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平成２０年度実施方針 

 

エネルギー対策推進部 

 

 

１．件 名 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

 

 

２．根拠法 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年１２月１１日法律

第１４５号）第１５条第１項第５号及び第６号 

 

３．背景及び目的 

＜背景＞ 

現在、我が国のエネルギー消費量の約３割を占める民生部門（家庭用、業務用）のエネルギー消費

は、産業部門と比較して高い伸びを示してきており、民生部門における抜本的な省エネルギー対策の

推進が喫緊の課題となっている。 

平成１８年４月には、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律が施行され、

これにより民生部門の建築物におけるエネルギー管理がより一層強化されることとなった。 

また、「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」の改定

においては、ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）の活用に関する規定が追加されてお

り、建築物の省エネルギーを一層推進するためには、個別機器やシステムの性能の向上だけでなく、

建築物の運用段階における省エネルギー対策の推進が大きな課題となっている。 

＜目的＞ 

民生部門における省エネルギー推進策として、住宅・建築物に省エネルギー性の高い高効率エネル

ギーシステムを導入し、性能、費用対効果等の情報を取得しそれを公表することにより、住宅・建築

物に対する省エネルギー意識を高揚させるとともに、住宅・建築物における省エネルギーを抜本的に

進めることを目的とする。 

また、建築物の運用段階における省エネルギー対策としてＢＥＭＳを導入し、運転を最適化すると

ともに管理者に対する判断材料を提供することにより、民生部門におけるエネルギー原単位の管理意

識を高め、適切に管理・制御することによって総合的な省エネルギーを進めることを目的とする。 

＜実施の効果＞ 

H20 年度採択予定分の設備導入による省エネ効果 約１５，０００ ｋｌ／年（原油換算） 

H20 年度補正予算に係る採択予定分の設備導入による省エネ効果 

                                              約 ７，４００ｋｌ／年（原油換算） 
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４．事業内容 

４－１．事業概要 

＜事業概要＞ 

住宅・建築物高効率エネルギーシステムを住宅・建築物に導入する場合、ならびにエネルギー需要

の最適な管理を行うためのＢＥＭＳ等を導入する場合に、その費用の一部を補助する。  

ただし、住宅に係るものは断熱リフォームで断熱改修のみの組み合わせの場合を除いて、ＮＥＤＯ

技術開発機構が指定したシステムを導入する場合に限る。 

本事業におけるＢＥＭＳとは、業務用ビル等において、室内環境・エネルギー使用状況を把握し、

かつ、室内環境に応じた機器又は設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図るためのシ

ステムをいう。ＢＥＭＳは計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置など

で構成される。 

 

４－２．事業方針 

＜補助要件＞ 

① 補助対象者 

・ 日本国内において住宅･建築物高効率エネルギーシステム（空調、給湯、照明及び断熱

部材等で構成）を既築、新築、増築又は改築の建物に導入する際の住宅及び建築物の

建築主等。 

・ 日本国内においてＢＥＭＳ等を既築、新築、増築及び改築の建物に導入する際の建築

物の建築主、ＥＳＣＯ事業者、エネルギー管理事業者等。  
② 補助対象事業 

 １）住宅に係るもの 

・ 住宅高効率エネルギーシステム（空調、給湯、照明及び断熱部材等で構成）を導入す

ること。ただし、ＮＥＤＯ技術開発機構が指定するシステムに限る。 

・システム提案要件 

・ 提案者 

住宅のエネルギー使用の効率化が見込まれるシステムを提案する者。  

・提案者は、当該システムの導入を遂行する能力を有する者であること｡  

・提案者は省エネルギー性能の高いシステムに厳選して応募すること｡   

・ 提案要件   

・機器及び断熱部材等の単独での省エネルギー効果並びに組み合わせた後のシステムとし

ての省エネルギー効果が明確で、確実性があること。 

・機器及び断熱部材等と、それらを組み合わせたシステムの導入コストが適正かつ明確であ

ること。 

・システム導入後、そのシステムの省エネルギー効果を計測・分析することか可能なシステ

ムであること。 

・住宅用「省エネナビ」システムを導入すること。 （断熱改修のみの場合を除く） 

 

・ 導入後３年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。 

・ 新築、増築及び改築の住宅の消費エネルギー量を２５％程度削減できること（２０％未満は採択

しない）。ただし、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、「住宅に係るエネルギー
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の使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」の性能を満たすもので

