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■ベンチマーク制度の対象業種
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⚫ ベンチマーク制度は、原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改
善）とは別に、同じ業種・分野で共通の指標（ベンチマーク指標）による目標（目指
すべき水準）を定めることにより、他事業者との比較による省エネ取組の促進を目的と
しています。

⚫ ベンチマーク目標達成の目標年度は、2030年度です。（目標年度までに、ベンチマー
ク対象事業者の過半数が達成した場合等には、目標値の見直しを検討します。）

⚫ 目指すべき水準を達成した事業者は省エネ優良事業者として社名を公表※１します。
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※１エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の報告結果について

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/）

データセンター

１－（１）ベンチマーク制度について

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/


区分 事業 ベンチマーク指標（要約） ベンチマーク目標 導入年度
令和２年度定期報告にお
ける達成事業者数

１Ａ 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ/t以下 平成21年度
0 / 3

（0.0%）

１Ｂ
電炉による普通鋼
製造業

炉外製錬工程の通過有無を補正した上工程の原単位（粗鋼量当
たりのエネルギー使用量）と製造品種の違いを補正した下工程の原単
位（圧延量当たりのエネルギー使用量）の和

0.150kℓ/t以下
(変更前:0.143)

平成21年度
※令和3年度より
新指標・新目標適

用

7/32
（21.9%）

１Ｃ
電炉による特殊鋼
製造業

炉容量の違いを補正した上工程の原単位（粗鋼量当たりのエネル
ギー使用量）と一部工程のエネルギー使用量を控除した下工程の原
単位（出荷量当たりのエネルギー使用量）の和

0.360kℓ/t以下
(変更前:0.36)

平成21年度
※令和3年度より
新指標・新目標適

用

2/14
（14.3%）

２A 電力供給業
火力発電効率Ａ指標
火力発電効率Ｂ指標

A指標: 1.00以上
B指標:44.3%以上

平成21年度
43/90

（47.8%）
※Ａ・Ｂ指標ともに達成

２Ｂ
石炭火力電力
供給業

石炭火力発電の効率 43.00%以上 令和４年度 －

3 セメント製造業
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程に

おける生産量（出荷量）当たりのエネルギー使用量の和
3,739MJ／t以下 平成21年度

5/15
（33.3%）

４Ａ 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量

再エネ使用率72％以
上：6,626MJ/t以下

平成22年度
※令和３年度より

新目標適用

2/16
（12.5％）

再エネ使用率72％未
満：（－23,664×(再

エネ使用率)＋
23,664）MJ/t以下

４Ｂ 板紙製造業
製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量当たりのエ

ネルギー使用量
4,944MJ/t以下

平成22年度
※令和３年度より

新指標適用

7/34
（20.6％）

5 石油精製業
石油精製工程の標準エネルギー使用量（当該工程に含まれる装置

ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の和）当たりの
エネルギー使用量

0.876以下 平成22年度
1/8

（12.5％）

６A
石油化学系基
礎製品製造業

エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー
使用量

11.9GJ/t以下 平成22年度
5/10

（50.0％）

６B ソーダ工業
電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量

と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用熱量の和
3.00GJ/t以下
(変更前:3.22)

平成22年度
※令和４年度より

新目標適用

12/22
（54.5%）
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ベンチマーク制度は、現在は１７業種２３分野が対象とされています（令和４年４月１日施行）。

【参考】ベンチマーク制度対象業種（１）



区
分

事業 ベンチマーク指標（要約）
ベンチマーク
目標

導入年度
令和２年度

定期報告における
達成事業者数

7A
通常コンビニエン
スストア業 当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計にて

除した値

707kWh
/百万円以下

平成28年度 7/16（43.8％）

7B
小型コンビニエン
スストア業

308kWh
/百万円以下

8 ホテル業
当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状

況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値
0.723以下 平成29年度

40/216
（18.5％）

9 百貨店業
当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高の百貨

店の平均的なエネルギー使用量で除した値
0.792以下 平成29年度 22/74（29.7％）

10
食料品
スーパー業

当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状
況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値

0.799以下 平成30年度
66/302

（21.9％）

11
ショッピング
センター業

当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値
0.0305kl

/㎡以下
平成30年度

14/115
（12.2％）

12 貸事務所業
当該事業を行っている事業所における延床面積あたりのエネルギー使用量を面積区分ごとに

定める基準値で除した値
1.00以下 平成30年度

31/227
（13.7％）

13 大学

当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を、①と②の合計量に
て除した値を、キャンパスごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①文系学部とその他学部の面積の合計に0.022を乗じた値
②理系学部と医系学部の面積の合計に0.047を乗じた値

0.555以下 平成31年度
27/188

（14.4％）

14 パチンコホール業

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した値を、店
舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
①延床面積に0.061を乗じた値
②ぱちんこ遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.061を乗じた値
③回胴式遊技機台数に年間営業時間の1/1000を乗じた値に0.076を乗じた値

