系」全 20社の属性 

 
（２）調査結果の考察	 

	 ①蒸気・温水システム	 

a.使用する燃料とボイラーの種類（「単独」「併用」の別） 
    燃料については、一般的に知られる全ての燃料が満遍なく使われている。業務用施
設とは傾向の違いがあるものと予想される。特にＬＰＧについては、サンプル数が 1/5
であるのに対し、使用する事業者数が業務用施設よりも多い。 
	   蒸気ボイラーを単独で使用する事業者はあっても、温水ボイラーを単独で使用する
事業所は皆無 24であった。アンケート回答の内容から、燃料は専ら蒸気ボイラーに使

用されると推定させる。業務用施設におけるアンケート結果も念頭に、蒸気のエネル

ギー管理促進が急務であると推察する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-17	 ボイラー燃料種別と設置状況 

                                            
24 参考：吸収式冷凍機など、液体燃料を用いて稼働する空調専用設備は皆無であった。 
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b.配管・バルブ等の保温	 

 図 3-18（左）に示すアンケート結果から、業務用施設と比較し、工場等におけるバル
ブ等の保温率が極端に低いことがわかった（但し、サンプル数が少ないことに留意）※1。 
 バルブ・フランジ等の保温・施工は技術的に容易である（施工が不要なものも市販され
ている）。一方、札幌市内の工場等における蒸気圧設定は比較的高く、結果として省エネ

効果も高い。ビジネスチャンスが無限に拡がる領域ともいえる。 
	 

c.スチームトラップの管理	 

 図 3-18（右）に示すように、自動バルブの一つであるスチームトラップの管理状況に
ついては、業務用施設からのアンケート回収数（n=28。２．４）②c.参照）と同様、全
回答者数に占める回答割合が少ない。   
 一方で設置台数に関する工場等（n=20）からの回答は業務用施設（n=100）より多く、
存在自体は理解されていると考えられる。なおアンケート回答事業者等から、約 9 個／
台、設置されている。 
 
 
 
 
 

図 3-18 蒸気配管・バルブ等の保温率（左）とスチームトラップの台数 
	 

c.蒸気ボイラー／温水ボイラーのエネルギー管理	 

	  アンケートの集計結果を表 3-11に示す。蒸気ならびに温水を「単価管理」している事
業所が極めて少ない。「コストの見える化」が不十分といえる。 
 蒸気に関しては「空気比の管理」にチューニング（運用改善）の余地があるが、４．で
既に述べたように実行可能性に課題がある。 

 またボイラの運転日数が「通年」である事業所が半数に上る。事業所全体に占める燃
料の割合が多いと考えられ、エネルギーロス削減のターゲットという観点では、経済的

に見て有望であるといえる。 
表 3-11 蒸気・温水のエネルギー管理状況（青：蒸気、橙：温水） 
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e.蒸気ボイラーの設定圧力	 

  ４.（２）① a.同様、図 3-19のように当該設問に対するアンケート回答を 0.1[MPaG]
の幅で度数分布表にまとめた。回答は少数であったが、平均値・中央値とも 0.8MPaＧ
であり、業務用施設に比べてやや高いことがわかった。製造プロセスでの蒸気使用が想

定されるため、業務用施設よりは高い傾向になると考えられる。但しだからといって

「0.8」という設定値が妥当であるとは言えない。弊グループの知見で言えば、やや高
めであろうと考えている。 
  なおアンケート回答者（事業所。有効回答：n=11）で使用されている蒸気ボイラー
は全て小型貫流式である。 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3-19 「工場系」の蒸気圧力（度数分布） 

②空調設備	 

a.空調設備のエネルギー管理	 

 アンケート回答者（事業所）における冷房ならびに暖房の設定温度を度数分布表にま
とめた（図 3-20）他、エネルギー管理状況について表 3-12のとおり整理した。 

 冷房の設定温度の平均値・中央値は 25～26℃。暖房については、同じく 23～24℃で
あった。なおアンケート回答者の半数が「夏冬同じ」設定温度である旨の回答を得た。

業務用施設同様、設定温度調整に課題があるかもしれない。 
 後述するが、中央方式（熱源・熱搬送系設備がある）の空調設備を使用している事業
所は皆無であった 25。いわゆるパッケージ空調を利用者で占められるせいか、湿度の管

理割合が低い。これは、パッケージ空調に湿度調整機能を有している機種が少ない（通

常はオプション）ため、そもそも管理できない可能性が考えられる。 
「フィルタ清掃」、「室外・室内の熱交換器の清掃」に関する実施状況がアンケートでは

十分に把握できなかった。恐らくは無関心が故の結果であり、弊グループの知見では「手

付かず」と予想する。また夏季に室外機に燦燦と日が当たり冷房効率が下がらぬようよ

しず等で日陰を作る省エネ手法があるが、実施している事業所は皆無であった。 
 
b.空調設備の構成とエネルギー管理	 

「工場系」のアンケート回答者全 20事業所における、空調設備構成を図 3-21に示す。
中央方式を採用している事業所は皆無であった。 

                                            
25 従って、本項における「中央方式」に係るアンケート分析は全て割愛している。 
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傾向として、業務用施設に比べ面積当たりの室外機の台数が多い傾向にある。要求さ

れる冷凍能力が業務用施設より多いためと考えられる。 
                            

 
 	 	 	 	 	 	 	 	      表 3-12 「工場系」における空調設備のエネルギー管理状況 

 
 図 3-20 冷暖房の設定温度 
 

 この結果を基にして調査対象 400社全体の、空調の清掃に関するビジネスポテンシ
ャルを推計する。表 3-13のとおり 25、000円/台として 11.5億円程度である。省エ
ネに資する質の高い清掃ができれば、それ単体だけで、台数分のビジネスが創出でき

ると予想する。 
 

表 3-13	 室内機・室外機の台数とビジネスポテンシャル 

 
図 3-21 空調設備の仕様 

	  
③電力	 

a.デマンド監視・制御ならびに計測環境	 

	   まとめ資料を図 3-22に示す。アンケート回答者に「デマンド監視＋制御装置」を導
入している事業所は皆無であった。なお全体の監視装置普及率は 40%である。契約電
力 500kW以上（所謂「大口高圧」契約）の需要家：３事業所は全て「デマンド監視装
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置（制御なし）」を使用している。同 500kW 未満（所謂「小口高圧」契約）の需要家

における「デマンド監視装置（制御なし）」の普及率は 36%である。 
 個別設備・機器への計測器設置は全く進んでいない。サンプル数こそ少ないが、業務
用施設における傾向と比較して差異がある。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

図 3-22 デマンド監視・制御ならびに計測環境の整備状況（まとめ） 
 
b.契約電力先の状況	 

 契約先・契約種別などを表 3-14 にまとめた。「工場系」における北海道電力からの離
脱率は 25%。業務用施設と大きな傾向の差はないと考えられる。 
 北海道電力と高圧受電契約を結んでいる事業者の大半（８社）が「高圧電力Ⅰ型」契約
を締結している。料金体系（表 3-14下部を参照）から電力の負荷率が低いと予想。サン
プル数は少ないが、仮想共同受電の際の契約メニュー検討の参考として理解できる。 

 
表 3-14 契約電力などに関するデータまとめ（工場系） 

 
 
	 ④その他のエネルギー管理に関する情報	 

 アンケート回答結果を表 3-15にまとめた。省エネ法でいう「第２種エネルギー管理指
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定工場（n=3）ではエネルギー管理「企画者」「担当者」が常駐している一方、それ以外
の事業所は「常駐なし」と、明確は傾向の差異があった。省エネ法が人員配置に明確な

影響を与えていると理解した。 
ISO14001 など環境マネジメントシステム認証取得者は皆無であった。投資回収年数
をルール化しているアンケート回答者も皆無であり、業務用施設同様、意思決定者の「胸

一つ（悪く言えば恣意的に）」で投資改善の採否が決まっていると考えられる。 
 なお過半の事業所で委託業者が何らかの形でメンテナンスを行っていることがわかっ
た。 

表 3-15 エネルギー管理に関するその他のアンケート結果（集計） 
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第Ⅳ章	 省エネビジネス担い手調査	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 
１．	 調査概要	 

	 

（１）総論	 

 第Ⅲ章を通じ、省エネビジネスの「担い手」（用語の定義は第Ⅱ章を踏襲する）にとって
市場の中身を知る意味で有用と思われる様々な指標を用い、アンケート調査および分析を

実施した。調査スケジュールの関係から、当該意図を満足するような、別紙１に示すアン

ケート結果分析の「速報版」を準備したうえで、当初の計画どおり、担い手に関する情報

収集を実施した。 
 
（２）調査方法	 

 札幌市内で事業活動を行っている担い手「候補」に対し、郵送によるアンケート調査を
実施した。アンケート用紙の様式は別紙２に示す。 
 原則として、回答は当該アンケートに同封された返信用封筒を以て取得することとした。
なおアンケートへの回答は任意とした。 
 
（３）調査対象および回答数	 

 札幌商工会議所会員企業（担い手企業候補）２０５社が主な調査対象である。同所が有
する「部会・分科会」組織のうち、ビルメンテナンス業など「サービス」に関連する分科

会に所属する企業に対してアンケートを実施した。 
 加えて、市環境局主催により実施された、主として担い手（候補）企業向けの省エネセ
ミナーの参加者に対しても、セミナー当日に講演資料等にアンケートを同梱するかたちで

調査を試みた。 
 結果、６０社程度より回答を得た。本章では、当該アンケートへの回答のうち有効な回
答について集計・分析を実施した。 
 
（４）アンケートにおける設問設定の考え方	 

担い手としての基礎情報（売上高、業務内容など）のほか、アンケート回答者に所属す

る有資格者の数や本業と省エネとの関連性など、担い手（候補）として相応しい事業者か

どうかを判断できる情報を取得することにした。 
また資格以上により深く、担い手の力量を探索するために、個別具体的な省エネ技術・

手法等に関する実行力を直接的に問うことにした。但しその内容は、弊グループによる取

組成果を元にし、省エネ型新製品への入れ替えを前提とするものではなく、まずは既存設

備を生かし、様々なエネルギーロスを削減しエネルギー要求量を適正化した上で、運用方

法の改善などで使用量を削減する手法を設問に多く加えた。とりもなおさず、この方法が

設備のメンテナンスや修繕、小規模改修工事を優先させるため、地域のメンテナンス事業

者や設備・電気工事関連事業者等にとっての「新たなビジネスの種」として、高度な技術
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を要することなく、つまり技術レベルとしての参入障壁が低い形で参入できる可能性があ

ることに起因する。 
 
２．アンケート回答結果集計・分析	 

	 

	 本稿では、担い手情報として重要と思われる内容を重点的に考察する。なお個人や企業

が特定されることがアンケート回答者にとって不都合である可能性も否定できないため、

斯様な情報については名称等に注意しながら以下のとおり説明していく。 
 
	 （１）業務内容について	 

	 ①「元請け比」「請負契約比」	 

	   アンケート回答者（企業）各々の売上高に占める元請けの割合、ならびに、請負契約
の割合を区間 10%の度数分布表に整理した（図 4-1）。 

 
図 4-1 「元請け比」（左）と「請負契約比」（右） 

 
	 「元請け：下請け＝3:7」が平均値であった。但し元請け率 0の会社が全体の 1/4あり、
自ら事業を創出するというマインドには欠ける属性の方が多いかのもしれない。 
一方「請負契約：人工契約=8.5:1.5」かつ 頻値は 1（13社）であった。 

 
	 	 ②省エネに関係する業務割合と変化率	 

    図 4-2にアンケート結果を一式まとめた。度数分布表（左）は過去３年度におけるア
ンケート回答者（担い手候補）における、業務内容に占める省エネに関係する業務割り

合い、度数分布表（右）は「今後の目標」としての業務割合を示している。そして双方

の結果から、各アンケート回答者における「過去３年度」と「将来」との変化（増加）

率を、[%]毎に峻別したものが横向きの棒グラフである。 
	 「現状維持で良い」という事業者が過半数であり、「20%以上増やしたい」という事業者
は 30％に満たない。多くの事業所において、省エネを切り口としたビジネスに参入しよ
うという事業者は思いのほか少ないと考えられる。 
因みに、過半数の事業者が「これまでも、これからも、省エネ関係業務 20%未満」。「本



