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資源エネルギー庁では、令和２年度エネルギー需給に関する統計整備等のた

めの調査（総合エネルギー統計関係の整備及び分析に関する調査）事業の受託

者選定に当たって、一般競争入札（又は企画競争）に付することの可能性につ

いて、以下の通り調査いたします。 

 

つきましては、下記１．事業内容に記載する内容・条件において、的確な事

業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入

札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添登録様式に記入の上、

５．提出先までご登録をお願いします。 

 

 

１．事業内容 （※別紙による記載も可能） 

(1) 目的・概要 

総合エネルギー統計は、我が国に輸入され又は国内で生産され供給された

各種のエネルギー源が、どのように転換され、最終的にどのような形態で、

どの部門や目的に消費されたかという国内のエネルギー・フローを表す統計

である。この統計から我が国のエネルギー需給の実態を把握・分析すること

ができ、また、エネルギー起源ＣＯ２排出量を算定することができる。その

ため、総合エネルギー統計は、我が国のエネルギー需給実態を把握・分析

し、エネルギー政策の企画・立案に活用され、また、国際エネルギー機関

（ＩＥＡ）への我が国のエネルギー需給に関する報告や、国連に報告する我

が国の温室効果ガス排出量のうちエネルギー起源ＣＯ２排出量の算定に使わ

れている。 

上記の様な重要性に鑑み、質の高い総合エネルギー統計を期日どおりに作

成し、作成した総合エネルギー統計から我が国のエネルギー需給動向を適切

に把握・分析して、エネルギー政策の企画・立案に資するとともに我が国の

エネルギー需給に関する国民の理解の向上を図る。この様な目的の達成に向

け、本委託調査を実施する。 

 

(2) 事業の具体的内容 



ア 総合エネルギー統計関係の整備 

(ｱ) 使用統計の確認 

総合エネルギー統計作成で使用している各種統計について変更がな

いかどうか確認し、変更があった場合には資源エネルギー庁長官官房

総務課戦略企画室（以下「担当者」という。）に報告し、対応につい

て相談する。相談の際には考え得る対応案を提示する。 

 

(ｲ) 総合エネルギー統計作成を補足するための調査・分析 

①総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発電量内訳調査）[統計

法に基づく一般統計調査]の実施 

２０１６年４月からの電気事業法の改正に伴う電力調査統計の改正

により総合エネルギー統計のエネルギー転換部門で使用する事業用発

電の発電端電力量及び所内用電力量の統計データが得られなくなった

ことを補うため、「総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発電

量内訳調査）」（以下「総合エネルギー統計補足調査」という）を実施

する。総合エネルギー統計補足調査の詳細については別紙１を参照。

調査の実施に当たって必要なデータや資料は担当者が提供する。 

②総合エネルギー統計補足調査の集計結果の分析 

集計結果を用いて発電種別や発電主体の業態別等の発電端電力量と

所内用電力量の傾向を分析し、総合エネルギー統計への反映方法を検

討する。 

 

(ｳ) 総合エネルギー統計の作成 

各種のエネルギー関連統計等を用いて、「総合エネルギー統計の解

説２０１８年度改訂版（案）」（別紙２）を参考にして、「総合エネル

ギー統計作成マニュアル」（別紙３）に基づいて２０１９年度総合エ

ネルギー統計を作成する。作成に使用する総合エネルギー統計作成シ

ステムは、担当者が貸与する。作成に当たって必要な統計等のデータ

については、上記(ｲ)で集計・分析した統計データを使用すると共に

各統計当局等で公表しているデータを収集して使用し、公表されてい

ないデータは担当者で収集したものの提供を受ける。 

スケジュールとしては、まず、２０２０年８月末までに公表又は担

当者より提供されているデータを用いて２０１９年度総合エネルギー

統計の速報を１０月１６日までに作成する。更に、２０２１年１月２

９日までに公表又は担当者より提供されているデータを用いて、確報

を２０２１年２月２６日までに作成する。この際、速報及び確報の作

成時に２０１９年度値が未公表及び担当者より提供してないものにつ

いては、原則、２０１８年度値を代入して作成する。 

 