あること。 

・ 新築については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」に基づく「建設住宅性能

評価」を申請し、「温熱環境に関する評価」の「省エネルギー対策等級」において「等級４」を

取得すること。 

・ 既築の住宅の消費エネルギー量を２５％程度削減できること（２０％未満は採択しない）。 

・ 既築の住宅を断熱リフォームする場合、断熱改修する面積が住宅の延床面積の１／３以上の規模

であること。 

２）建築物に係るもの 

・ 建築物高効率エネルギーシステム（空調、給湯、照明及び断熱部材等で構成）を導入すること。 

・ 導入後３年間継続して省エネルギーに関する報告が可能なこと。 

・ 新築、増築及び改築の建築物の消費エネルギー量を２５％程度削減できること（１５％未満は採 

択しない）。 

ただし、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、「建築物に係るエネルギーの使用の

合理化に関する建築主の判断の基準」に準じた性能を、それぞれ満たすものであること。 

・ 既築の建築物の消費エネルギー量を２５％程度削減できること（１５％未満は採択しない） 

３）ＢＥＭＳに係るもの 

・ ＢＥＭＳ等を既築、新築、増築及び改築の建物に導入すること。 

・ ＢＥＭＳ等の導入によって、エネルギー消費量を削減できること。ただし、エネルギー

の使用の合理化に関する法律に基づく、新築、増築及び改築の建築物については「建築

物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」等に準じた性能を満

たすものであること。 

・ 熱源（冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔）、ポンプ、照明コンセント、その他の設備区分

ごとにエネルギー計量ができること。 

・ 計測・計量のデータを収集し、保存できるエネルギー管理体制が整備されていること。 

③ 審査項目 

１）住宅に係るもの 

ｲ) システムの審査項目 

・ 項目：エネルギー消費効率（省エネ率）  
審査基準：システムによる省エネルギー率により評価を行う。 

・ 項目：システムに係る評価  
審査基準：最新設備、最新技術の導入であるか（機器及び断熱部材の性能） 

先進的な組み合わせ・工夫がこらされているか（先進性） 

用途に幅があるか（汎用性） 

・ 項目：普及性（費用対効果）  
審査基準：補助対象費用（125 ㎡の住宅での試算例）をエネルギー削減量で除した数値（費

用対効果）により評価を行う。 

ﾛ) 補助事業者の選定 

補助金交付要件を満たす補助事業申込みが補助金予算額を超える場合は、システム区分ごとに､

評価の高いものから優先採択し、残りを抽選にて予約者を決定する。 

２）建築物に係るもの 

ｲ) 審査項目 
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・ 項目：エネルギー消費効率（省エネ率）  
審査基準：建築物に高効率エネルギーシステムを導入した場合の省エネルギー率により

評価を行う。 

・ 項目：普及性（費用対効果）  
審査基準：建築物に高効率エネルギーシステムを導入した場合の費用対効果により評価を

行う。 

・ 項目：その他  
審査基準：最新設備、最新技術の導入であるか（機器及び断熱部材の性能） 

先進的な組み合わせ・工夫がこらされているか（先進性） 

用途に幅があるか（汎用性） 

省エネルギーに対する取組、ＥＳＣＯ事業等 

ﾛ) 補助事業者の選定 

補助金交付要件を満たす補助事業申込みが補助金予算額を超える場合は、上記の総合的評価を

もとに、補助事業者を決定する。 

 ３）ＢＥＭＳに係るもの 

ｲ) 審査項目 

・ 項目：エネルギー消費効率（省エネ率）  
審査基準：建築物にＢＥＭＳ等を導入した場合の省エネルギー率により評価を行う。 

・ 項目：普及性（費用対効果）  
審査基準：建築物にＢＥＭＳ等を導入した場合の費用対効果により評価を行う。 

・ 項目：その他  
審査基準：先進的な技術が導入されているか。（先進性） 

技術が充実しているか 

設備に汎用性があるか 

一般的な建築物で今後普及の可能性があるシステム化（普及性） 

計測が充実しているか 

省エネルギーへの取組、ＥＳＣＯ事業等 

ﾛ) 補助事業者の選定 

補助金交付要件を満たす補助事業申込みが補助金予算額を超える場合は、上記の総合的評価を

もとに、補助事業者を決定する。 

 

 

＜補助条件＞ 

① 補助率 １／３ 

（ＢＥＭＳに係るものについては、１件当たりの上限は１億円とする。ただし、工事費

への補助金の上限は、①2,700 万円、②機器の購入製造等に要する費用に 35％を乗じた額、③実際

の工事費 のうちで最小額の１／３以内とする。） 

 

② 補助期間  

1）  住宅に係るもの 単年度 

2）  建築物・ＢＥＭＳに係るもの 最長２年間 
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＜平成２０年度事業規模＞  

エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定） ４，７８５百万円 

  ＜平成２０年度補正予算規模＞ 

      エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）  ２，０４２百万円   

 ※事業規模については、変動があり得る。 

 

４－３．これまでの事業実施状況  

＜システム公募・採択件数＞ 

※19年度については追加ｼｽﾃﾑのみ公募を実施                                

 

＜住宅における補助事業者件数＞ 

 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度

採択実績額（百万円） 298 728 1,249 679 632 631 774 1,111 1,457 

応 募 件 数 285 1,663 2,301 969 664 755 1,143 1,300 2,479 

採 択 件 数 282 775 1,077 560 569 669 901 1,270 2,479 

 