  42 

業＋α」という認識が色濃く表れている。 

 
図 4-2	 省エネに関する今後の業務割合（下左・右）とその結果（図上部） 

 
	 	 ③業務経験	 

	 	 a.エネルギー管理に関する代表的な３業務	 

 一般論として、担い手が「担い手」たる所以を示す も基本的な３業務の経験有無

についてアンケートで問うた（表 4-1）。このうち３つとも全て経験があると回答した
企業は２社のみ（いずれも技術コンサルティングを得意とする事業者）であった。現

時点では、ワンストップで「なんでも対応できる」担い手の選択肢が極めて少ないこ

とが明らかになった。 
 

表 4-1 過去のエネルギー管理に関する業務経験有無（集計表） 

 
省エネ計測診断 技術コンサルティング 効率改善メンテナンス 

「経験有」との回答企業数 10 8 12 
	 

	 	 b.省エネに資する小規模な投資改善に関する代表的な３業務	 

	 	    弊グループにおける取組成果ならびに潜在市場調査の際に技術レベルの観点で妥
当とされる、比較的少額から投資が可能な省エネに資する設備改善について、業務経

験の有無を問うた。回答結果から、 も技術的な難易度が低い「配管／バルブ」の業

務経験が も多いことがわかった。潜在市場調査から、当該テーマに関する市場が十

分にあることをアンケート結果から複数の指標で示されている。即ち、今すぐにでも

潜在市場を顕在化させ、売上あるいは利益を得ることも可能であると思われる。 
	 	 	 因みに表 4-2に示す業務全て対応可能であると回答した事業者は４社である。内訳

は建設系（コンサルティング業務含む）２社、電気工事系１社、その他（非営利組織）

１社であった。担い手たる業種としては、ある程度幅を持たせて検討できることが明

らかになった。 
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表 4-2	 過去の小規模投資改善に関する代表的な業務の経験有無（集計表） 
 電力等計測装置 配管／バルブ 制御盤 1 
「対応可能」と回答
した企業数 10 21 12 

	 	  
	 	 c.省エネに資する大規模な投資改善に関する代表的な３業務	 

 本調査では、大規模な投資改善によって省エネが実現できるテーマに関する業務
経験についても質問した。表 4-3のとおり「空調設備」が回答数としては 多である

が、潜在市場調査でも明らかなとおり「中央方式」であればそのどの部分を改善して

も「空調設備」の経験となるため、見かけ上数字が高くなったものと思われる。実際

に中央方式の空調システム全体を改善するには高度な技術力が必要であり、これまで

のアンケート回答から見て、その担い手が 26社もあるとは考えにくいからである。 
寧ろ実数に近いのは、 も技術的な難易度が低い「照明設備」の業務経験であろう。

これは2010年頃を境としたＬＥＤ照明器具の爆発的な普及が背景にあると思われる
が、であるがゆえに投資改善のビジネスとしては「コモディティ化」の領域に入って

おり、付加価値がない（利益が出にくい）ビジネスになりつつあることに留意が必要

である。尤も、既に述べた「空調設備」とは反対に、高天井照明等、技術的な配慮が

必要な照明省エネのテーマが残っており、そこで差別化を図ることで斯様な問題を回

避することは可能と考えられる。 
	 	 	  因みに表 4-2に示す業務全て対応可能であると回答した事業者は５社である。内訳

は建設系（コンサルティング業務含む）２社、電気工事系１社、ビルメンテナンス系

１社、その他（非営利組織）１社であった。 
 
	 	 	 	 表 4-3	 過去の大規模投資改善に関する代表的な業務の経験有無（集計表） 

 空調設備 照明設備 受変電設備 ボイラー 
「対応可能」と回答
した企業数 26 25 12 17 

 
	 a～cの結果から、弊グループの取組を深化させる担い手よりも、従来型の、省エネ型新
製品への入れ替えを前提とした業務経験をした事業者の方が多いことがわかる。逆に弊グ

ループの取組とベクトルが合う経験を多く積んでいるテーマは「配管／バルブ等」のみで

ある。潜在市場調査の結果から、ビジネスの種としては当該テーマが 優先となろう。 
 
	 （２）現在提供できるサービスと技術能力	 

	  潜在市場調査において明らかになったエネルギー管理に関する課題を解決できるスキ
ルがあるか、アンケート調査を実施した。蒸気使用設備に関連する設問に対するアンケ

ート回答結果を表 4-4に示す。 

                                            
1 一般的に、ポンプおよびファンのインバータ化を実施する際に、汎用インバータを配線し、格納するため
に制御盤が必要となる。 
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	 	 	 	 表 4-4	 蒸気使用設備に関する省エネサービス提供可否（スキルマップ） 

 
  ①蒸気使用設備	 

 「蒸気単価の算出」「ボイラー効率の算出」といった、エネルギー管理の基本的なスキ
ルをもつ企業が少ない。従って、現時点での担い手の技術能力では、潜在市場調査にお

いて明らかになった省エネ推進上の課題を解決できない。市全体の温室効果ガス排出削

減という観点では由々しき事態であるといえる。 
 また技術レベルが適切で、省エネ効果が高い「保温工事」「スチームトラップ点検・交
換」ができる企業が 10社程度存在する。これまでの議論から、当該 10数社が大きなビ
ジネスチャンスを有していることが明らかであろう。 
なお「ボイラーの水質改善」「空気比の調整」が自社でできると回答した企業は各１社

ずつであった。「メーカー頼み」にならざるを得ないテーマであると考えられているこ

とも原因であろう。 
	  
	 ②温水使用設備	 

	   前項同様の設問を温水使用設備にも実施し、アンケート回答は表 4-5のとおり集計し
た。 

 
表 4-5	 温水使用設備に関する省エネサービス提供可否（スキルマップ） 

 
	 	 一見するに、「温水単価の算出」ができない企業が大半である。「蒸気単価」含め、潜	  
	 在市場調査で現れた実態を反映しているかもしれない。また技術レベルが適切で、省エ 
	 ネ効果が高い「保温工事」ができる企業が 10社程度存在する。こちらも前項と同じよ 
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	 うなことが言える。 
	 	 なお「運転時間の改善」という運用改善に自社で踏み込める企業は 13社であった。 
	 収益源に課題はある一方、ビジネスの「フック」として活用できるテーマともいえる。 
 
	 ③空調設備	 

	   前項同様、空調設備についても回答を得た。集計結果を表 4-6に示す。 
 

表 4-6	 空調設備に関する省エネサービス提供可否（スキルマップ） 

 
 
	   「ＣＯＰの算出」「空気比の管理」といった、エネルギー管理の基本的なスキルをもつ
企業が少ない。従って、当該分野に関しては、現在の担い手の技術スキルでは、潜在市

場調査で明らかになった課題を解決できる見込みは小さい。一方、外気取り入れ量低減

をはじめとする手動調整技術を多数の事業者が有していることから、将来的には、今ま

さに指摘した問題は解決に向かうであろう。 
	 	  寧ろこれらのスキルは、例えば BEMS22などの導入価値を高めることに繋がり、ビ

ジネス上も優位な立場を作ることになろう。なぜならBEMSはそれ自体が重要なので
はなく、BEMS の制御対象（設備）をどうコントロールしていくか、そのノウハウの
方が重要だからである。 

	 	  なお技術レベルが適切で、省エネ効果が高い「室内機清掃」「室外機清掃」ができる
企業が 10社数社存在することが明らかになった。 

 
（３）将来提供したいサービスと得たいスキル	 

	 ①蒸気使用設備	 

     前項を踏まえ、こんどは担い手（事業者）が今後どのような技術スキルを得たいか等
                                            
22BEMS(Building Energy Management System)とは、ビル等業務用施設に設置されている設備・機器の運
転を管理・監視し、それらを常時計測し、必要に応じて自動制御することなどを通じ、電力などのエネルギー
消費の削減を図るためのシステム。 
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について問うた。表 4-7は蒸気使用設備に関するアンケート結果をまとめたものであ
る。 

 
表 4-7	 今後「取り組みたい」「対応可能にしたい」蒸気使用設備に関するサービス 

 
 
 技術レベルが適切で、省エネ効果が高い「保温工事」「スチームトラップ点検・交換」
に参入したい企業が 10社強存在する。アンケート結果から、本章における分析をまつ
までもなく、ビジネスとしての市場性を理解している事業者が多いのかもしれない。 

 また「蒸気単価の算出」「ボイラ効率の算出」といったエネルギー管理の基本的なス
キルや、「ボイラの水質改善」「空気比の調整」といった、技術力を伴うスキルを得た

いと回答した企業が複数ある。市内事業者に起因する温室効果ガス削減対策と相俟っ

たスキルアップが急務なテーマであるともいえる。 
 
	 ②温水使用設備	 

	  	 前項同様の設問を温水使用設備にも実施し、アンケート回答は表 4-8のとおり集計し 
   た。 

表 4-8	 今後「取り組みたい」「対応可能にしたい」温水使用設備に関するサービス 

 
 

 「温水単価の算出」ができるようになりたい企業が過半。市場や法令などが要求する
技術を明確にし、それらを根拠にスキルアップに必要な情報提供をすれば、関心を示

すのではないだろうか。なお、技術レベルが適切で、省エネ効果が高い「保温工事」
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ができるようになりたい企業が 16社存在することがわかった。 
 
（３）空調設備	 

	   前項同様、空調設備についても回答を得た。集計結果を表 4-9に示す。 
 

表 4-9	 今後「取り組みたい」「対応可能にしたい」空調設備に関するサービス 

 
 
	 	  「ＣＯＰの算出」「空気比の管理」といった、エネルギー管理の基本的なスキルをも
ちたいと回答する企業が 10 社以上存在する。回答の傾向から推察するに、本アンケ
ート自体が斯様な回答と関心を喚起したようにも思われる。 
 なお技術レベルが適切で、省エネ効果が高い「室内機清掃」「室外機清掃」をしたい
と考える企業が 20 社存在する。弊グループの取組成果を元にした、ビジネスを創出
できる担い手が今後増える可能性がある。 
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第Ⅴ章	 札幌型省エネルギービジネスの検討	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
	 第Ⅲ章では、温水・蒸気ボイラーの運用管理、同配管の熱ロス対策、空調機器の洗浄、

ポンプのインバーター化、電力の監視・制御システムなどに潜在的な市場性があることが

わかった。第Ⅳ章では、上記の市場性はあるにもかかわらず、省エネを切り口としたビジ

ネスに参入する事業者は思いの外少ないことが判明した。	 

	 本章では、このような潜在需要と供給がバランスしていない状況で、札幌型省エネビジ

ネスを立ち上げ、成長させるには何が必要であるかを検討した。	 

 
１．	 事例調査の目的・対象・方法 

 
（１）目的 
	 	 札幌型省エネビジネスのビジネスモデルを構築するために、国内外のそれぞれの地域 
	 において、ユニークな省エネ対策を事業化している組織を調査した。 
 
（２）対象の選定と調査方法 
	 	 省エネビジネスを行う地域の中小事業者が主体となり、設備更新に拘らない省エネビ 
	 ジネスを行っている事例を選定した。選定にあたっては弊グループのネットワークを活 
	 かした。また、今後の情報交換・技術的な交流を念頭に置き、一方的なヒアリングでは 
	 なく、意見交換レベルの調査を行った。調査対象組織を表 5-1に示す。 
 
  	 表 5-1	 ヒアリング調査対象組織一覧 

名称 所在 設立 訪問日 
クールネット東京 東京都新宿区 2008年 2016.9.28 
在日ドイツ商工会議所 東京都千代田区 1967年 2016.9.27 
一般社団法人エネルギーマネジメント協会 福岡県北九州市 2010年 2016.11.9 
みやまスマートエネルギー株式会社 福岡県みやま市 2015年 2016.11.9 

 
２．事例調査結果 
（１）クールネット東京（東京都地球温暖化防止活動推進センター） 
	 ①組織概要 
	 	 公益財団法人東京都環境公社が、2008年 4月に開設した東京都地球温暖化防止活動 
	 推進センターである。東京における地球温暖化防止活動の拠点として、東京都や区市町 
	 村等と連携して普及啓発に取り組むとともに、都民や中小事業者の地球温暖化防止の取 
	 組や省エネ対策を支援している。 
    
