
ビルメン業の付加価値経営
～節電・省エネを焦点に～

（社）資源エネルギー研究協会

理事 三角 治洋

平成27年1月28日



ビルメン業の付加価値経営

●ＩＴの活用：労働生産性の向上

●改善活動：業務のＱＣ

●標準化 ：名人芸の普及

●その他 ：ＰＭなど関連事業

への進出

１



新年の経済

●世界の動向： 混迷、予測不能

・米：世界を牽引。息切れ不安も

・ＥＵ：混沌 ・ロシア：回複先送り

・中国とアジア：減速へ

●日本の動向： プラス成長へ

・内需依然不振、頼りは外人訪日客

・中小ビル経営？。管理費ＵＰ？
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節電・省エネを巡る動向



北海道電力の再値上げ

●法人向け電気料金

２０．３２％値上げ（申請時22％）

（昨年、９月値上げ：１１％）

●家庭用電気料金（認可対象）

認可：１５．３３％（申請17.03％）

（昨年、９月値上げ：７．７３％）

●時期 ２０１４年１１月実施
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関西電力の再値上げ申請

●法人向け電気料金

１３．９％値上げ

（昨年、５月値上げ：１３％）

●家庭用電気料金（認可対象）

申請：１０.２％）

（昨年、５月値上げ：９．７５％）

●時期 ２０１５年４月実施
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2012東電の値上げ

法人向け電気料金、平均17％値上げ

①特別高圧モデル（大規模ビル）
●契約：特別高圧季節別時間帯別Ａ ４，０００ｋＷ １６０万ｋWｈ

●電気料金：（改訂前）１４．２７円/ｋWh （改訂後）１６．８５

●値上げ：２．５８円/ｋWh ●値上げ率：１８．１％

②高圧モデル（中規模ビル）
●契約：業務用電力 １５０ｋＷ

●電気料金（改訂前）１９．５１円/ｋWh （改訂後）２２．１２

●値上げ：２．６１円/ｋWh ●値上げ率：１３．４％

③原油換算１kL当たり、約１万円
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電気料金を下げるには

①電気料金（月当り）＝基本料金＋電力量料金等

②基本料金＝契約電力（kW）×（１８５－力率％）÷１００×単価（高圧受電業
務用電力（東電）：1,638円/kW、低圧電力：1,071〃）

（対策）最大電力の抑制に向け「ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ実施」「起動注意」「力率の改
善」「省ワット移行」

③電力量料金＝月間電力使用量（kWh）×単価（円/kWh）

（対策）省エネして使用量の節約

６



ビルの光熱水費用（概要）

出典 省エネルギーセンター

建物種類
エネルギー原
単位（MJ/㎡・

年）

エネルギー費
用（円/㎡・
年）

用水原単位
（㎥/㎡・年）

用水費用

（円/㎡・年）
光熱水費用
（円/㎡・年）

事務所 2,303 3,540 0.98 740 4,280

スーパー 2,998 4,600 1.66 1,260 5,860

ホテル 3,167 4,890 3.64 2,760 7,650

病院 3,371 5,170 2.79 2,120 7,290

庁舎 1,500 2,300 0.68 520 2,820

備考
電力料金：15円/kWh

熱：A重油60円/L

上下水道料金：

760円/㎥
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ビルのＬＣＣ（ﾗｲﾌ ｻｲｸﾙ ｺｽﾄ）

LCCとは「建物の土地代金を除く、
全期間の費用（コスト）

（例）事務所ビル：延べ床、６０００ｍ2

・企画設計費：１％ ・建設備：１８％

・エネルギー費：３７％ ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費：２８％

・修繕費：１５％ ・廃棄処理費：１％
（註）引用（公社）東京ビルメンテナンス協会資料「建設設備管理」
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省エネ・節電対策