(ｴ) 総合エネルギー統計の品質管理 

総合エネルギー統計の品質の確報・向上を図るため、担当者が貸与

する品質管理システムを用いてエラーチェックを行い、エラーが出た

場合は必要に応じて改善措置を講じる。また、品質管理システム上は

エラーにならなかった場合であってもエネルギー需給動向上動きがお

かしいと思われる点が発見された場合にはその原因を追及し、対応策

を検討し改善を図る。このようなことを踏まえ、品質管理の方法につ

いては、改善点を積極的に提案し、担当者との協議に基づき、システ

ムの修正を施す。 

スケジュールとしては、２０１９年度総合エネルギー統計速報につ

いては、２０２０年１０月１６日までに作成を求めていることから、

エラーチェックを行った結果を１０月２日までに一度報告する。ま

た、２０１８年度総合エネルギー統計確報については、２０２１年２

月２６日までの作成を求めていることから、エラーチェックを行った

結果を、２月１９日までに一度報告する。 

 

(ｵ) 総合エネルギー統計作成マニュアル及び総合エネルギー統計の解説

改訂版の更新 

２０１９年度の調査で更新した総合エネルギー統計作成マニュアル

及び総合エネルギー統計の解説改訂版案について、修正・改善すべき

点が生じた場合に内容を更新する。総合エネルギー統計作成マニュア

ル及び総合エネルギー統計の解説改訂版案については担当者が貸与す

る。 

 

イ ２０１９年度のエネルギー需給動向の把握と分析 

(ｱ) エネルギー需給動向の把握 

上記ア(ｳ)で作成した２０１９年度総合エネルギー統計をはじめと

する各種エネルギー関連統計等を用いてエネルギー源別の需給動向・

時系列推移を示す図表及び一次エネルギー供給・転換・最終消費等の

部門別動向を示す図表並びにエネルギー・フロー図等を作成し、２０

１９年度のエネルギー需給動向とその特徴を示す。 

 

(ｲ) 国際比較による日本のエネルギー需給構造の特徴の把握 

一次エネルギー供給構成、最終エネルギー消費構成、ＣＯ２排出構

成等を経年的に国際比較し、日本のエネルギー需給構造やエネルギー

起源ＣＯ２排出構成の特徴を示す。 

 

(ｳ) エネルギー需給増減の要因分析 



エネルギー源別・部門別にエネルギー需給増減の要因分析（原単

位、寄与度、要因分解等）を行い、２０１９年度のエネルギー需給実

態を明らかにする。また、一次エネルギー国内供給のＧＤＰ弾性値の

変動要因についても分析を行い、ＧＤＰ変動とエネルギー需給変動の

関係を明らかにする。 

 

(ｴ) エネルギー起源ＣＯ２排出量増減の要因分析 

エネルギー起源ＣＯ２排出量増減の要因分析を行い、エネルギー需

給動向との関係を整理し、２０１９年度のエネルギー起源ＣＯ２排出

実態を明らかにする。 

 

(ｵ) エネルギー需給動向のとりまとめ 

上記(ｱ)～(ｴ)の検討を踏まえ、資源エネルギー庁が公表する「２０

１９年度エネルギー需給実績（速報）」及び「２０１９年度エネルギ

ー需給実績（確報）」の概要版及び本文の原案を作成する。 

 

以上、(ｱ)～(ｵ)については、２０１８年度のエネルギー需給動向の把

握と分析に係る成果物を踏まえるものとし、当該成果物及びその分析方

法の説明については、担当者より提供するものとする。 

 

ウ 外部からの問い合せ等への対応 

(ｱ) 他省庁の検討会や外部からの問い合わせ等への対応 

国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）に基づき国連に報告するす

る我が国の温室効果ガス排出量の算定方法については、環境省の温室

効果ガス排出量算定方法検討会及びその分科会において検討してい

る。温室効果ガス排出量のうち、総合エネルギー統計から算定してい

るエネルギー起源ＣＯ２排出量については、その算定方法について、

同検討会のエネルギー・工業プロセス分科会において説明や意見を求

められることがある。これに対応して、説明資料の作成や意見の提案

を行う。 

また、上記以外の他省庁の検討会や外部からの問い合わせに対して

担当者からの指示に基づき対応する。 

 

(ｲ) 国際機関からの質問等への対応 

①ＵＮＦＣＣＣ事務局及び国連専門審査委員等からの質問への対応 

我が国がＵＮＦＣＣＣ事務局に報告した総合エネルギー統計から算

定した数値に関して、ＵＮＦＣＣＣ事務局や国連専門審査委員から毎

年７月から１０月頃に寄せられる質問に対して、担当者の指示に基づ

き調査、回答案の作成を行う。その他、ＩＥＡや国連統計委員会等か



らの質問についても担当者の指示に基づき調査、回答案の作成を行

う。 

②国際機関に報告した数値の透明性の向上 

我が国がＩＥＡに報告した２０１８年度の我が国のエネルギー需給

に関する数値（速報値）をＩＥＡがまとめて公表する「World Energy 

Statistics, 2020 Edition (OECD/IEA)」の電子版の数値と、２０２

０年４月に我が国がＵＮＦＣＣＣ事務局に提出した２０１８年度実績

（確報値）のＣＲＦ（共通報告様式）の数値とを比較し、相違する数

値についてその相違の原因を調べ、数値の相違と原因について整理す

る。その上でインベントリ報告書に記載する案を作成する。 

     