	 ②省エネルギーに関する取組内容 
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	 	 東京都内の省エネ事業者と連携した取組み概要は、以下の通りである。   
	 a)省エネ対策を実施する事業者を登録し顧客へ紹介 
    登録企業の業種は、コンサルタント会社、建築設計会社、設備関連会社、設備機器メ 
	 ーカー、エネルギー供給会社、ビル管理会社等である。 
 
	 b)事業者の登録要件 
	 	 東京都の指名競争入札参加資格を有すること、地球温暖化対策技術者・温暖化対策監 
	 理技術者を各1名選任していること、東京都の温暖化対策報告書を提出していることが登 
	 録要件となっている。 
 
	 c)実施している省エネ対策の具体例	 

	 	 設備導入、ESCO、運用改善など省エネ対策全般を実施している。 
	 

③参考となる点 
	 	 省エネ投資をする際の課題の一つである初期投資額の軽減対策や、札幌にも多数存在	 

	 するテナントビルの省エネ促進対策として、以下の施策を実施している点が注目される。	 

	 a)初期投資ゼロ省エネ支援（成果報酬型） 
	 	 中小規模事業者が運用改善による省エネ対策を実施する際に、初期投資費用を払うこ 
	 となく、担い手事業者側は省エネによる成果の一部を報酬として受け取る仕組みである。 
	 対象となる顧客は、都内の中小規模(年間エネルギー消費量原油換算 1、500㎘未満)事業 
	 者である。クールネット東京は、顧客に対して登録事業者を紹介し、担い手となる事業 
	 者は運用改善を中心とした対策により削減したエネルギーコストの半額を、成功報酬と 
	 して顧客から受け取ることとなる。 
	 この仕組みの大きな特徴は、文字通り顧客企業の費用負担がゼロであることと、クール 
	 ネット東京から信頼性のおける事業者を紹介してもらえる点にある。一方担い手企業に 
	 とっては、対策実施に要したコストを省エネメリット額が確認できるまで回収すること 
	 ができないということになる。そのため、担い手企業にとって、コスト回収にかかる期 
	 間をいかに短縮化するかが、本制度定着の課題であるとのことであった。 
 
	 b)テナントビル対策（グリーンリース普及促進事業） 
	 	 テナントビルのオーナーは、入居者のエネルギー使用量に自ら設定したエネルギー単 
	 価を乗じて、料金を徴収しているのが一般的である。そのため、省エネ対策を実施する 
	 とオーナーの料金収入が減少し、結果として省エネ投資に要した資金の回収が遅れるこ 
	 とになる。これは、テナントビルにおける省エネ対策実施上の課題である。この課題へ 
	 の対応策として実施しているのが、グリーンリース普及促進事業である。この制度では、 
	 省エネメリット額をビルオーナーとテナント入居者でシェアすることを条件に、補助率 
	 1/2、補助額 大 4、000万円が補助される（2016年 10月実施）。 
	 なお、この制度に続き、運用改善対策に関する同様の助成制度も実施予定であるとのこ 
	 とであった。  
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（２）在日ドイツ商工会議所 
	 ①組織概要 
	 	 当該組織は、ドイツと日本企業のビジネスマッチングを目的とした組織である。当該 
	 組織にて普及展開を目指しているのが、第Ⅱ章でも述べたLEENである。これは、自社 
	 の省エネ対策を実施する企業（10〜15社程度）の相互学習ネットワークで、ドイツにお 
	 いて大きな省エネルギー効果を上げている制度である。 
 
	 ②取組内容 
	 	 LEENの特徴としては、以下の点が挙げられる。 
・	 参加企業はドイツ産業全体の平均の２倍のスピードでエネルギー効率高めている 
・	 本制度で採算がとれる企業規模の目安は、年間エネルギーコスト 6、500万円以上の
規模と言われている 

・	 実施の具体的工程は、データ収集→事業所視察→初期診断→ネットワークミーティ

ング→モニタリング→報告という手順で行う 
・	 １サイクル４年間で実施する参加費用は 750万円で、そのうち 1/3程度が初期診断
にかかり、ドイツではその費用の内半額が補助される 

・	 対策実施対象は空調・給湯・照明などのユーティリティ設備で、実施企業内部の技

術者と外部の技術者との共同作業で実施され、外部専門家に任せきりにしない 
・	 実施企業単独の目標と、LEEN(10〜15社)全体の目標の２本立ての目標を持つ 
・	 LEENの普及は４年間の国家プロジェクトとして実施され、その結果は、平均 IRR
（内部収益率）=36%、投資回収期間 2.7年であった 

・	 現在はLEENプロジェクト数はドイツ国内で 500を超え拡大している 
 
  ③参考となる点 
	 	 ドイツでの成功要因は以下の４点が考えられる。 
	 a)成功要因 
  ・ 省エネを IRR（内部収益率）で評価する考え方が定着しており、企業では省エネは 
	 	 	 利回りの高い投資案件であるという認識を持っている 
・	 実施費用の 1/4〜1/3が国の補助金の対象となっており、かつ国の温暖化対策に組み
込まれているので、地方行政では補助金がつけやすい 

・	 企業の経営者が直接活動にコミットメントし、マスコミを始め社会が注目するムー

ドがある 
・	 ISO50000s1に準拠しており、認証取得で税制優遇措置を受けられる 

 
	 	 現在日本での導入実績はないが、省エネに取り組む顧客のネットワーク化の事例は、 
                                            
1 エネルギー使用に関して、方針・目的・目標を設定し、計画を立て、手順を決めて管理する活動を体系的に
実施できるようにした仕組みを確立する際に必要な要求事項を定めた規格。(出典；省エネルギーセンターウ
ェブサイト) 
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	 日本でも「省エネ町内会」などに見られることから普及の可能性はあると考えられる。 
	 設備メンテナンスや運用改善を主体とした取り組みは、顧客の気づきや創意工夫が必要 
	 となることから、意識の高い顧客の自主学習ネットワークは、以下の条件次第では日本 
	 でも導入が進む可能性があると思われる。 
 
	 b)日本での導入が進む条件	 

・	 省エネを実施しコストが下がっても、サプライチェーンの中で発注企業側から資材

納入価格の値下げ圧力がかけられないこと 
・	 中立性の高い行政機関や商工会議所等が、ネットワークのホスト役となること 
・	 省エネ診断に要する工数を減らす等で、制度を簡素化・低価格化すること 
・	 IRR で投資判断する考え方は、必ずしも地域の中小企業では定着していないため、
環境改善や生産性向上など IRRに代わる判断基準でアピールすること 

 
（３）一般社団法人エネルギーマネジメント協会 
	 ①組織概要 
	 	 北九州市で、建築物の省エネ診断・省エネ製品の選定・導入までのサポートと、新エ 
	 ネ製品の研究及び開発を行っている。地域の産学官連携活動の中から組織設立に至り、 
	 一般社団法人として 2010年 4月より業務を開始した。 
	 

	 ②取組内容	 

・	 企業支援・インキュベーターである代表理事と事務員 1名で運営 
・	 会員企業は地域の設備工事会社、機器販売会社等 87社で 7〜8割が地域の中小企業 
・	 会員の特典は、協会経由で商談が紹介されることであるが、その機会は特定の企業

にしか実施できない案件などの特別なケースを除いては、機会は会員企業全社に平

等に開かれている 
・	 商談が成立した場合は、会員企業は協会に手数料を支払う 
・	 会員企業は月額会費を協会へ納入する 
・	 上記以外に新電力の代理店事業、省エネに関する受託事業など広範囲な事業運営を

している 
・	 個々の案件の省エネ成果は管理せず、会員企業への商機提供に特化した事業である 

 
	 ③参考となる点 
	 	 	 協会が関わった案件の省エネ成果を把握しないことからもわかるように、いわば「エ 
	 	 ネルギー分野における、地域の中小企業の支援機関」としての色合いが濃い組織であ 
	 	 る。北九州市が内閣府の環境未来都市の指定を受けていることを背景とした省エネに 
	 	 関わる各種委託事業を活用し、手堅く事業運営している様子が見受けられた。 
 
（４）みやまスマートエネルギー株式会社 
	 ①組織概要 
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    みやま市、株式会社筑邦銀行、九州スマートコミュニティ株式会社の出資によって 
	 2015年 2月に設立された。自治体による家庭等の低圧電力売買（メガソーラ発電・太 
	 陽光余剰電力買取り・電力小売り）を主な目的として設立された、日本初の事業会社で 
	 ある。社員 30名はすべてプロパー社員で 5名が電力事業、25名がサービス担当社員と 
	 いう構成である。次項②で後述するように、東京都の再エネ事業支援、ICTを用いた家	  
	 庭の省エネサービスを行うなど、地域の新たな可能性を示唆している。 
 
	 ②取組内容 
・	 事業の目的は、「地域問題の解決」（高齢過疎化など）と、「エネルギーの地産地消」

による「エネルギーセキュリティ向上」と、「地域経済活性化」である 
・	 電力事業は高圧顧客向けと低圧顧客向けに太陽光の電力を売電しており、JR九州の

1/3の駅舎に電力販売するなど（電力量ベースでは JR九州の全駅の 1/2）、高圧向け
販売で収益を確保している 

・	 太陽光余剰を kWhあたり九電より 1円高く買取るサービスを行っており、家庭向け
売電価格は九州電力より 2〜5%程度格安となっている 

・	 地方都市の電力会社でありながら、東京都が宮城県気仙沼のバイオマス発電電力

(6.5MW)を使用する際のオペレーション業務を受託実施している 
・	 その他インターネットプロバイダー事業、電気・通信・水道の総合徴収によるセッ

ト割引（年間 600円の割引額）、配布したタブレットを活用した地域の生活情報提供、
高齢者見守りサービス、地域の農産品の６次産業化など幅広な事業を展開している 
 

③参考となる点 
	 	 行政が筆頭株主となることによって、地方行政の言うなれば事業にかける「本気度」	  
	 が伝わり、地域内外の顧客から高い信頼感獲得につながっている。それがビジネス上の	  
	 利点となり、優良な顧客獲得に結びついているのではないかと推察される。また、成長 
	 性・収益性・公益性を事業ポートフォリオにより確保し、本来の組織の目的である「地 
	 域問題の解決」と「エネルギーの地産地消」が持続可能な取り組みとなるように意図さ 
	 れている。なお、事業者向けの省エネサービスはまだ行っていない。 
 
	 以上、全国に先進事例を求め調査を行った。札幌型省エネビジネスは地域の事業者向け

に費用対効果に優れた省エネルギーサービスを行いながら、当該サービスの担い手である

地域の中小・零細事業者のビジネスチャンスの創出を図るものである。しかしながらその

ような事例は、目立った動きとしては日本ではまだ出現していないことがわかった。 
	 一方、省エネ先進国であるドイツでは、エネルギーエージェンシーと呼ばれるエネルギ

ーコンサルティング企業が 1990 年代から全国各地で設立されている。これは自治体、公
共施設、企業等を主な顧客とし、省エネ促進や再生可能エネルギーの利用促進などを手が

ける独立採算の公営企業である。 
	 そのエネルギーエージェンシーの一つであるバイエルン州ケンプテン市の EZA(エネル
ギーセンターアルゴイ)に関して、本業務実施以前の 2015年の訪問による調査をベースに
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して、今回Eメールと電話による追加調査を実施した。その結果を下記（５）に述べる。 
 
（５）ＥＺＡ（EnergieZentrumAllgäu	 エネルギー・センター・アルゴイ） 
	 ①組織概要 
	 	 ドイツバイエルン州ケンプテン市の省エネコンサルティング会社。地方行政・電力会 
	 社・廃棄物処理事業者・バイオマスエネルギー事業者・エネルギー関連NPO等の出資 
	 で１９９７年に設立された。 
	 	  
	 ②取り組み内容 
	 社員数 30名と各分野の外部専門家 40名による体制で、企業向けの省エネコンサルテ 
ィングを実施している。工事は、原則としてEZA自身が制定した技術基準を満たした
EZAパートナー企業約 130社で実施する。実施手順は概ね、実態調査→対策箇所の省
エネポテンシャル把握→対策実施前データ計測→提案資料作成→対策工事実施→対策

実施後のデータ計測→継続的なエネルギーマネジメントという流れで実施される。必ず

しも設備更新に拘らず、既存設備を生かす対策を優先する点は、札幌型省エネと共通 
	 する。平均的な省エネ率は、温水ボイラー30%、コンプレッサー30%、蒸気ボイラー15%、	  
	 冷蔵冷凍機 18%、ポンプ 15〜50%、換気 20%、モーター10%、照明・その他 70%と、 
	 かなり大きな実績をあげている。 
 
③参考になる点 
	 	 まず組織面では、エネルギー政策や省エネ事業に関連する地域の幅広いステークホ 
	 ルダーの参画により設立されて、地域ぐるみの省エネ・再エ推進の原動力となってい 
	 る。人財面では、設備や建物に関わる様々なカテゴリーの各専門家が揃っているため、 
	 外部の工事事業者の手を借りなくても対策費用・投資効果を把握し提案することが可 
	 能な体制となっている。業務面では、札幌型省エネと同様、既存設備を生かした省エ 
	 ネを 優先している。提案した対策実施による省エネ成果保証はしていないが、パー 
	 トナー企業の技術水準を定期的な講習会等の実施で維持することにより、施工品質を 
	 確保している。さらにパートナー企業は、工事実施後顧客から品質評価され、それが 
	 EZAに報告されることになる。これはEZAにとってパートナー企業の業務品質チェ 
	 ックと、施工後の顧客とのコミュニケーションの貴重な機会創出となっている。 
	 	 なおドイツは、中小企業が省エネコンサルティングを受ける場合、その費用の８割 
	 が公的に補助される制度を有している 2。これは、省エネビジネスが成立し得る非常 
	 に大きなファクターとなっている。 