●運用の改善

●設備の改修

●管理の充実



設備の高効率化改修

涙（管理）を舞台に、

花（建設）への前進



主要国のｴﾈﾙｷﾞｰ効率と限界費用
●ｴﾈﾙｷﾞｰ効率：同一GDP当たり必要ｴﾈ量

●限界費用：追加的にCO2を1ｔ削減に必要費用

●主要国 ｴﾈﾙｷﾞｰ効率 限界費用

日本 基準１．０ 476㌦/ｔ

米国 ２．０ 60

英国 １．２ 48

ﾄﾞｲﾂ/ﾌﾗﾝｽ １．７/１．８ ～135

韓国 ３．１ 21

中国 ７．８ 3
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期待のテーマ

●実態に即した計画作成

●見える化・ＬＥＤ化・ＩＮＶ実施

●賢いエアコン改修

●補助金申請の代行

●電力計測

●なんでも歓迎（お客様囲い込）
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設備改修の動向

●照明のＬＥＤ化

●老朽設備等への高効率化改修

●電力の監視・制御・見える化促進

●創電（コージェネ・太陽光発電他）と ガス
機器の強化（ＧＨＰほか・脱電熱器へ）

●建物断熱（窓対策等）の促進

●エネルギーミクス追求とセントラル脱出

１１



実態に即した計画づくり

●投資計画への２ｎｄオピニオン。設備管理体験に基づく、投資コンサ
ルの展開

●ビル管理の運転体験ノウハウ活かして、データ分析。（ビルメンのみ
の特技）

●チューニング（ソフト）ＥＳＣＯへの展開へ
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見える化・ＬＥＤ化・ＩＮＶ実施

●見える化：デマンド監視装置は今や必須。関係者全員に見える化、
不可欠

制御装置付加は適宜

●ＬＥＤ化：２０２０年：水俣条約発効。日本、蛍光灯国内生産停止。
都、オリンピックに「ＬＥＤ東京」を世界に展示を期待

水銀灯は終わる、改修急ぐ

●ＩＮＶの活用：負荷変動の回転機器には導入を。後付けは原則、手
動制御
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（課題認識） エアコンの全面改修は投資の経済性はない。賢い部分改修・
提案を期待

（おすすめ）

①エアコン室外機凝縮器の後付け、面積拡大

②エアコン圧縮機の電子制御による間欠運転

③エアコン圧縮機のみの更新

④室内機からの気流の流れ方向調整板

⑤Ｒ２２停止。 新冷媒の活用他

エアコンの賢い改修
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補助金確保と申請代行

●補助金確保

・申請競争に勝つ計画の作成

・申請の代行サービス

●補助事業の完成

・諸手続きの代行サービス

●補助金工事への参入とネクスト

への広がり

（補助金のポテンシャルの活用）
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補助金の動向他
①リチュームイオン電池の導入促進

②ＢＥＭＳ導入促進

③ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援

窓口：ｓｉｉ 補助率：１/３～１/２

事業規模：約１９０億円（予算４００）

④節電・省エネ診断

窓口：省ｴﾈｾﾝﾀｰ 件数：2,000件 ６億円

⑤環境省・国交省関連など
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①交付要件：省ｴﾈﾙｷﾞｰ率１％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量500kl/年以上など。
電力ﾋﾟｰｸ対策追加

②判断：技術の先端性、省エネ効果と費用対効果を踏まえて政策的意義
高いこと

③省エネ効果：・省ｴﾈ率（％）・省ｴﾈ量（kｌ/年）

④費用対効果：耐用年数期間の省エネ量÷補助対象金額（ｋｌ/億円）

⑤回収年数：投資金額÷（年間の省ｴﾈ量×ｴﾈ単価）

エネ合補助金交付基準 １７



区分Ⅰ：省エネ推進（省エネ率1％以上ほか）

区分Ⅱ：電気需要平準化（ピーク対策効果５％以上ほか）

区分Ⅲ：エネマネ推進（省エネ率１０％以上ほか）

申請パターン

●補助率１/３：Ａ（Ⅰのみ）・Ｂ（Ⅱのみ）・Ｃ（ⅠとⅡ）

●補助率１/２：Ｄ（ⅠとⅢ）・Ｅ（ⅡとⅢ）・Ｆ（ⅠとⅡおよびⅢ）・Ｇ（ⅠとⅡお
よびⅢ）

エネ合補助金メニュー １８



①エアコン改修：能力（冷20kW・暖24kW）１０台の更新・消費電力（冷）
8→5kW、（暖） 10→6kW

②省エネ効果：129.6千kWh/年→79.2千kWh/年

・省エネ量：11.64kl/年（裕度10％考慮）

③費用対効果： （11.64kl/年×15年）÷補助対象金額0.14億円＝1,247kl/
億円

④回収年：投資金額16,000千円÷（11.64kl/年×ｴﾈ単価97.19千円/kl：電
気料金25円/kWh）＝14.14年（耐用年数15年）

エネ合補助金交付モデル（ｴｱｺﾝ）
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①必要条件：「規程適合」「事業場省ｴﾈ率１％以上」・・・問題なくＯＫ