(3) 事業期間 

委託契約締結日から２０２１年３月３１日まで 

  

(4) 事業実施条件 

ア 特殊なノウハウ等 

総合エネルギー統計（別名「エネルギーバランス表」）は、我が国の

エネルギー需給実態を把握・分析し、エネルギー政策の企画・立案に活

用され、また、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）への我が国のエネルギー

需給に関する報告や、国連に報告する我が国の温室効果ガス排出量のう

ちエネルギー起源ＣＯ２排出量の算定に使われている。この様な重要性

に鑑み、質の高い総合エネルギー統計を期日どおりに作成し、作成した

総合エネルギー統計から我が国のエネルギー需給動向を適切に把握・分

析することを目的としている。 

そのためには、①統計及び統計学に関する幅広い専門知識のほかに、

②エネルギーに関する技術的な専門知識を初め、③国際機関のエネルギ

ー統計に関する知識や温室効果ガス排出量算定方法に関する国際的なガ

イドライン等に関する幅広い知識、④エネルギー経済に関するマクロか

らミクロまでの専門的な知識のみならず、⑤総合エネルギー統計作成の

ノウハウという特殊な技能を有していることが求められる。 

 

イ 情報管理体制等 

(ｱ) 情報管理体制 

①受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体

制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体

制を定めた書面（情報管理体制図」」及び「情報取扱者名簿」（氏

名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの）を

契約前に提出し、担当課室の同意を得ること。なお、情報取扱者名



簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載

すること。 

なお、経済産業省との契約に違反する行為を求められた場合にこれを

拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者として

はならない。 

（確保すべき履行体制） 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切

の情報が、経済産業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱

者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する

履行体制を有していること。 

経済産業省が個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、

地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサ

ルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、

監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏

えいされないことを保証する履行体制を有していること。 

 

②本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示

又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当課室の承認を

得た場合は、この限りではない。 

 

③①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報

取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当課室へ届出を行い、同意

を得なければならない。 

 

(ｲ) 履行完了後の情報の取扱い 

国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い（返却・削除

等）については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする

経理処理に関する資料については適切に保管すること。 

 

ウ その他 

(ｱ) 上記(2)イ(ｳ)及び(ｴ)の要因分析結果については、業界からのヒアリ

ング等により裏付けを取ること。また、ここで行った要因分析の方法

についても報告書に記載すること。 

(ｲ) 上記(2)ウ(ｲ)②の「２０２０年４月に我が国がＵＮＦＣＣＣ事務局

に提出する予定の２０１８年度実績のＣＲＦ（共通報告様式）」につい

ては担当者が提供する。 

(ｳ) 委託業務が完了した後でも納入物の引き渡し後１年間は、納入物に

瑕疵があることが発見された場合には瑕疵を補修すること。 

(ｴ) 本調査実施期間中、概ね月に一回程度状況報告を行うこと。 



 

(5) 納入物 

ア 納入物 

(ｱ) 総合エネルギー統計補足調査の集計結果及び分析結果 

総合エネルギー統計補足調査の集計結果及び分析結果を公表用にま

とめたものを納入すること。納入時期については、新型コロナウイル

ス感染症による社会的影響の状況を踏まえて決定する。 

 

(ｲ) ２０１９年度総合エネルギー統計速報と確報 

２０１９年度総合エネルギー統計速報と確報について、それぞれ１

９９０－２０１９年度まで収めたファイルと統計データまでリンクさ

れているファイルの２種類のファイルを Microsoft Excelで作成し、

速報は２０２０年１０月１６日まで、確報は暫定版を２０２１年２月

１９日まで、完成版を２０２１年２月２６日までに納入すること。な

お、速報及び確報の完成版についてはＤＶＤ－Ｒも納入すること。 

 

(ｳ) ２０１９年度エネルギー需給実績の原案 

上記(2)イ(ｵ)の資源エネルギー庁が公表する「２０１９年度エネル

ギー需給実績（速報）」の原案については Microsoft Wordで作成し２

０２０年１０月１６日まで、「２０１９年度エネルギー需給実績（確

報）」の概要版及び本文の原案についても Microsoft Wordで作成し、

２０２１年３月３１日までにＤＶＤ－Ｒで納入すること。 

 