 
（６）事例調査結果まとめ 
	 	 これまで述べてきた国内外の５つの事例調査により、札幌型省エネビジネス創出にあ 
	 たっては、以下の９つのポイントの検討が必要であると指摘することができる。 

                                            
2 2015年調査時点 
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	 ①省エネ窓口の経営に関して	 

・	 それぞれ収益性・公益性・成長性を持ついくつかの事業を組み合わせた事業展開を

することにより、組織の持続可能性を確保する。 
・	 専門性を有した地域のステークホルダーが幅広に参画したコンパクトな組織からス

タートする。 
 

	 ②担い手企業に関して	 

・	 事業者登録制度、研修制度、顧客による評価制度等により、施工品質を確保する。 
・	 省エネ窓口の会員企業となることによって、一定の仕事量が確保される等のベネフ

ィットを提供する。 
	  
	 ③顧客に関して	 

・	 初期投資額を抑えるための施策（成果報酬等）を導入する。但し担い手企業の経済

的負担が過度にならないような仕組みとする。 
・	 テナントビルの省エネ対策については入居者だけではなく、オーナーも省エネメリ

ットを享受できる仕組みとする。 
・	 省エネコンサルティングを受ける際の経済的負担を軽減するために、補助制度等を

設ける（環境省のCO2削減ポテンシャル診断事業等を活用することができる） 
・	 意識の高い顧客の自主学習・情報交換ネットワークにより、省エネは一層促進でき

る可能性がある。 
・	 省エネは利回りの良い投資案件であることを訴求する。 

 
２．事業評価委員会意見 
	 	 ビジネスモデルを検討するにあたって、専門家・有識者で構成する事業評価委員会を 
	 設置し、本検討に対するご意見を伺った。 
 
（１）目的 
	 	 	 省エネルギー総合窓口のビジネスモデル構築の参考とするため、各方面の専門家に 
	 	 多面的な観点から議論してもらい、意見を伺う。 
 
（２）事業評価委員会委員構成 
	 	 	 大学教授（経済学）、弁護士、銀行員、省エネルギー関連NPO役員、設備会社役員、 
	 	 ドイツエネルギー施策専門家、行政機関（省エネルギー）合計７名で構成する。 
 
（３）各委員等からの主なご意見	  
	 	 	 期間中２回の委員会実施（平成２８年９月１日、平成２８年１１月１５日）、および 
	 	 各委員への個別ヒアリング、また一部委員には事例調査へ同行頂くなどの機会で下記 
	 	 のご意見を頂いた。また更、福岡県福岡市にてエネルギーロス改善型省エネビジネス 
	 	 を行い、北海道における省エネ対策施工の実績を多数持つ専門家へもヒアリング調査 
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	 	 を行いご意見を頂いた。頂いた主なご意見は以下のとおりである。 
 
	 ①組織・仕組みについて	 

・	 現在は省エネに関する総合的な相談窓口がない状態であり、それは必要である 
・	 省エネに対する信頼性と、このビジネスを担う人財育成が重要なポイントである 
・	 ドイツでは、省エネを実施した顧客がネットワークを作り交流することで、継続の

モティベーションを維持している 
・	 担い手事業者の技術向上・そのための講習会・施工の品質保証などを仕組み化して

いく必要がある 
・	 エネルギーロス全体を見立てる「総合診断医」と、工事を実施する「専門医」の両

方で成り立つ事業 
・	 ノウハウの内、どの部分をオープンにし、どの部分をクローズドにするのかを決め

ていく必要がある 
・	 ドイツでは、工事の設計と監理業務で報酬を受け取っている 
・	 札幌市が事業に関わっていることで信頼性が確保できる 
・	 金融機関の関わり方は、出資・融資・顧客への省エネニーズの喚起 
	 	  
	 ②事業内容について	 

・	 相談と対策実施後のアフターフォローをすることで省エネビジネスに対する信頼性

が増す 
・	 ビジネス化は大風呂敷を広げすぎず、サービスを絞ってやっていく必要がある 
・	 どういった顧客層をターゲットとするのかを決めること 
・	 顧客とのコンサルティング報酬の決め方、省エネ成果の測定の仕方などの契約の仕

方を決めていく必要がある 
・	 省エネを切り口として、地域の課題解決に活かせる分野は何かというアプローチは

必要である 
・	 いきなり高機能の設備を導入しても、お客様は使いこなせないことが多いため、拡

張性を考え一つ一つ納得してもらいながら対策を行うことが重要 
・	 省エネ無料診断受診後も、どこからどのように対策を実施していいのかわからない

顧客が多い 
・	 省エネセンターの無料診断では施工事業者を斡旋できないため、その壁を打破して

ビジネス化をしていく必要がある 
・	 札幌市の他の省エネ関連事業（人財育成など）と連携して、事業を行う必要がある 
・	 省エネの成果報酬は、インパクトがあり効果的なので、担い手事業者の費用回収期

間短縮を図る観点からもファンドがあればよい 
 

３.実地コンサルティングでの検証 
（１）目的 
	 	 本ビジネスで想定しているサービスフローを大まかに言うと、エネルギーロス診断→	 
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	 対策内容選定→工事実施→支援コンサルティングというものである。この実地コンサル	 

	 ティングでは、このサービスフロー前半部分の、エネルギーロス診断実施から対策内容 
	 選定までのプロセスにおける課題抽出と対応策検討を行う。このプロセスは、顧客の省 
	 エネメリット額を大きく左右する重要なプロセスである。 
 
（２）対象事業者とその選定理由 
	 ①対象事業者	 

	 	 札幌市内食品関連企業A社 
 
	 ②選定理由	 

	 	 当該企業は、製造業としては札幌市域にて比較的多い業種と考えられる食品関連の中	  
	 小企業である。工場規模は、従業員○○名、年間エネルギーコストが 1000万円程度と、 
	 規模的にも札幌市域の中小企業として代表性を持つと判断した。当該企業代表者は、本 
	 事業に対して非常に協力的であり、事業期間内での実施が可能であることから選定した。 
 
（３）実施内容 
	 	 以下の内容・手順で実施した。 
①	 予備診断	 

	 	 操業の内容、設備や施設内環境の不具合、過去３ヶ年のエネルギー消費（重油・電力・ 
	 上下水道）をヒアリングし、工場および事務所内を社長同行の上踏査し主要な対策を想 
	 定し、本診断に備えた。 
 
②	 本診断	 

	 	 ボイラー、生産設備、その他ユーティリティ設備、躯体に対して、ハンディタイプの	  
	 測定器（接触温度計、赤外線放射式温度計、サーモグラフィー、風量計等）を用いなが 
	 ら、エネルギーロスを特定していった。予備診断で主要な対策について大まかな見当を 
	 つけ、本診断はその対策を実施できる担い手事業者同行の上実施した。 

 
③	 診断書作成・説明	 

事業所内の主要なエネルギーロスが、食品加工および暖房用蒸気ロスと館内給排気 
	 	 のアンバランスであることを特定した。さらに市場調査でも判明した蒸気ボイラーの 
	 	 蒸気圧の高さがここでも見られた。以上のエネルギーロスの状況、考えられる現実的 
	 	 な対策案を写真付きの資料にまとめ、担い手事業者参加のもと、当該企業社長および 
	 	 設備管理担当者へ説明した。 

 
④	 省エネルギーメリットの定量的推定	 

対策案を実施した場合の、省エネルギーメリットを定量的に推計するために、担い 
	 	 手事業者が主体となって削減可能な蒸気量の測定、断熱等により防ぐことができる熱 
	 	 量の計算等を行った。 
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⑤	 実施対策選定	 

考えられる対策案、それを実施した場合の投資概算額と予想省エネメリット額を勘 
	 	 案した上で、投資の優先順位を決定する。平成２９年３月時点でこの段階である。 
 
	 	 これまでの診断の概要とそれに要した人工数を、表 5-2に示す。 
 
	 	 	 表 5-2	 診断の概要 

実施項目 実施概要 所要 
日数 

所要
人数 

職種 

1.予備診断 状況ヒアリング、データ受け取り、現地
踏査 

 
１ 

 
１ 

 
コンサルタント１名 

2.本診断 設備・躯体のエネルギーロス調査、主
要な対策をピックアップ 

 
０．５ 

 
４ 

コンサルタント２名 
担い手事業者２名 

3.診断書作
成 

1.2.の結果、エネルギーロスの所在を
明らかにし、対策案を顧客へ説明（追
加調査含む） 

 
４ 

 
６ 

コンサルタント２名 
担い手事業者４名 

4.投資額・省
エネ効果定
量推計 

蒸気漏れ対策、配管等設備断熱・遮
熱対策、窓断熱対策の投資概算額と
定量的効果を試算 

 
３ 

 
７ 

コンサルタント１名 
担い手事業者６名 

5.実施対策
選定 

4.を判断材料に、 対策の優先順位を
決定し、施工計画を立てる 

 
３ 

 
５ 

コンサルタント２名 
担い手事業者３名 

 
（４）課題と対応の方向性 
	 ①作業の難易度 
	 	 機器単体ではなく、全体をシステムとして捉えてエネルギーロスを見つけていく作業 
	 を実施するため、コンサルタントにはすべての機器に対する基本的な知識と経験が必要 
	 となる。実働できるコンサルタントが増えないと、顧客との対応に時間がかかり、対応 
	 できる顧客数も限定される。人財の育成が鍵となる。 
 
	 ②定量的な省エネ効果の把握 
	 	 顧客が対策実施を意思決定するには、定量的な省エネ効果、投資額、投資回収期間な 
	 どの定量的な情報が必要となる。しかし、単純な機器入れ替えと異なり、このやり方で 
	 の省エネ効果はケースバイケースで異なる。さらに、この作業には測定機器などの機材 
	 や計算のノウハウ等が必要となる。そのため、診断段階で参加協力可能な担い手の存在 
	 が欠かせない。今回のケースでは、古い蒸気配管のため蒸気の漏洩箇所が多く、配管の 
	 全体的な対策が必要な状況であった。場合によっては、蒸気漏れ対策後の２次側機器へ 
	 の供給蒸気圧力の変化により、さらに全体的な対策が必要になることも想定される。そ 
	 ういった場合の省エネ効果・投資回収期間の定量的推計は難しく、ある程度の場数を踏 
	 み、そこで得られたデータを経験値としてストックしていくことが今後必要となる。 
 
	 ③省エネ対策が製品や工程に与える影響 
	 	 生産設備の場合は、省エネ対策が場合によっては（前述②の蒸気圧力や温度等の生産 
	 条件の変化により）製品の品質に影響を及ぼす可能性がある。また時間の変化により製 
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	 造工程への影響も想定される。そのため、対策の実施にあたっては設備メーカー等との 
	 緊密な情報交換、対策内容の共同検討が必要となる。 
 
	 ④地域の担い手企業の協力・理解・レベルアップ 
	 	 これまでのほとんどの省エネビジネスは、機器単体への対策（修理や入れ替えなど） 
	 であるため、全体のつながりを考え、機器の入れ替えを 後の手段として捉えて、共に 
	 対応策を検討してくれるメーカーや設備事業者等の担い手事業者の存在が必要である。 
 
４．窓口と担い手に求められる要件 
 
（１）想定される顧客からの要望事項 
	 	 顧客ニーズ調査および実地コンサルティング等の現場での対応結果に基づき、想定さ 
	 れる顧客からの主な要望事項を表 5-3に示す。窓口および担い手企業には、こういった 
  ニーズに応えることができる、マインドと技術を持つことが求められる。 
 
	 	 	 表 5-3	 想定される顧客からの主な要望事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）省エネ窓口に求められる要件 
	 	 これまでの調査結果等を元に、窓口（主にコンサルタント）に求められる要件を、①	 

	 省エネの全体像を把握する、②計測・分析、③コミュニケーション、④対策立案、⑤施	 

	 工管理、⑥事務処理の６要素の能力に分けて整理を試みる。これらをチェックリストと	 

	 して、人財育成に活用することが可能であろう。	 

①	 全体像を捉える能力	 

・	 現場からの不具合・困り事を聞いて、おおよその原因が解る	 

・	 不具合・困り事とエネルギーロスの関係が解る	 

・	 現場でのエネルギーロス発生箇所がおおよそ解る	 
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・	 エネルギーロス発生と設備上の問題との関係が解る	 