②費用対効果： 1,100kl/億円以上

④回収年：「耐用年数15年」程度

⑤対策：投資額の削減目指して

・能力見直し：負荷軽減（温度調整・間引き等）

・賢い改修（間欠運転制御、水噴霧ほか）

・室内機の多機能化抑制

・ＬＥＤ・全熱交・センサーの組み合わせ

エアコン補助金交付には
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消費電力・電力量の計測

●測ると分かる：問題の発見など。

データは真実・力もつ

●日負荷データ（深夜・休日・季節別）

⇒ロス発見と運用ステップ改善など

●電灯用と電力用

⇒ビルの電気ﾊﾞﾗﾝｽ⇒攻めどころ発見

●測定道具：多回路モニター等種々

●攻めどころにリンクする計測展開

（ビルメンにしか出来ないノウハウ）
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（課題認識） センサー活用の改修

（おすすめ）

①人感センサー：トイレ・ｴｽｶﾚｰﾀ・ﾎﾃﾙ廊下照明

②昼光センサー：窓側の調光

③ＣＯ２ガスセンサー：換気扇との連動

④ＣＯガスセンサー（警報器）の活用：厨房

⑤センサー利用の高度な制御：調光・CO2濃度と送風機制御・圧力ｾﾝｻｰと排
風機制御

センサーの活用 ２２



改修の効果

（照明）・螢光灯（８５Ｗ）⇒ＬＥＤ（３１Ｗ）６４％減
・水銀灯（４１５Ｗ）⇒ＬＥＤ（１００Ｗ）７６％減
・ハロゲン灯（６９Ｗ）⇒ＬＥＤ（１１Ｗ）８４％減

（エアコン）・ＣＯＰ（２．４４）⇒（３．５０）
性能劣化０．９の場合、約４割削減

（冷温水機）・ＣＯＰ（０．９）⇒（１．１）
性能劣化０．９の場合、約２割削減

（インバータ導入）・削減率：５０％程度
（見える化とエネマネシステム）

・削減率：事業場全体の２～４％程度
（建物断熱：窓対策）：日射４割減（温度５℃低下）
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創電の促進ほか

●コージェネ促進：

「電気と熱・蒸気が同時使用」の事業場

「エンジン式発電」と「蒸気トップタービン発電」

●再エネ発電（ＦＩＴ制度活用）：

「太陽光発電」「バイオマス発電」「小形風力発電」「小水力発電」「地熱発電」

●太陽熱の活用：太陽熱温水システムの導入

●エネルギーミクス追求とセントラル脱出
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ＧＨＰ・ガス機器への期待
●設備のﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽ：ＧＨＰ・ガス機器強化は国策

電力の熱利用は不可・電動力利用に限定

（一次エネルギー量に焦点）

●電気料金２次値上げ不可避・昼間料金高騰

昼間の電気料金の高謄は確実

国策（昼間電気の使用抑制）遵守の料金体

系（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・ﾚｽﾎﾟﾝｽ契約）進む

●空調熱源機：ﾍﾞｰｽﾛｰﾄﾞ熱源としてガス機器を

業務用熱機器：原則、ガス機器を
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設備改修への取り組み方

「高効率化は国策」・「促進には知恵巡らす」

①運用改善して、合理化投資金を貯金

（エアコン更新：単準投資回収２０～３０年）

②補助金の活用（オーナーの願い）

（例）・Ｓｉｉ（１/３補助）：ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化支援など

・ＥＳＣＯ（１/２補助）：中堅・中小事業者ｴｽｺ〃
③ＥＳＣＯの活用、ことにチューニングＥＳＣＯ

④効果ある改修投資：「実態に即した設備能力」「ＬＥＤとﾛｽﾅｲ」「水・湯と
の組み合わせ」ほか

⑤排出量取引「国内クレジット制度」の活用
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運用・管理の問題と対策