0.695以下 平成31年度
12/138

（8.7％）

15 国家公務

当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①から③の合計量にて
除した値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量により加重平均した値
①電算室部分の面積に0.2744を乗じ、96.743を加えた値
②電算室部分以外の面積に0.023を乗じた値
③職員数に0.191を乗じた値

0.700以下 平成31年度
2/18

（11.1％）

16 データセンター業
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量（データセンター業の用に供する施設

に係るものに限る。単位 kWh）を当該事業を行っている事業所におけるIT機器のエネルギー
使用量（データセンター業の用に供する施設に係るものに限る。単位 kWh）にて除した値

1.4以下 令和４年度 －

17
圧縮ガス・液化
ガス製造業

製造品種の違いを補正した深冷分離方法による圧縮ガス・液化ガス生産量当たりのエネル
ギー使用量

LNG冷熱利用事業者:
0.077kl/千Ｎ㎥以下

令和４年度 －
その他の事業者:

0.157kl/千Ｎ㎥以下
4

【参考】ベンチマーク制度対象業種（２）



１－（２）ベンチマーク制度の対象事業者

区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準

１６ データセンター業（データの処理を目的とした、
データセンター（コンピュータやデータ通信のた
めの装置の設置及び運用に特化した建物又
は室）を運営し、又は利用し、情報処理に
係る設備又は機能の一部を提供する事
業）

当該事業を行っている事業所におけるエネル
ギー使用量（データセンター業の用に供する
施設に係るものに限る。単位 kWh）を当
該事業を行っている事業所におけるIT機器
のエネルギー使用量（データセンター業の用
に供する施設に係るものに限る。単位 kW
h）にて除した値

1.４以下

別表第５ ベンチマーク指標及び中長期に目指すべき水準（令和４年４月１日改正施行予定）抜粋

⚫ ベンチマーク制度は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）第５条に
基づく「工場等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」の別表第
５に掲げる事業における年間のエネルギー使用量が1,500kl以上である者を対象にして
います。

⚫ 対象事業者は、省エネ法の定期報告書においてベンチマーク指標の状況について記入す
る必要があります。

5

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
また、別表第５に掲げる事業におけるエネルギーの年度（４月１日から翌年３月31日までをいう。）の使用量が原
油換算エネルギー使用量の数値で1,500キロリットル以上である者は、同表に掲げる指標を向上又は低減させるよう
努めるものとし、その際、各工場等における状況を把握しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲内において、中長期的
に当該指標が同表に掲げる水準となることを目指すものとする。

■工場等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
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同一の事業内において、そのエネルギーの使用の合理化
の状況を比較するため、ベンチマーク指標は以下のような
観点を踏まえるべきである。

⚫ 当該事業で使用するエネルギーの大部分をカ
バーできること

⚫ 定量的に測定可能であること

⚫ 省エネの状況を正しく示す指標であること
（省エネ以外の影響要因を可能な限り排除する）
例：バウンダリーの違い、製品種類の違い、再エネ・廃熱の利用

等

⚫ わかりやすい指標であること
（過度に複雑なものは不適切）

ベンチマーク指標の設定方針

⚫ 各事業者は、ベンチマーク指標を向上又は低減させるよう努め、技術的かつ経済的に可能な範
囲内において、中長期的に当該指標が目指すべき水準となることを目指して頂く必要があります。

⚫ 現在の目指すべき水準の目標年度は2030年です。

⚫ ベンチマーク指標及び目標の水準の設定方針は下記の通りです。

ベンチマーク目標は、事業者が中長期的に目指すべき高い水準であり、
設定にあたっては以下のような観点を踏まえるべきである。

⚫ 最良かつ導入可能な技術を採用した際に得られる水準

⚫ 国内事業者の分布において、上位１～２割となる事業
者が満たす水準

⚫ 国際的にみても高い水準

ベンチマーク目標はもともと上位１～２割が達成できる水準として導
入されたものであるが、目標年度までに多くの事業者が目標達成した
場合などは、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない
状況だといえる。この場合の対応として、業種内で過半の事業者がベ
ンチマーク目標を達成した場合や、目標年度が近づいた場合等には、
新たな目標値及び新たな目標年度を検討するべきである。

ベンチマーク水準の設定方針

１－（３）ベンチマーク指標及び目標の設定方針
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⚫ 『事業者クラス分け評価制度※』において、ベンチマーク目標達成事業者は、原単位１%以上
の低減を達成していなくてもＳクラス（優秀事業者）へ位置付けられます。

Ａクラス
一般的な事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準は高
いが、Ｓクラスの水準には達し
ない事業者

【対応】
特段なし。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省Ｈ
Ｐで事業者名や連続達成年
数を表示。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に判
断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導を
実施。

※1

※2

【水準】
①努力目標未達成かつ直近2年

連続で原単位が対前年度比増
加

または、
②5年間平均原単位が5％超増

加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現地調
査等を重点的に実施。

※1

※1  努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。
ただし、ベンチマーク対象範囲のエネルギー使用量が事業者全体のエネルギー使用量の過半となる場合に限る。

※事業者クラス分け評価制度
省エネ法に基づき定期報告書を提出する全ての特定事業者及び特定連鎖化事業者を
S・A・B・Cの４段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの。