・	 設備不具合の原因や他の設備からの影響が推測出来る	 

・	 顧客の設備情報を収集し、まとめ、運用改善、省エネ対策の対象をおおよそ絞り込

む事が出来る	 

・	 現場の建物躯体、各機器、部屋、配管	 等の状態・状況を観察し不具合察知が出来

る	 

・	 竣工図面をみておおよその状態が解る	 

	 

②	 計測・分析能力	 

・	 エネルギーロスに係る計測内容が解り計測出来る	 

・	 計測データから異常値、原因の推測が出来る	 

・	 計測数値からエネルギーロスの計算が出来る	 

・	 計測数値から対策前後の比較検証が出来、数値の成否の判断が出来る	 

・	 顧客のエネルギーデータを収集し、グラフ化、可視化し、その他の情報を加味して

傾向分析が出来る	 

	 

③	 コミュニケーション能力	 

・	 顧客に対して適切な状況報告が出来る	 

・	 顧客に対して解り易く現象、原因、関連性、対策必要条件、対策内容、効果につい

て説明が出来る	 

・	 顧客から現場での不具合、問題点、稼働状況、希望、計画など細かくヒアリング出

来る	 

・	 顧客に対して省エネ全般、対象設備の具体的状況等を含めて啓発教育が出来る	 

・	 顧客・協力企業などとの契約交渉が出来る	 

・	 関連組織、企業との共同取り組みの折衝が出来る	 

・	 対策方針・方法を施工企業とコンセンサスを得る為の説明が出来る	 

	 

④	 対策立案能力	 

・	 設備間の連動、関係性を把握し、根本対処方法を構築出来る	 

・	 エネルギーロスに対する対処方策の検討が出来る	 

・	 エネルギーロスの具体的対策設計が出来る	 

・	 対策方法・設備の選択が出来る	 

・	 現場に合った対処方法の工夫が出来る	 

・	 具体的対策工事の設計、見積が出来る	 

・	 対策適合の製品についてその性能、効果検証が出来る	 

・	 設備機器相互の関係から事前にリスクを判断出来る	 

	 

⑤	 施工管理能力	 

・	 対策方法に携われる 適な工事事業者を選択出来る	 
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・	 対策の施工計画を作成来る	 

・	 具体的対策工事を適切に指示できる	 

・	 対策適合の製品についてメーカーと価格交渉出来る	 

・	 具体的対策方法を、施工会社のノウハウを引き出して構築出来る	 

	 

⑥	 事務処理能力	 

・	 調査、検証、工事、対応等の契約書作成が出来る	 

・	 行政からの補助金に係る申請書を作成する事が出来る	 

・	 補助金申請に必要なデータ、コンテンツを揃える事が出来る	 

・	 各報告書・提案書・見積書が効率よく作成出来る	 

・	 効率よい事務処理が出来る仕組み作りが出来る	 

・	 収集したデータなどを効果的にグラフ化などで見える化出来る	 

・	 パソコン、ソフト、機器の取り扱いが出来る	 

	 

（３）要望に応えられる担い手事業者の業種 
	 	 	 前述４．（１）の要望に応えるために必要な業種は、「計測・分析事業者」、「空調機、 
	 	 冷凍・冷蔵機事業者」、「配管改修事業者」、「ボイラー事業者」、「電気工事事業者」、「躯 
	 	 体工事事業者」、「設備メンテナンス・チューニング事業者」等が挙げられる。 
	 	 	 これらの事業者が全体的なコーディネート・コンサルティング機能を有する窓口と 
	 	 協働しながら、顧客の省エネルギーポテンシャルを顕在化し、根本的な対策を実施し 
	 	 ていくことが必要となる。そして窓口と担い手事業者は、徐々に業務範囲を拡大しな 
	 	 がら事業領域の重なりを作ることで、総合力を発揮することができる。そのイメージ 
	 	 を図 5-1に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5-1	 窓口と担い手事業者の機能拡大のイメージ  
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（３）担い手事業者に求められる要件・資質 
	 	 顧客の潜在的な省エネニーズの顕在化や、施設全体を一つのエネルギーシステムと捉 
	 え、事業者間協働による対策を実施していくための、担い手企業の要件・資質を整理す 
	 る。 
①	 技術・装備・資格面の要件 
顧客のニーズに応えていくためには、技術面、装備面、保有資格面で表 5-4に示す 

    要件を持っていることが望ましい。なお、窓口と担い手企業によるチームで顧客対応 
	   に当たっていくことを前提に、表ではそれぞれの役割分担に言及はしない。	  
 
	 	 表 5-4	 省エネ事業推進に必要な要件 

 
 
②	 行動様式・意識面の要件 
	 これまで大手企業の下請け構造の中に組み込まれ、請負業務が多かった地域の中小・

零細企業にとっては、省エネルギー対策を自ら顧客に提案するという、これまでにない 
仕事の仕方が求められる。そのため、必要となるであろう行動様式や意識のポイントを

以下に示す。 
・	 顧客の建物設備・エネルギー管理に関する、かかりつけのドクターを目指す 
・	 近い将来、トータル的な省エネコンサルティングができることを目指す 
・	 常に省エネ総合窓口を中心にチームワークを持って行う 
・	 未経験の状況に遭遇した場合、ノウハウ作りのチャンスと捉えてチャレンジする 
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・	 常に好奇心を持ち新たな技術を捜索・模索・検討する 
・	 対策実施の後にこそ本当の対策が始まるということを忘れない 
・	 グループ内では自らの技術・経験を提供する姿勢を忘れない 
・	 可能な限り既存設備を温存し、エネルギーロス削減の対策を中心に考える 
・	 札幌型省エネルギー対策の主旨、目的を充分認識する 
・	 顧客の立場に立って問題点を解決する方法を見つけ提案する 
・	 自らの技術レベルを高めるため、常に研究し成長するよう努力する 
・	 可能な限り多面的な見方で根源的原因追究を行い、効率的対策を検討する 
・	 自社のみでは根本解決に至らないと判断された場合は、他社とのコラボレーション

で対応する 
・	 改修前後の状況・データ収集は充分に行う 
・	 改修後想定外の結果が発現した場合、徹底した原因調査を実施し、解決策を見つけ

る 
・	 現場検証データは可能な限り詳細に記録し、報告書の形で保管しデータベース化す

る 
・	 成功事例のみならず失敗事例もノウハウ構築・蓄積の材料とする 
・	 施工計画、段取り、行動は安全性・効率化を常に考え、基準書作りを実施する 
・	 顧客とのコミュニケーションスキルを向上させる 
・	 担当する顧客の設備、エネルギー、組織情報は広く収集し、対応範囲を広げる努力

をする 
・	 志を同じくする技術者集団を構築するために、大切な事は何かを常に考える 
・	 技術を後進の者に伝え教える、サービスレベルの維持・向上を目指す 
・	 顧客満足を 大化する為に、グループメンバーは常に協力し合う 

 
このような要件は一朝一夕に満たされるわけではなく、ある程度のトレーニングと 

	 	 実践的経験を積む期間が必要であろう、地方行政には、そのためのトレーニングシス	  
	 	 テムを施策として整備し、担い手の人財育成を支援することが求められる。 
 
５．電力調達コストの改善サービス 
 
	 	 電力小売全面自由化を迎え、北海道内においても新電力（特定規模電気事業者）が従 
	 来の電力会社よりも割安の価格で供給を開始している。 
	 	 昨年度実施の「札幌型スマートファクトリー推進支援事業」では、複数の中小事業者 
	 が同一の電力事業者と一括まとめ契約を行う「仮想共同受電」により、電力コストの削 
	 減を図る可能性を探った。結果は、まとめ契約による割引の上積みは 大で 0.5%程度と、 
	 まとめによる事務コスト等を勘案すると、コスト削減効果はほとんど期待できないとい 
	 うものであった。 
	 	 今年度の調査では、まとめ割引に関するその後の状況の確認と、電気事業者を横並び 
	 で比較し、顧客に 適な電力を選択するサービス（例えば「保険の窓口」のようなイメ 
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	 ージ）の可能性について検討した。  
 
（１）調査対象電気事業者 
	 	 昨年度実施の「札幌型スマートファクトリー推進事業」でヒアリング対象であった新 
	 電力 3社と、本調査で新たに対象とした１社の合計 4社。 
 
（２）調査結果 
	 ①まとめ契約割引 
	 	 まとめ契約による割引に関しては、昨年度の調査で 0.5%の上積み割引が可能としてい 
	 た事業者が、条件次第ではもう少し割引率を上乗せできるかもしれないとの見解を示し 
	 た。それ以外の事業者は各顧客との相対取引を基本とするため、まとめ割引には消極的	  
	 であった。 
 
	 ②省エネルギー診断サービス 
	 	 電気以外のガスや石油等のエネルギー源も含めた省エネサービスについては、各社と 
	 も実施しているか、実施を検討している。具体的には顧客に無償で電力見える化システ 
	 ムを供与し、それを用いた情報解析サービスを提供したり、無料省エネルギー診断サー 
	 ビス等を実施している。 
 
	 ③省エネルギー総合窓口との協働 
	 	 電気事業者を横並び比較し、お客様に 適な電気需給契約を勧めるような形式での代 
	 理店契約については、可能な事業者と検討が必要な事業者に分かれた。また、2017年 4 
	 月開始予定のネガワット取引のスキームの中で電力アグリゲーターとして電力会社と協 
	 働していくことの可能性について、制度の動向を注視していく必要がある。 
 
	 	 各電気事業者の対応の概要は表 5-5に示す。 
 
	 	 	 表 5-5	 まとめ割引・省エネサービスに関する各電気事業者の対応 
 まとめ契約割引の有

無 
予定している 
省エネサービス 

省エネ窓口との協働 

A社 有（前回とほぼ同水
準の割引率） 

見える化システム無償提供と情報解
析サービス 

代理店として協業できる 

B社 未定 検討中 １対１の通常の代理店契約を想定 
C社 未定 不明 不明 
D社 無 試験的に開始 可能性あり検討要 
 
 
６．省エネ窓口のビジネスモデル 
 
	 潜在市場調査、担い手事業者調査、事例調査、実地でのコンサルティング等の結果を受

けて、札幌型省エネルギービジネスのビジネスモデルを検討した。 
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（１）ビジネスの概要 
	 	 既存設備を活かしたエネルギーロス対策を優先的に実施する。具体的には既存設備の	 

	 メンテナンスによりその機能を回復させ、その後に運用改善を行い省エネメリットを創	 

	 出する。対象顧客は業務用施設（ビル系）および産業施設（工場）の所有者となる。	 

	 	 窓口は、協力関係にあるメンテナンス事業者・設備工事関連事業者等の札幌市域の中	 

	 小事業者等の担い手事業者で施工体制を作り、その核となって全体をコーディネートし	 

	 顧客との対応に当たる。工事実施後は、当初の推定通りの省エネルギー効果が得られて	 

	 いるかを検証し、顧客に対して必要な支援コンサルティングを一定期間継続的に実施し	 

	 ていく。窓口スキームのイメージを図5-2に示す。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5-2	 窓口スキームのイメージ	 

	 

（２）提供するサービス	 

	 	 	 主要なサービスは、「工事実施前のエネルギーロス診断」、「診断に基づく工事コーデ	 

	 	 ィネート」、「工事実施後のコンサルティング」の３つが考えられる。顧客との対応フ 
	 	 ローの例を順を追って整理すると以下のようになると考えられる。 
①	 相談対応	 

 窓口での顧客からの相談に応じるサービス。相談施設の規模や相談に要する時間な 
	 	 どに応じて報酬の有無や価格を定めることが考えられるが、有料化は顧客への門戸を 
	 	 狭めることとなるため、困難であろう。 
 
②	 エネルギーロス診断実施	 

 測定機器を用いた、総合的なエネルギーロス解消と快適性向上の対策を提案するた 
	 	 めの診断を実施する。対策案、その実施に要するコスト、実施した場合の投資回収期 
	 	 間、快適性の向上や生産性の向上など得られるベネフィットと負担等、顧客にとって 
	 	 投資の意思決定が可能なレベルの情報を網羅した処方箋を作成する。対策実施にかか 
	 	 る概算金額の記載と、施工事業者を斡旋することによって、省エネルギーセンターが 
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	 	 実施している無料診断との差異化を図られる。無料診断未受診の顧客に対しては、ま 
	 	 ずその受診を勧めてもよい。その後工事実施を前提とした診断を行うことで、より質 
	 	 の高い処方箋を作成することができると考えられる。 
 