運用の改善

チューニング（ソフト）ＥＳＣＯ



ソフトＥＳＣＯサービスとは

運用改善サービス

●高い技術力で運用改善支援

●省エネ・節電投資ゼロ

●省コストを分かち合い

●省エネ人材の育成に貢献
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ソフトＥＳＣＯの仕組み

運用改善効果の分かち合い

●ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ設定：基準ｴﾈﾙｷﾞｰ量設定

●プロ：運用改善方策の提案と指導

●契約：ｵｰﾅｰ・プロ等との業務契約

●管理者：プロと協業、成果引き出す

●省コスト成果を関係者分かち合い
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ＥＳＣＯの仕組み

顧客の利益

ESCO事業者の
経費

顧客の利益

金利

初期投資

光熱費支出

光熱費支出 光熱費支出

ＥＳＣＯ
前

返
済
分

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果

ESCO事業者が
保証する

ＥＳＣＯ
後

契約
完了後
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①事業要旨：省エネ専門業者から運転方法の指導受け、省エネ実現、省ｺｽﾄ
追求。

・契約期間3～5年 ・利益按分、出来高払い

・ﾋﾞﾙｵｰﾅｰの投資・負担ゼロ

②省エネ専門業者：市が業者登録

③支援委託業者：市に替り、ｵｰﾅｰ支援（入札）

④省エネ専門業者への見積もり依頼

⑤省エネ専門業者の診断・提案・ﾌﾟﾚｾﾞﾝと支払

⑥省エネ専門業者決定・ｵｰﾅｰと契約・事業開始

福岡市の仕組み ３０



（施設名） （光熱水削減）（業者報酬）（市利益）

①競艇場 31,002千円 70％ 9,301千円

②こども病院 30,266 25 22,700

③市民病院 21,886 15 18,603

④動物園 16,851 40 10,111

⑤国際議場 15,023 25 11.267

⑥魚市場 10,386 70 3,116

⑦その他(13)    ﾊﾞﾗﾝｽ ﾊﾞﾗﾝｽ

（計）（19ｹ所）（190,842千円） （110,344）

福岡市の事例（H23年度）
３１



●福岡市施設の実績

①実施年度：Ｈ１７～Ｈ２３年度

②累計の導入施設数：２６施設

③削減金額計：８０８百万円（6.3～17.6％）

④ＣＯ2削減量計：7,662トン（1.0～6.6％）

●民間施設での取り組み：Ｈ２３年度開始

①登録省エネ専門業者14社、実施施設22施設

②合計予想効果：削減金額2,540万円、10.2％

③市評価調査：どの事業者からも高い評価

福岡市の累計実績
３２



①オーナーの「省コスト」への意欲

②大型事業所（年1千万円超、セントラル空調の施設か）

③既存ビル管理会社との緊密な連動

④省エネ専門業者の技術力

ソフトＥＳＣＯの成功の鍵
３３



ＥＳＣＯの歴史

●生い立ち

●日本の受け入れ

●コージェネ導入・熱源機改修

●運用改善チューニングへ拡大

３４



運用改善の基本

●負荷の軽減

●エネルギー・ロスの根絶

●高効率運転の追求

●電力負荷の平準化（業務移転も）

３５



節電・省エネ推進の考え方

①必要なとき、ところに、合理的なエネ
ルギー使用

②データで考え、やり方変える

●下げる ●減らす ●止める

③管理の標準化

３６



電力負荷の平準化

●自家発電設備（ｺｰｼﾞｪﾈ等）の活用

●熱源をガス機器へ

●電気機器の稼働時間の変更

●蓄電と蓄熱の活用充実

●省エネ（ことに業務改善）の促進

●見える化とエネマネ充実

３７



（空衛学会）節電メニュー①

（節電効果：大）

① 冷凍機の出口冷水温度を上げる

② 電気・ガス併用時は非電気系熱源ベースに運転

③ 室温照度の緩和

④ 窓際消灯・間引き・ブラインドの適正管理

（節電効果：中）

⑤ 台数制御の変更

⑥ 冷凍機・エアコンの最大容量制限

⑦ 冷却水温度設定の低温化

⑧ クールビズによる設定温度の緩和

３８



（空衛学会）節電メニュー②

⑨空調機器の間欠運転・輪番停止とＶＡＶ最少風量下げ

⑩室外機への散水

⑪大部屋では室内機の運転台数を減らす

⑫温度コントローラの使用制限

⑬外気取り入れ量の削減

（節電効果：小）

⑭厨房用外調機送風温度の適正化

⑮電気室など換気・空調併用時の設定緩和と換気停止

⑯温水便座・ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ等の停止・ｴﾚﾍﾞｰﾀ台数制限他

（引用）空気調和・衛生工学誌 平成２３年１２月

３９



ビルの省エネチューニング項目①

① 室内温度条件の緩和

② 外気量の削減

③ 外気導入制御（起動時）

④ 外気冷房

⑤ 室内混合損失の改善

⑥ 除湿・再熱制御システムの運用見直し

⑦ 熱源運転方法の調整（台数制御）

⑧ 熱源台数制御方式設定値の変更（発停順位）

⑨ 燃焼機空気比の調整

⑩ 蒸気ボイラ設定圧力の調整

４０



ビルの省エネチューニング項目②

⑪ 冷温水出口温度設定値の変更-1（冷温水発生機）

⑫ 〃 変更-2（ﾁﾗｰ・ﾀｰﾎﾞ冷凍機）

⑬ 冷却水温度設定値の変更

⑭ 冷温水量の変更

⑮ ポンプ変流量方式の改善

⑯ 冷却水量の変更

⑰ ＶＡＶ方式送風温度の変更

⑱ 空調機起動時刻の改善

⑲ ナイトパージ

⑳ 間欠運転

４１



福岡市立総合図書館の運用改善

(建物概要)

床面積24千㎥，地上5階，H8年竣工

(改善の要点)

①冷温水循環ポンプの最低周波数（18Hz）への調整 ②エントランスホール排
煙口を活用し排気ファンを運転しない排気 ③不快指数冷房（15℃以上の冷
水で湿度を制御しつつ、快適さと省エネ実現） ④ブラインド・スラットの水平化
（18Hz）への調整 ⑤ファンコイルの利用者操作をロック ⑥照明SWの
ラベリング ⑦照明のＪＩＴ ⑧朝の清掃30分時短 ⑨自販機への工夫
⑩電気室排熱の暖房へ活用など

(効果)

原単位1,898（H10）→1,153MJ/㎡・年（H18）

「8年連続5％低減」となる。

節約金額Ｈ10年度比：71百万円（46.9％減）

出典：月刊誌「ビルメン：07年4月号」および「省エネルギー：07年7・8月号」
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快適冷房