(ｴ) インベントリ報告書に記載する案 

上記(2)ウ(ｲ)②の「インベントリ報告書に記載する案」については

Microsoft Wordで作成し、２０２１年２月１９日までに納入するこ

と。 

 

(ｵ) 総合エネルギー統計作成マニュアル及び総合エネルギー統計の解説

改訂版 

上記(2)ア(ｵ)により総合エネルギー統計作成マニュアル及び総合エ

ネルギー統計の解説の内容を変更した場合には、変更した内容を更新

した総合エネルギー統計作成マニュアル及び総合エネルギー統計の解

説改訂版を２０２１年３月３１日までにＤＶＤ－Ｒで納入すること。 

 

(ｶ) 総合エネルギー統計作成システム 



上記(2)ア(ｱ)の総合エネルギー統計の改善を踏まえて修正した総合

エネルギー統計作成システムを２０２１年３月３１日までにＤＶＤ－

Ｒで納入すること。 

 

(ｷ) 品質管理システム 

上記(2)ア(ｴ)で資源エネルギー庁が貸与した品質管理システムにつ

いて、必要に応じて担当者との協議に基づき修正した品質管理システ

ムを２０２１年３月３１日までにＤＶＤ－Ｒで納入すること。 

 

(ｸ) 調査報告書 

・調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １枚 

調査報告書、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情

報（様式１）、二次利用未承諾リスト（様式２）を納入すること。 

調査報告書については、PDF形式に加え、機械判読可能な形式のファ

イルも納入すること。 

調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイル

で納入することとし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「EXCEL

等データ」という。）については、EXCEL形式等により納入するこ

と。 

なお、様式１及び様式２は EXCEL形式とする。 

・調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ） ２枚（公表用） 

調査報告書及び様式２（該当がある場合のみ）を一つの PDFファイル

（透明テキスト付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可

能な EXCEL等データを納入すること。 

セキュリティ等の観点から、資源エネルギー庁と協議の上、非公開と

するべき部分については、削除するなどの適切な処置を講ずること。 

調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開さ

れることを前提とし、資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が

関与する内容を報告書に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の

了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用

の了承を得ること。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下

記の様式２に当該箇所を記述し、提出すること。 

公開可能かつ二次利用可能な EXCEL等データが複数ファイルにわたる

場合、１つのフォルダに格納した上で納入すること。 

◆各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をと

ること。 



◆Excel等データは、オープンデータとして公開されることを前提と

し、資源エネルギー庁以外の第三者の知的財産権が関与する内容を

含まないものとすること。 

※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式１・様式２

のダウンロードは、下記 URLから行うこと。 

http://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

 

(6) 納入場所 

資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室（別館 4階 428） 

 

 

２．説明会の開催 

 本件に関する説明会を以下の通り実施します。 

日時：２０２０年６月１６日（火）１３：３０～１４：３０ 

場所：経済産業省別館１階１０１－２共用会議室 

 

 

３．参加資格 

 ・予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、予決令第７０条中、特別の理由がある場合に該

当する。 

 ・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられてい

る者ではないこと。 

 ・過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されて

いる者ではないこと。 

 

 

４．留意事項 

・登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。 

・本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。 

・本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、

契約に関する意図や意味を持つものではありません。 

・提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布する

ことはありません。 



・提供された情報、資料は返却いたしません。 

 

 

５．提出先・問合せ先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 資源エネルギー庁 総務課 戦略企画室 高橋宛て 

TEL  ０３－３５０１－２６４７ 

FAX  ０３－３５８０－８４２６ 

E-mail  takahashi-kazumi@meti.go.jp 

※郵送または E-mailにてご提出願います。 

 

 

６．提出期限 

２０２０年７月１日（水）１２：００ 

※複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般

競争入札（又は企画競争）を実施することがあります。 

  

mailto:takahashi-kazumi@meti.go.jp


（別 添） 

（様 式） 

 

 

  年  月  日 

 

 

入札可能性調査 登録用紙 

 

 

事業者名 

 

 住    所：       

 商号又は名称：       

 代表者氏 名：       

 

 

連絡先 

 

ＴＥＬ：        

ＦＡＸ：        

E-mail：        

担当者名：        

 

 

公募要領に示された事業内容、事業実施条件等について熟読し、承知の上、

登録致します。 

 

 

 