③	 省エネ工事コーディネート	 

 工事を実施できる担い手企業を招集し、工事実施チームを編成し、工事を監理する。 
	 	 顧客との契約は、主要な対策を実施する事業者が契約主体者となるケースと、担い手 
	 	 企業がそれぞれ顧客と契約するケースが想定される。窓口が顧客と直接契約するケー 
	 	 スは、工事資格や保険等の観点から当初は想定しにくい。窓口が得る報酬は、担い手	 	 	  
	 	 からのコーディネート料で、工事費の 5〜20%程度が一般的であると考えられるが、 
	 	 料率は一律に定めるのではなく、担い手と協議の上工事の内容によって柔軟に定める 
	 	 べきである。 
 
④	 支援コンサルティング	 

 処方箋どおりの成果が出るように、工事実施後のアフターフォローを行う。エネル 
	 	 ギーロスの改善により、設備が供給する熱量等が大幅に回復し、設備の運用の仕方次 
	 	 第で、得られる省エネメリットが大きく異なってくる。そのため、工事実施後の「適 
	 	 切な設備運用支援」、「電力監視・制御支援」、「社員向けの研修」等の支援コンサ 
	 	 ルティングは、省エネ工事の果実を収穫するために欠かせないサービスとなる。コン 
	 	 サルティングの内容や実施期間は、対策の規模や顧客が設備管理専任の人員を持って 
	 	 いるかどうかになどよって決まる。報酬は、定額型または成果報酬型のいずれかが考 
	 	 えられるが、後者の場合は妥当性があり理解しやすい省エネメリット算出方法を用い 
	 	 る必要がある。 
	 	 	 その他のコンサルティングとしては補助金申請コンサルティング、設備管理事業者 
	 	 向けには設備維持・管理コンサルティング等が考えられる。 
 
⑤	 担い手への研修・情報提供	 

	 担い手に対して技術講習会を実施し、省エネ工事の品質向上を図る。また省エネル 
	 	 ギー技術や商品等に関する情報を定期的に提供する。担い手からの研修受講料や会費 
	 	 収入を得ることになるので、担い手にとってネットワーク加入に見合ったビジネスチ 
	 	 ャンスを創出することがポイントとなる。 
	 

⑥	 電力調達改善	 

 新電力比較を横並びで比較し、顧客にとって 適な契約を選択することを支援する 
	 	 サービス。電力小売自由化は社会的に注目度が高く、他のサービスへの入り口として 
	 	 も有効であるかもしれない。新電力への紹介手数料等が収益となろうが、報酬パター 
	 	 ン等を、各新電力との協議することが必要となる。 
 
⑦	 行政委託事業	 
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省エネ実証事業、その他エネルギー利用に関する事業。また省エネ技術者養成、技 
	 	 術要件の認定や登録に関する事業等が考えられる。中でも環境省のCO2削減ポテン 
	 	 シャル診断事業 3は、前記②のエネルギーロス診断と非常に親和性の高い内容であり、 
	 	 顧客の省エネメリットの積み増しにも繋がるため、是非とも活用するべきである。 
	 

⑧	 メーカーへのフィールド試験協力	 

省エネの現場において、設備や部材の仕様、設置方法等が積雪寒冷地と適合してい	 

	 	 ない事例が少なからず存在する。実態に近い状態での検証を行うために、顧客の協力 
	 	 を得ながらフィールドテストを行い、結果をメーカーにフィードバックし、製品のブ 
	 	 ラッシュアップや開発につなげてもらうことは、省エネ技術の進展に有効である。 

 
 ビジネス立ち上げ期においては、経営資源が限定されるため、これら①〜⑧のサー 

	 	 ビスを「収益性」と「誘導効果」で評価し、状況に応じて優先順位を決めて経営資源 
	 	 を配分していくことが必要であろう。具体的には（６）収益確保の仕組みで述べる。 

 
（３）必要な経営資源	 

	 	 	 省エネ窓口が必要とする要員を想定するに際して、窓口の業務を以下の12点に整理	 

	 	 	 	 する。	 

①	 事業総括	 

	 	 	 事業総括、事業計画立案 
②	 技術営業	 

	 	 	 顧客への提案活動 
③	 診断	 

	 	 	 現場調査、エネルギー消費量計測、各種データ集計・解析 
④	 ソリューション探索・検討	 	 

	 	 	 診断結果を受けて様々な角度からソリューションを検討、CAD操作・作図 
⑤	 申請書他文書作成	 	 

	 	 	 補助金や官公庁等への届け出文書の作成 
⑥	 工事見積	 

	 	 	 複数の対策案毎に見積依頼をし、全体を調整し取りまとめる 
⑦	 エネルギー関連情報収集	 

	 	 	 省エネに関わる情報（技術・法規制・規格等）を広く収集する  
⑧	 技術教育・研修	 

	 	 	 担い手企業等を対象に技術向上支援を行う   

                                            
3 年間CO2排出量が50トン以上3、000トン未満の工場及び事業場等の事業所（以下「受診事業所」という。）
にCO2削減ポテンシャル診断を行う専門機関（以下「診断機関」という。）を派遣し、設備の導入状況、運用

状況、エネルギー消費状況を踏まえ、当該事業所において適用可能な具体的なCO2削減対策を明らかにする。

診断結果は受診事業所においては今後の対策に活用する。診断を行うために必要な経費は、計測ありの場合は

上限100万円、同なしの場合は上限50万円が補助金として交付される。（出典；環境省ウェブサイト）	 
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⑨	 現場状況検証・フォロー	 	 

	 	 	 省エネ工事実施後の状況を確認し必要に応じて設備のチューニングを行い、省エネ 
	 	 	 効果の検証を行う 
⑩	 顧客の省エネ活動支援	 

	 	 	 工事引き渡し後に、顧客の設備運用や省エネ行動に対して、支援的な研修等を行う 
⑪	 担い手企業との連携管理	 

	 	 	 担い手企業拡大、情報提供、調整、各種研究機関・官公庁・団体連携 
⑫	 各種管理業務	 	 

	 	 	 経理・財務管理、労務管理等	 	  
 

	 	 	 以上想定した①〜⑫の窓口業務を、a)事業総括・企画・管理、b)営業（技術営業）、	 

	 	 c)技術・開発の３つに大分類し、この３分野において要員確保を考える。	 

	 	 	 ビジネス開始時点では、a)に２名、c）に３名の計５名の人員が 低でも必要であ	 

	 	 ろう。新規顧客獲得のための営業活動は、省エネセミナーを開催する等の機会を活用	 

	 	 すれば効率的に行うことができる。そのため、b)はa、cと兼務で行うことができると	 

	 	 考える。	 

	 	 	 上記①〜⑫の業務は、必要に応じて担い手事業者等にアウトソーシングし、窓口組	 

	 	 織のコンパクト化を志向するべきである。実務の実施体制に関しては表5-6に示す。	 

	 

	 	 	 	 	 	 表 5-6	 実務実施体制	 

必要な職種要員 	 	 直営業務 外注可能業務 
a.統括・企画・管理 ①⑦⑫ ⑦ 
b.技術営業 ②⑩⑪  
c.技術・開発 ③④⑥⑧⑨ ④⑤⑥ 

	 	 	 	 ○数字は上述の提供するサービス①〜⑫に対応する	 

	 

	 	 	 什器・工具などのハードに関しては、オフィス、計測機器、工事用資機材、車両、	 

	 	 事務機一式等のほか、コンサルティングを想定してエネルギー監視ソフトウェア等の	 

	 	 用意もあったほうがよいだろう。事業経費は、人件費、外注費、地代家賃、什器・工	 

	 	 具、旅費・交通費、リース料、教育研修費、通信費、広告宣伝費等が必要となる。具	 

	 	 体的な金額は事業計画作成フェーズで積算することが必要である。ここでは必要な経	 

	 	 	 	 費を例として表5-7に示す。	 

	 	 	 	 	 	 表 5-7	 必要な経費例	 
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（４）ターゲットとなる顧客と市場規模	 

	 	 これまで数年にわたる弊グループでのエネルギーロス改善型省エネの取り組み結果か	 

	 ら、主要な業種ターゲットは、第Ⅱ章表2-3で示した９カテゴリー施設が有望と考えら	 

	 れる。対策を実施する対象設備としては、Ⅲ．潜在市場調査分析で明らかになったよう	 

	 に、温水や蒸気のボイラーおよび送配管とその付帯部品、空調機の室内機および室外機、	 

	 電力デマンド監視および制御等の見える化、ポンプのインバーター制御化には大きな商	 

	 機が存在する。換言すると、業種にかかわらずこのような対象設備を持つ施設の全てが、	 

	 顧客となり得る。	 

	 	 特に、第１章	 図1-2で示したように省エネ実施手順の 初である機器の状態を監視す	 

	 	 るための計測環境および見える化システム（監視・制御システム）導入は非常に遅れて	 

	 いる。ここには非常に大きな市場が存在する。蒸気ボイラーに関しては、設置している	 

	 ２社に１社の割合で運用改善と蒸気配管のスチームトラップ取り替え、断熱強化の必要	 

	 性が認められた。空調機の室内機および室外機の洗浄・清掃に関しては、今回調査した	 

	 400社だけでも11.5億円程度の市場規模が想定される。	 

	 	 これらは、現在の担い手の業務範囲の中ですぐにでも着手できる有望な市場であり、	 

	 札幌型省エネビジネスの主要ターゲットとなり得るものである。	 

	 

（５）各主体のメリットと負担	 

	 	 	 本ビジネスを実施した場合の、窓口組織、担い手事業者、顧客にとっての現状の課	 

	 	 題、メリット、負担について整理する。課題については、自社のみで解決できない場	 

	 	 合は、行政サイドにおける制度的な解決の方法を模索する必要がある。その上でメリ	 

	 	 ットを 大化、負担を 小化できるような対策を講じることが必要である。	 

	 	 	 その概要を表 5-8に示した。現状の課題とビジネス実施後の負担の双方に共通する	 
	 	 ことが、人財育成の問題である。これは本ビジネスにとって 大の課題といってもよ	 

	 	 く、第Ⅳ章の施策提言の中で対策案について言及する。	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 表 5-8	 各主体にとっての課題・メリット・負担	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（６）収益確保の仕組み	 

	 	 ６．（２）で述べた各サービスは、収益性と誘導効果の２つの基準で評価し取り組ん	 

	 でいくことが考えられる。即ち、収益性の高い「稼ぐサービス」（cash	 in	 大、cash	 out	 	 
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	 小・中）と、当面の収益性が低くても稼ぐサービスへの誘導効果や組織のPR効果がある

「誘導サービス」（cash	 in	 小、cash	 out	 小）として事業分類し取り組む（図 5-3）。	 
	 	 仮想共同受電サービスは、社会的な注目度の高い電力調達改善サービスとして、より	 

	 収益性が高く顧客メリットの大きいサービスへ誘導するためのポータルとして位置付け	 	 

	 る。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 図 5-3	 収益性と誘導性による事業分類	 
	 	 	 	 	 

	 	 これらのサービスの中で想定される主な収益源として、②エネルギーロス診断、③工	 

	 事コーディネート、④支援コンサルティングの３つが考えられる。	 

	 	 エネルギーロス診断は収益性の高いサービスではないが、調査および処方箋作成に要	 

	 した人件費他の経費の回収はしたいところである。	 

	 	 工事コーディネートでは、担い手事業者からコーディネート料（一種の顧客紹介料）	 

	 として受け取る報酬が考えられる。一般的には、工事費用に一定の料率を乗じて計算さ	 

	 れる場合が多いが（料率は5%〜20%程度）、工事の内容によってその率は柔軟に設定さ	 

	 れるべきである。窓口の収益としては、この工事コーディネート料が も大きな割合を	 

	 占めると想定される。ただし入金時期が工事終了後になり、費用回収期間が長くなる場	 

	 合も想定され、キャッシュフロー面での留意が必要である。	 

	 	 コンサルティングは、工事終了後 低でも１年間の契約期間が必要であると考えられ	 

	 る。なぜなら、春・秋の中間季・夏季・冬季それぞれで、設備の運用の方法が異なる場	 

	 合が多く、現場での設備運用方法の支援には 低でも１年の期間が必要であるためであ	 

	 る。工事内容や、顧客が設備保守を専門会社に外注しているかどうかにもよるが、でき	 

	 れば３年程度の複数年契約で中長期的なエネルギーマネジメント支援をし、省エネ手法	 

	 をしっかりと顧客に移転することが望ましい。毎月のコンサルティング料収入は、キャ	 

	 ッシュフローを健全化する上でも重要である。	 
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	 	 コンサルティング報酬額の設定は月額定額制か、または削減したエネルギーコストに	 