＜建築物における補助事業者件数＞ 

 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度

採択実績額（百万円） 246 612 1,875 1,530 1,447 1,293 1,703 1,541 950 

応 募 件 数 10 14 43 63 37 23 34 34 36 

採 択 件 数 9 11 40 22 20 22 31 33 34 

 

＜ＢＥＭＳにおける補助事業者件数＞ 

 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度

採択実績額（百万円） － － － 2,425 2,813 2,564 1,761 3,140 1,093 

応 募 件 数 － － － 84 118 71 60 92 41 

採 択 件 数 － － － 81 112 69 59 92 39 

 

 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16年度 17 年度 18 年度 19 年度

住 宅 応 募 件 数 162 214 533 575 355 320 356 344 110 

採 択 件 数 162 214 533 489 323 300 327 338 106 

建 築 物 応 募 件 数 18 37 86 － － － － ― － 

採 択 件 数 18 37 86 － － － － ― － 
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５．事業の実施方式 

５－１．実施体制 

＜実施スキーム＞ 

  ・住宅に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・建築物に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ＢＥＭＳに係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

審査委員会 提案 

システム

の公募 

補助事業者（建築主等） 

補助事業者
の公募 

補助
1/3 

交付申請
ﾃﾞｰﾀ提出 

経済産業省 

建設会社 

住宅会社 

機器メーカー 

工務店 

設備会社 

設計事務所等 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

審査委員会 

補助事業者（建築主等） 

補助事業者
の公募 

補助
1/3 

交付申請
ﾃﾞｰﾀ提出 

経済産業省 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

審査委員会 

補助事業者（建築主等） 

補助事業者
の公募 

補助 
1/3 以内 

交付申請
ﾃﾞｰﾀ提出 

経済産業省 

補助 交付申請 

交付申請 

交付申請 

補助 

補助 
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５－２．公募 

  ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページにて公募を実施する。なお、交付決定の状況により

追加公募を行うこともあり得る。 

 

５－３．採択方法 

①審査方法 

・審査委員会の設置 

外部有識者による審査委員会に諮り、４－２．③の審査項目に従って審査を実施

する。 

・審査委員 

学識経験者を含む関係分野の専門家で構成する。 

・審査委員の公表 

採択結果の公表時に審査委員名を公表する。 

② 公募〆切から採択決定までの審査等の期間 

原則として 60 日以内 

③ 採択結果の通知・公表 

交付規程に従って、採択結果を通知する。 

採択分についてはプレス発表し、ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページに掲載する。

ただし住宅については、地域別・システム別採択件数等についてのみ公表し、予約

者名は公表しない。 

 

６．その他重要事項 

６－１．事業評価について 

   ＮＥＤＯ技術開発機構は、新エネルギー・産業技術業務方法書第４１条及び事業評価実施規定に

基づき、我が国の政策的観点、技術的な観点及び事業の意義、成果及び普及効果等の観点から、事

業評価を平成２０年度の事業終了後速やかに実施する。 

６－２．成果報告  

事業終了後、普及促進を目的に３年間のデータを収集・分析し、その結果を公表する。 

 

７．スケジュール 

７－１ 本年度のスケジュール 

① 住宅に係るもの 

                      公募予告        平成１９年１０月３１日 

システム公募  公募期間 平成１９年１２月４日～１２月２０日 

公募説明会 平成１９年１２月４日～１２月７日 

審査期間     平成１９年１２月中旬～ 平成２０年１月１５日 

        システム決定 平成２０年１月１５日 

補助事業者公募 公募期間 平成２０年２月５日～３月６日 

公募説明会 平成２０年２月５日～２月８日 

審査期間 平成２０年３月初旬～４月下旬 

予約者決定 平成２０年４月下旬 

事業終了 平成２１年３月末 
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・ 補正予算分に係るもの 

                    公募期間        平成２０年１１月上旬～１２月上旬 

                    審査期間        平成２０年１２月上旬～平成２１年２月上旬 

                    交付決定        平成２１年２月上旬 

                    事業終了        未定 

② 建築物に係るもの 

補助事業者公募 公募期間 平成２０年３月中旬～５月下旬 

公募説明会 平成２０年３月中旬～下旬 

審査期間 平成２０年５月下旬～７月中旬 

交付決定 平成２０年７月中旬 

事業終了 平成２１年３月末 

・ 補正予算分に係るもの 

                    公募期間        平成２０年１１月上旬～１２月上旬 

                    審査期間        平成２０年１２月上旬～平成２１年２月上旬 

                    交付決定        平成２１年２月上旬 

                    事業終了        未定 

③ ＢＥＭＳに係るもの 

補助事業者公募 公募期間 平成２０年３月中旬～４月下旬 

公募説明会 平成２０年３月中旬～３月下旬 

審査期間 平成２０年４月下旬～６月下旬 

交付決定 平成２０年６月下旬 

事業終了 平成２１年３月末 

 

７－２．来年度の公募について 

事業の効率化を図るため、平成２０年度中に平成２１年度採択候補案件の選定を開始する。（た

だし、事業の内容は別途２１年度実施方針で定める） 

 

 