１．不快指数冷房（７０～７５おおむね快適）

ＤＩ＝０．８１Ｔ＋０．０１Ｕ（０．９９Ｔ－１４．３）＋４６．３

Ｔ：温度（℃） Ｕ：相対湿度（％）

２．不快指数７４：２８℃/４０％。 ２７℃/５０％以下

２６℃/６０％以下 ２５℃/７４％以下

４．ＰＭＶ（温度・湿度等６要素）冷房（快適 ０程度）

５．お勧め：潜熱負荷注目し冷水温度調整（除湿抑制）

４３



（全員参加活動の成果）

①成果：１９４７Ｍｊ/ｍ2年（2004）→１０９９（2011）

約４３．６％減

②取り組み方の改訂：

●社員の苦情、総務から、ビル管へ伝達

●オーナー（総務）とビル管の協業、省エネ試行

●社員・請負・役員からの協力・提案

●見える化と実績見せる

③間引き・現場室温を基準・間欠空調・ＦＣ調整他

キャノン・Ｓタワーの活動 ４４



①食品多段ｹｰｽの照明改善：ｵｰﾊﾞｰｷｬﾉﾋﾟｲ照明導入・既存蛍光灯の間引き
（全店へ）

②省エネ照明（ﾒﾀﾊﾗ・直管ＬＥＤ）導入

③空調用圧縮機のｻｲｸﾘｯｸ制御（間欠運転）

④ＢＥＭＳ活用による管理の充実

⑤冷凍機ｲﾝﾊﾞｰﾀ・防露ﾋｰﾀｰへの自動制御

⑥螢光灯の間引き（1Ｆ450本）と調光（2Ｆ：25％減）

⑦ソフト対応：携帯電話へのｱﾗｰﾑ活用・管理強化

（効果）2010年：２０％削減（2007年比）

イオン・ｼｮﾋﾟﾝｸﾞ東雲センター ４５



①ＺＥＢ設計の考え活かす設備改修（40％減目標）

成果：2011年度、前年度比４３％減

②負荷の軽減：お客様のいる部分限定の空調・大浴場にフタ・節水型食洗機

③負荷適合の高効率設備導入

④高効率ＬＥＤ・太陽光発電・ﾍﾟｱガラスの導入

⑤ＢＥＭＳﾃﾞｰﾀのｸﾞﾗﾌ化とＰＲ ・支配人中心のｴﾈﾙｷﾞｰの監視体制 ・外部
監視の導入

（投資）2.1億円、ｺｽﾄ減1200万円、補助金込１１年

赤穂ロイヤルホテル（44室） ４６



旅館・ホテルの省エネ攻めどころ②
（居住者の理解得て実施）

①照明：

●廊下・ロビー：蛍光灯の半減

●事務所：「ＪＩＳ基準（５００ﾙｸｽ）」遵守、管球の間引き

●昼休み消灯、パソコン：こまめにケス

②空調：

●温度「２０℃、２８℃」固定し、工夫（ワークスタイル、
扇風機の利用ほか）

●廊下・ロビー等（事務室以外）は停止

③職場ルール（管理標準）の整備

④就業あり方、大転換促進

４７攻めどころ①



旅館・ホテルの省エネ攻めどころ①

（施設運転管理者への期待）

①空調：「外気量の調整」 「冷水の温度調整」 「共用
部管理の徹底」 「電気室・サーバー室冷房の在り
方」 「区画毎の適切な管理」「空調エリアの縮小」

②熱源：「冷水温度の調整」 「空気比の適正化」 「負
荷適合（ｲﾝﾊﾞｰﾀ）の調整」 「ガス機器優先運転」
「システムの増し運転抑制」

③換気：「厨房、電気・機械室、駐車場、倉庫等換気
の管理徹底」 「ｾﾝｻｰ・ﾀｲﾏｰ利用」