	 応じて報酬額を設定する成果報酬制のいずれかが考えられる。成果報酬制は、省エネメ	 

	 リットにおける省エネ以外の要因の除去など、計算方法に課題はある。しかしながら、	 

	 窓口コンサルティングのモティベーションが上がり、追加的なアドバイス・対策の実施	 

	 が促進され、場合によっては大きな収益が期待できる。主要な収益源のポイントについ	 

	 て、表 5-9に示す。	 
	 

	 	 	 	 表 5-9	 主要収益源のポイント	 
	 	 	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 

 
 
 
（７）外部との連携体制 
	 	 総合的な省エネ対策であるため、外部機関との幅広い連携が必要である。想定される 
	 外部機関としては以下の機関が考えられる。 
①	 ビルメンテナンス・設備保守事業者 
顧客が特定のビルメンテナンス事業者に設備の保守管理を委託している場合は、当該 

	 ビルメンテナンス事業者との連携は欠かせない。 
 
②	 エネルギー供給企業	 

電力、ガス、石油等の供給事業者。 近はこれらの事業者が顧客への省エネ診断を実	 

	 施している場合があるため、同じ顧客へコンサルティングする場合は情報の共有が必要	 

	 になることは言うまでもなく、普段からの交流の中で、多様化する供給メニュー等に関	 

	 わる情報を入手する必要がある。	 

	 

③	 計装・設備メーカー	 

エネルギーの使用量の計測は、省エネ対策に必須な作業である。また設備のメンテナ	 

	 ンスやチューニングの際には、機器のトラブルを避けるためにメーカーとの情報交換も	 

	 必要となる。	 

	 

④	 省エネルギー関連機関	 

	 	 一般財団法人省エネルギーセンターが実施している、無料省エネ診断の受診を未受診	 

	 の顧客へ紹介することが考えられる。これにより、その後のエネルギーロス診断および	 

	 処方箋の作成が、より効率的かつ高品質になると考えられる。	 
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⑤	 公設試験機関	 

積雪寒冷地に適した省エネルギー機器の試験・研究等を目的に、北海道立総合研究機	 

	 構工業試験場や大学との連携が考えられる。連携の理由は６．（２）⑧で述べた通りで	 

	 ある。	 

⑥	 その他	 

様々な省エネルギー関連施策との連動や、市民への新しい省エネの考え方や手法の啓	 

	 蒙などを目的に、エネルギー関連行政機関やNPO等との連携が考えられる。	 

	 

（８）事業進展のシナリオ	 

	 	 本事業が札幌市の財政支援のもと開始され、事業開始後３年以内に財政支援なしで運	 

	 営していくためには、①窓口体制の整備・拡充、②担い手の拡大と品質確保に重点的に	 

	 取り組みながら、顧客を拡大していく必要がある。以下にそのためのシナリオの概要を	 

	 描く。	 

①	 窓口体制の整備・拡充	 

このビジネスのポイントはコンサルタントの育成にかかっている。このエネルギーロ	 

	 ス改善型省エネが、未だに省エネの一手法にとどまりビジネス化に成功していない原因	 

	 のひとつが、体系的かつ計画的なコンサルタント育成がされてこなかったためである。	 	 

	 この独自の育成プログラムを策定し実施することが、初年度に必要である。	 

	 	 育成に当たっては、札幌市環境局が実施する予定となっている省エネ技術者育成の取	 

	 り組みを活用し、効率的に体制整備・拡充を図ることもできる。さらには、北海道内外	 

	 で活動中の省エネコンサルタントに、新人コンサルタント育成、現場対応を担ってもら	 

	 ったり、中心的な担い手からスキルのある社員をコンサルティング要員として派遣して	 

	 もらうことも、検討に値する。窓口開設時は、 低でも経験を積んだコンサルタント２	 

	 名体制でスタートし、その後毎年複数名ずつ増員していくことが望ましい。	 

	 	 このようにコンサルタントを育成しつつ、窓口は対象の顧客層や対策内容・アイテム	 

	 をある程度絞り込み、対策内容を標準化し、成功パターンを確立していくことになる。	 

	 これにより経験の浅いコンサルタントの活動領域を広げていく。一方、比較的難易度の	 

	 高い対応が必要な顧客や、新たな顧客層に対しては、経験を積んだコンサルタントが対	 

	 応し、窓口が対応可能な顧客件数を増やしていくことができる体制を構築すべきである。	 

	 

②	 担い手の拡大と品質確保	 

コンサルタント育成と並んで重要なのが、実際に工事を行う担い手の拡大である。担	 

	 い手に対する調査では、省エネ市場に魅力を感じている事業者は決して多くはない状況	 	 

	 にある。参入意欲を高めるには、市場としての魅力を理解してもらうことが欠かせない。	 

	 そのためには、成功事例を積み重ねて潜在的なニーズを顕在化させ、省エネ需要を喚起	 

	 していく必要がある。	 

	 	 技術面では、窓口や行政が体系的な技術研修の機会を作り、技術力向上を支援する。	 

	 前項①同様、技術研修には札幌市環境局が実施する予定となっている省エネ技術者育成	 

	 の取り組みを活用したい。また同じく、外部の省エネコンサルタントにも担い手育成の	 
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	 役割を担ってもらう。	 

	 	 さらには、担い手が実施した省エネ施工について、その品質等に関する顧客の評価	 

	 が窓口へフィードバックされる仕組みは、工事品質確保のために有効であろう。	 

	 	 工事実施にあたってはほとんどのケースで、異なる業種の担い手で一つの班を編成し	 

	 て現場対応に当たることになる。ビジネス開始時は 低でも１〜２班（一業種に複数事	 

	 業者が登録していることが望ましい）体制でスタートし、その後順次班数を拡充してい	 

	 くことが必要である。	 

	 	 以上①、②で述べたシナリオ概要を図 5-10に示す	 
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	 	 	 	 	 	 図 5-10	 ビジネス成長のシナリオ	 
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第Ⅳ章	 省エネルギービジネス推進に向けての施策提言	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	  
	 我が国は1970年代のオイルショック以降、官民をあげた省エネルギーの取り組みによっ

てエネルギー効率を飛躍的に向上させてきた。	 

	 しかしながら、図6-1でも明らかなように過去40年間で見ると、業務部門だけが	 GDP

の伸び(2.4倍)以上に 終エネルギー消費量が増加(2.8倍)しており、大きな省エネポテン

シャルがあることが想像できる。また、省エネが進んでいると考えられている産業部門に

おいても、地域の中小規模の製造業には大きなエネルギーロスがあることを、本事業の調

査で明らかにしてきた。	 

	 省エネが進んでいる欧州では、省エネに関する欧州指令1を受けて、各国がそれぞれ建

物の省エネ基準強化を進めたり、大企業には４年毎のエネルギー監査を義務化する等の施

策を実施している（中小企業のエネルギー監査は努力義務）。欧州各国における省エネ市

場は、このような施策が背景にあって、創出され成長しているのが実情であろう。	 

	 札幌型省エネビジネスの創出にあたっても、第V章6.(6)で示したシナリオを実現させる
には、施策的な支援が欠かせない。その考えられる施策について以下に述べる。 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 6-1	 終エネルギーと実質GDPの推移	 

	 

１．	 人財育成 
 

	 	 中立的な観点から、省エネルギー対策を見つけ提案することができる、いわば「エネ	 

	 ルギーの総合診断医」制度を公的に創設する。現存する公的資格では、エネルギー管理	 

	 士がこれに近いが、コスト管理などの経営の諸課題を視野に入れたコンサルティングが	 

                                            
1 2012年 12月施行。省エネに関しては、2020年までにEUにおけるエネルギー効率改善目標(20%減)の達成
及び更なるエネルギー効率向上を目指すための共通の枠組みである。 
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	 できることが必要である。札幌型省エネルギーの観点から、積雪寒冷・気温年格差が大	 

	 きいなどの地域性を考慮した省エネ対策に対応できる人財を育成する札幌市特有の制度	 

	 2とする。	 

	 

２．	 担い手の拡大（札幌市公共事業参加における優遇） 
 

	 	 札幌型省エネの担い手事業者登録されていることが、札幌市公共事業参加時の評価ポ	 

	 イントとなるなど、札幌型省エネビジネスの担い手となることへのインセンティブをつ	 

	 くる。	 

 
３．顧客の省エネ対策の促進 
（１）ファイナンス制度の創設 
	 	 エネルギーロス診断受診、対策工事実施、支援コンサルティングに要する顧客の費用	 

	 を支援するファイナンスの仕組みを、札幌市が中心となって創設する。補助金、無利子	 

	 融資、融資における優遇金利適用などが考えられる。	 

	 	 	 	 	 

（２）テナントビル対策の導入	 

	 	 設備メンテナンスや運用改善による省エネ対策実施によって得られた省エネメリット	 

	 額を、ビルオーナーと入居者がシェアすることなどを条件に、その経費の補助制度を導	 

	 入する。札幌市内に多く存在するテナントビルの省エネ促進には有効な施作であると考	 

	 えられる3。	 

	 

４．	 札幌市有施設での先導的実施と札幌型省エネファンド創設 
 

	 	 公的部門を梃子にした省エネ推進については、省エネ市場形成効果や経済波及効果が	 

	 大きいため早急に推進するべきであるとの提言が過去にもされている4。札幌市有施設	 

	 で先導的に実施することは、札幌型省エネビジネスの大きな支援策となる。	 	 

	 	 その削減したエネルギーコストの一部を活用して、札幌型省エネファンドを創設し、	 	 

	 民間施設の省エネ対策促進のために活用するなど、環境首都札幌市にふさわしい大胆な	 

	 省エネ政策につなげていってはどうだろうか。３．（１）の施策と連動させ、顧客の省エ	 

	 ネ初期投資負担の軽減などに充てることも考えられる。	 

 
５．	 市民参加の仕組みづくり 
	 	 本ビジネスは対象が家庭以外であるが、市民の関心を喚起すること、更にいうと市民	 

                                            
2 ドイツの省エネに関する公的資格であるエネルギープランナーやエネルギーアドバイザー制度などは参考
になる。 
3 東京都のグリーンリース普及促進事業などが参考になる。 
4 『省エネ化と「省エネ産業」の展開について〜省エネの「現場」からの７つの提言〜』（平成 21年 3月）
当時の経産省資源エネ庁省エネ・新エネ部長の私的研究会の報告書。 
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	 参加の要素を作ることができるかどうかが、省エネ普及促進のための重要なポイントと	 

	 なると考えられる。従来から省エネのイメージは、我慢・頑張り・節約という制約要因	 	 

	 として捉えられがちである。しかしながら、札幌型省エネは、大きな効果が期待でき、	 

	 その本質は「創意工夫や気づきを必要とする非常にクリエイティブな省エネ」であり競	 

	 争力の源泉となり得るものである。パリ協定が発行し我が国もCO2削減義務を負い、更	 

	 には安全性に大きな不安要素を持つ原子力発電に頼らずにCO2排出量を削減するには、	 

	 札幌型省エネは札幌市の産業施策、エネルギー施策の切り札となり得る。	 

（１）省エネ達成状況の広報	 

	 	 札幌市として調査した省エネのポテンシャル、それに基づき定める省エネ目標値・達	 

	 成状況をウェブサイトで市民に広く広報する。ウェブサイトには、エネルギーロスやそ	 

	 の改善方法、家庭も含めた既存設備のメンテナンス・省エネ方法などについての基本的	 

	 な情報を提供し、省エネのポテンシャルについて広く市民に理解してもらえるようにす	 

	 る。そのことにより、企業は企業市民として、経営者や社員も家庭人として、札幌型省	 

	 エネに関心を持ち行動する社会的なムーブメントを作る。	 

	 	 この省エネ目標値に基づいて、札幌市域におけるオンサイトや近場（ニアバイ）で生	 

	 産する再生可能エネルギー導入目標を設定し、札幌市域における望ましいエネルギー社	 

	 会の設計図を描いていく必要があろう。	 

	 

（２）学校教育での省エネ実践	 

	 	 エネルギー効率や省エネに関する基本的な知識や工夫の仕方を、実践的に体験し学ぶ	 

	 ことができる機会を、小中高校でつくる。小学校では総合的学習、中学校や高校では理	 

	 科教育などの中でその時間を設ける。ドイツの一部の小学校では、生徒自ら学校内のエ	 

	 ネルギーロスを見つけ、省エネの工夫する「エネルギー名探偵」という授業がある。ミ	 

	 ュンヘン市との交流のチャネルを生かして、学校におけるエネルギー教育について調査	 

	 し、札幌の子どもたちの省エネ感性を育んでいく。	 

 
６．	 国際交流活動への支援と国内外への販路支援 

 
	 	 ドイツ国内でも先進的な環境都市であるミュンヘン市と札幌市との姉妹都市チャネル	 

	 を活用し、省エネルビービジネスに関する定期的な情報交換や技術交流などを行う5。	 

	 	 中期的には、本ビジネスで用いる製品・技術・手法で有望なものに関しては、札幌市	 

	 による国内外での積極的な販路拡大支援を行うことも、担い手に対する強力な経営支援	 

	 となるだろう。	 

	 

                                            
5 弊グループメンバーにて2013年から2015年の3年間、ミュンヘン市における省エネビジネス調査を実施し、
その際にミュンヘン市が現地民間企業との対応窓口、現地訪問のアテンド等を務めてくれている。非常に積極 
的かつ親切な対応をしてくれていることからも、省エネビジネスをテーマとした札幌市とミュンヘン市交流

実現の可能性は高いと考えている。  
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　 月 日

１．事業所概要

1.1)建築物の概要

①基本情報

a.名称

b.住所

c.用途

②延床面積 [㎡]

③建物の構造

a.竣工年月 年 月

b.階数 地上： 階・地下： 階 c.室数 [室]

1.2)設備の概要

①電気設備

a.受電電圧 [V]

b.電力に関する情報

ア．供給会社

イ．契約電力 [kW]

ウ．契約種別

有・無

有・無

②熱利用設備

有・無 用途：

ア．蒸気ボイラ
（該当する回答に○を入れる。複数回答可）

有・無

台数（定格能力）： [t/h] × [台]

蒸気圧力（設定値）： [MpaG] 配管長＊： [m]

スチームトラップ＊： [個] ＊は概数で結構です。

イ．温水ボイラ
（該当する回答に○を入れる。複数回答可）

有・無 台数： [台]

c.電力の管理に関する情報

記入日：平成28年

平成28年度 札幌型省エネルギービジネス創出事業
事業所における省エネに関する実態調査（アンケート）

※「有」と回答した方⇒
（該当する回答に○を入れる）

自動制御あり・なし

イ.設備ごとの電力計測装置
（該当する回答に○を入れる）

ア.デマンド監視装置
（該当する回答に○を入れる）

※「有」と回答した方⇒
（該当する回答に○を入れる）

大部分・半分程度・一部

※「有」と回答した方⇒
（該当する回答に○を入れる）

※「有」と回答した方⇒
（該当する回答に○を入れる）

暖房 ・ その他

a.燃料の種類
（該当する回答に○を入れる。複数回答可）

都市ガス ・ Ａ重油 ・ Ｂ／Ｃ重油 ・ ＬＰＧ ・ その他

b.ボイラ
（該当する回答に○を入れる。複数回答可）

※「有」と回答した方⇒
（該当する回答に○を入れる）

小型貫流・炉筒煙管・その他

調査票

	 別紙１	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



  78 

ア.使用設備

イ.冷凍能力
(単位を選択の上○を入れて下さい）

[USRT]／[kW] × [台]

ウ.導入時期 年 月頃

エ.冷却方式 ＊は概数で結構です。

オ.ポンプの総台数＊ [台] ※うちインバータの実装数＊： [台]

カ.空調ダクトの台数 [台] 有・無

b.パッケージ空調

ア.使用設備：

イ.室内機の台数： [台] [台]

エ.冷房能力の合計：
(単位を選択の上○を入れて下さい）

[kW] [kW]

カ中心たる導入時期： 年～ 年頃 左記の割合： [％]

キ.エネルギー源：

④水の使用

a.水の供給源

有・無

有・無

２．エネルギー管理体制

①省エネ法でいう「エネルギー管理指定工場」 ですか？

③省エネを推進するための組織体制が社内に存在しますか？

④事業所内に省エネ推進の企画者が常駐？

⑤事業所内にエネルギー管理担当者が常駐？

⑥省エネ推進の企画者（上記④）とエネルギー管理担当者（上記⑤）は同一ですか？

⑦省エネ推進の企画・検討プロセスは？

⑧省エネ推進の企画者（上記③）と省エネ投資の意思決定権者は同一ですか？

※「いいえ」と回答した方⇒意思決定権者の職位をお聞かせ下さい。

⑨省エネ投資の回収年数基準はありますか？ ある （ 年） ・

⑩エネルギー使用設備のメンテナンスの担い手は？

⑪省エネ推進の「指標」としているものをお聞かせ下さい（複数回答可）。

⑫省エネに関する情報提供を組織内で実施していますか？

♦EA21：「エコアクション21」を指す。

水冷式 ・ 空冷式

ビル用マルチエアコン ・ 個別式エアコン ・ その他

b.下水の減免措置利用
（該当する回答に○を入れる）

c.節水対策の実施
（該当する回答に○を入れる）

③空調設備
（該当する項目に○を入れる）

キ.全熱交換機の有無：
（該当する回答に○を入れる）

井戸水 ・ 水道水 ・ 工業用水

オ.暖房能力の合計：
(単位を選択の上○を入れて下さい）

電気 ・ 都市ガス ・ ＬＰＧ ・ 重油

a.セントラル空調方式

セントラル空調　・パッケージ空調
（中央・集中方式）　　　　　　　　　　（分散・個別方式）

ウ.室外機の台数：

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

ない   ・ 案件毎

ターボ冷凍機 ・ モジュールチラー ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収式冷凍機

一種指定・二種指定・指定なし

EA21♦認証・ISO14001認証・なし

社員常駐 ・ 委託業者常駐 ・ 常駐なし

社員常駐 ・ 委託業者常駐 ・ 常駐なし

はい ・ いいえ

a.エネルギー消費量　 b.CO2排出量　 c.エネルギー費削減額 　d.エネルギー原単位 　e.その他

②環境マネジメントシステムの認証を受けていますか？

社内事例紹介(省エネ効果掲示) ・ 社内研修会実施 　・　 その他※具体的な内容は？
（複数回答可）

社員（自前） ・ 委託業者（外注） ・ 不明

社内で技術検討 ・ 出入り業者による提案
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３．エネルギー使用設備の運用状況（蒸気使用設備）

①蒸気使用設備の一般的な運転管理状況をお聞かせ下さい。

４．エネルギー使用設備の運用状況（温水使用設備）

①温水使用設備の一般的な運転管理状況をお聞かせ下さい。

月 日

⇒「把握している」場合、単価は（概算で可）？ [円/MJ]

②温水ボイラーの運転管理状況をお聞かせ下さい。
（該当する部分に○をお入れ下さい）

ボイラの運転期間
（該当する部分に○を入れて下さい）

月 日 ～

50%

d'.配管 0%

e.ボイラの運転期間
（該当する部分に○を入れて下さい）

～

100%

d''.バルブ・フランジ 0% 100%

a.温水単価
（該当する部分に○を入れて下さい）

把握している ・ 把握していない

b.配管の漏れ点検
（該当する部分に○を入れて下さい）

定期的に実施 ・ 気が付いたら実施　・実施していない ・ 該当せず

d.配管等の保温率（保温材を巻いている割合）
（該当する割合に○をお入れ下さい）

月 日 月 日

[%]※わかれば、値⇒

b.空気比
（該当する部分に○を入れて下さい）

管理している ・ 管理していない ※管理している場合、値⇒

d.ボイラ効率
（該当する部分に○を入れて下さい）

管理している ・ 管理していない

c.ドレン回収
（該当する部分に○を入れて下さい）

実施している ・ 実施していない ・ わからない ・ 該当せず

e'.交換率（過去１年間）
※全数に占める割合に○を入れて下さい。

0% 100%

a.ブロー率
（該当する部分に○を入れて下さい）

把握している ・ 把握していない

②蒸気ボイラーの運転管理状況をお聞かせ下さい。
（該当する部分に○をお入れ下さい）

e.スチームトラップ点検
（該当する部分に○をお入れ下さい）

e'.点検率（過去１年間）
※全数に占める割合に○を入れて下さい。

0% 100%

点検している ・ 点検していない ※「点検している」場合は↓へ。

d''.バルブ・フランジ

0% 100%

50%

0% 100%

d'.配管

d.配管等の保温率（保温材を巻いている割合）
（該当する割合に○をお入れ下さい）

c.不要配管の整理・撤去
（該当する部分に○を入れて下さい）

都度実施している ・ 実施していない ・ わからない ・該当せず

b.配管の蒸気漏れ点検
（該当する部分に○を入れて下さい）

定期的に実施 ・ 気が付いたら実施　・実施していない ・ 該当せず

③蒸気使用設備のエネルギー管理に関するお悩み・お困りごとで該当する内容があれば○をお
入れ下さい。

c.不要配管の整理・撤去
（該当する部分に○を入れて下さい）

都度実施している ・ 実施していない ・ わからない ・該当せず

有資格者が必要　・　外注費がかさむ  ・ 何をすべきかわからない

困っている ・ 特になしc.ボイラのメンテナンス

c'.具体的には？

a.配管等からの漏水 困っている ・ 特になし

b.蒸気の煙（モアモア） 困っている ・ 特になし

a.蒸気単価
（該当する部分に○を入れて下さい）

[円/t]

把握している ・ 把握していない

⇒「把握している」場合、蒸気単価は（概算で可）？
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５．エネルギー使用設備の運用状況（空気調和設備）

①空調設備の一般的な運転管理状況をお聞かせ下さい。

c'.具体的には？

困っている ・ 特になし

窓から風が入りやすい ・ 玄関から風が入りやすい ・ 隙間風の音がする

ご協力有難うございました。

（例）「故障の際の修理費が高い」、「適切な省エネ策を知る方法がない」など（自由回答）

６．エネルギー使用設備全体を通じて、その他お悩みの点等ありましたらお聞かせ下さい。

③空調設備のエネルギー管理に関するお悩み・お困りごとで該当する内容があれば○をお入れ
下さい。

a.冷凍機・空調機の故障 困っている ・ 特になし ※「困っている」と回答された方は↓。

こまめに確認 ・ 年１回程度確認 ・ 何もしていない ・ 該当せず

c.冷却水入口温度の調整

毎日こまめに調整 ・ 季節ごとに調整 ・ 何もしていない ・ 該当せず

毎日こまめに調整 ・ 季節ごとに調整 ・ 何もしていない ・ 該当せず

d.成績係数(COP）の管理

c'.冷却水ポンプのインバータ運転 実施 ・ 未実施 ⇒「実施」の場合の周波数？ [Hz]

b'.冷水ポンプのインバータ運転 [Hz]実施 ・ 未実施 ⇒「実施」の場合の周波数？

②セントラル空調設備の運転管理状況をお聞かせ下さい。
（該当する部分に○を入れて下さい）

a.外気取り入れ量の調整 自動制御している ・ 手動調整している ・ 何もしていない ・ 該当せず

b.冷水出口温度の調整

g'.ブラインドの利用
（該当する部分に○を入れて下さい。複数回答可）

入室中に使用  ・　退出時にも下げている　・　何もせず　・　該当せず

g''.出入口からの外気吹き込みの抑止 実施している ・ 実施していない ・ 不可能 ・ 該当せず

g.窓面の管理

e''.室内機の清掃頻度

に１回程度

に１回程度

f.室外機の管理

f'.障害物の除去
（該当する部分に○を入れて下さい）

f''.日陰づくり
（該当する部分に○を入れて下さい）

定期的に確認 ・ 気づいた時に都度対応 ・ 何もしていない ・ 該当せず

実施している ・ 特に何もしていない ・ 実施不可能 ・ 該当せず

a'.冷房使用開始日

e.フィルタの清掃
（該当する部分に○を入れて下さい）

実施している ・ 実施していない ・ わからない ・ 該当せず

e'.室外機の清掃頻度

d.運転時間の管理
（該当する部分に○を入れて下さい）

ルールがある ・ 意識づけで都度対応 ・ 管理していない ・ 該当せず

b'.暖房開始日:

a'.具体的には？
（複数回答可）

冷えない ・ 温まらない ・ 頻繁に故障停止 ・ その他

b.空気環境 困っている ・ 特になし ※「困っている」と回答された方は↓。

臭気あり ・ 空気が澱んだ感じ ・ 窓際が寒い（暑い） ・ 温度ムラありb'.具体的には？

c.風の流入

a.夏季の冷房設定温度 ℃ b.冬季の冷房設定温度： ℃

十分管理している ・ まぁ管理している ・ 管理していない ・ 該当せずc.湿度
（該当する部分に○を入れて下さい）

月 日 日月
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