④照明：「白熱電球追放」 「省エネ管、ＬＥＤへの取り
換え」 「昼光の活用」 「ｾﾝｻｰの活用」
⑤その他：「厨房除外設備」「ｴｱｺﾝ切忘れ防止」ほか

４８攻めどころ②



省エネルギー診断

•無料の診断サービス（政府補助事業）

●（財）省エネルギーセンター

•診断の特徴：「１日簡易診断」

●「運用の改善」に注力

都の場合は「運用改善提案の実践ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ」

●「設備改修」と「管理の充実」にも提言

•診断の効果：「攻めどころ発見」と「管理充実へのﾋﾝﾄ」

（期待：ビル全体のｴﾈﾙｷﾞｰバランスを把握）

４９
省エネルギー診断



省エネルギー診断
●用途別に電気を測る。ガスも測る。

⇒ｴﾈﾙｷﾞｰバランスの確認

●電力デマンドの監視と制御・消費エネルギーの見える化

●データ活用・分析⇒ムダ排除と改善と改修

●全員参加の見える化

●新モデル：ソフトＥＳＣＯ（運用改善のパイシェアー：福岡市・都と民間事
業者参入）

５０エネルギーマネジメント



活動の目標（2010比３割減）

●運用改善： ２割削減（値上げ返上）

①室温調整（2℃）：40％×0.15＝4.5％

②外気の調整（750→950ppm）

40％×0.3×調整効果0.3＝2.7％

③空調運転時間の短縮（春・秋他）1.7％

④照度管理の強化20×0.5＝10％

⑤ＯＡ・換気ほか管理強化40％×0.05＝2％

（合計） ２０．９％

●設備改修： 残り１割削減

５１



事務所ビルの効果（推定）

（前提） １万ｍ2事務所ビル（約600ｋＷ）

Ⅰ.電力基本料の削減（１５％）

６００kW×１５％×[1,638円/kW・月×0.85×12月]=１５０万円/年

Ⅱ.従量料金の削減（省エネ率約１５％）

電力料金３千円（電力比率84％）×従量料金比率７割×１５％×
１万=２６５万円/年

（内訳）・室温調整（１℃）・外気の調整（750→950ppm）・冷水温度
の調整・照度等エネ管理の強化

Ⅲ. （合計） ４１５万円/年（１４％）
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節電・省エネの経営的評価

①省エネのコスト減は利益増

●運用改善：全額、利益増

●改修時：償却費など除く省コスト額

②売上金額への換算
売上の増加が実現する場合のみ適用

●売上利益率（あら利）：１０～２０％か

●売上額への換算：省コスト額×１０～５倍

③その他効果

「業務改善促進」「活力向上と人創り」

５３



新たなビルメンの付加価値経営

①効果

●お客様の囲い込み

●知識集約経営への前進

②新たなビジネスモデル

●改修への参入（一括対応）

●チューニング（ソフト）ＥＳＣＯ事業化

③ねらいのマーケット

●介護施設・中小病院他●自治体施設

５４



ご清聴
有難うございました