１－（４）目標達成時の評価
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４．今後のスケジュール
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区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準

16 データセンター業（データの処理を目的と
した、データセンター（コンピュータやデータ
通信のための装置の設置及び運用に特
化した建物又は室）を運営し、又は利用
し、情報処理に係る設備又は機能の一
部を提供する事業）

当該事業を行っている事業所におけるエネル
ギー使用量（データセンター業の用に供する
施設に係るものに限る。単位 kWh）を当
該事業を行っている事業所におけるIT機器
のエネルギー使用量（データセンター業の用
に供する施設に係るものに限る。単位 kWh
）にて除した値

1.4以下

⚫ データセンター業におけるベンチマーク指標及び目指すべき水準は以下の通りです。

➢ ベンチマーク指標：ＰＵＥ（Power Usage Effectiveness）

＝データセンター施設全体のエネルギー使用量÷IT機器のエネルギー使用量

※１年間の積算値

➢ 目指すべき水準 ：１．４以下

＜省エネ法 告示 工場等判断基準 別表第5（抜粋）＞（令和４年４月１日改正施行予定）

２－（１）データセンター業におけるベンチマーク指標及び目指すべき水準
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⚫ データセンター業とは、データセンター（データの処理を目的とした、コンピュータやデータ通信のた
めの装置を設置及び運用することに特化した建物又は室）を運営し、又は利用し、情報処理に
係る設備又は機能の一部を提供する事業を指します。

⚫ ベンチマーク制度の対象事業者は、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有している
事業者です（DCinDC等で、建物・付帯設備のエネルギー管理権原を一部保有する場合も含みます）。

ハウジング事業
ホスティング・クラウド事業

オーナー テナント

事業形態
IT機器（サーバ等）を保有せず、
機能（データセンター内のサーバス

ペース）を顧客に貸し出す

データセンターの建物・付帯設備を保
有し、かつ保有するIT機器（サーバ

等）の機能を顧客に提供する

データセンターの建物・付帯設備を保
有せず、保有するIT機器（サーバ

等）の機能を顧客に提供する

エネルギー
管理権原

ベンチマーク
制度 対象 対象

対象外
（テナント事業者は、業種によらず、データセンター

に係るエネルギー使用量の報告が必要）

建物・付帯設備
（一部保有を含む）

サーバスペース

建物・付帯設備
（一部保有を含む）

IT機器等

建物・付帯設備
（一部保有を含む）

IT機器等

：ハウジング事業者に
エネルギー管理権原あり

顧客に
場所貸し

：ホスティング・クラウド事業者に
エネルギー管理権原あり

：ホスティング・クラウド事業者に
エネルギー管理権原あり

顧客に
IT機器等の
機能を提供

又は
自社DC業※2

顧客に
IT機器等の
機能を提供

又は
自社DC業※2

２－（２）制度対象となる事業者

※2 自社DC業：自社のデータセンター業用途に供するデータセンター

＜データセンター業の事業形態＞

※DCinDCの
場合も含む

※DCinDCの
場合も含む



11

⚫ データセンター業におけるベンチマーク制度の対象は、「事業用途」のデータセンターです。

＜データセンターの分類＞

①事業用途（他者への情報サービス提供により事業収益を得ているデータセンター）

例）他者にハウジングサービス、ホスティング・クラウドサービス等を提供するデータセンター

自社で情報サービス提供を行うデータセンター（ BtoCサービス等、自社のデータセンター業用途）

自社のグループ企業にサービスを提供し、企業間取引として事業収益を得ているデータセンター

②自社用途（自社内におけるシステム運用）

例）社内システム（経理、管理、研究開発等）

情報通信業・サービス業以外の事業用途（物品販売業や金融業等、他の業種として規定される事業）

※複数業種に跨る事業者は、「データセンター業」における「①事業用途」についてのみ対象

⚫ 主に電気通信業の用に供する施設（ネットワークセンター）は、データセンター業におけるベン
チマーク制度の対象外です。

例）各地域の通信局舎、インターネットエクスチェンジとなるセンター等

⚫ 事業所におけるサーバー室面積の合計が300㎡未満のデータセンターは、報告対象外とするこ
とができます。

２－（３）制度対象となる事業所
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⚫ 対象期間中に開業（賃借）または閉鎖（退去）した事業所は、報告対象外となります。

⚫ ベンチマーク指標の算定は、実績年度（定期報告対象期間）を通して稼働している事業所
を対象としてください。

ケース

実績年度（定期報告対象期間） 報告年度
ベンチマーク

評価
４月１日

時点
４月1日

～
入退去等

～
3月31日

４月１日
時点の状況

事業所

⚫ 定期報告対象期間より前に
開業（購入等）している場合

開業済 ⇒ 開業済 対象

⚫ 定期報告対象期間中に
開業（購入等）した場合

開業⇒ 開業済 対象外

⚫ 定期報告対象期間中に
閉鎖（売却等）した場合

開業済 ⇒売却 対象外

専有部
（テナント）

⚫ 定期報告対象期間より前に
賃借している場合

入居済 ⇒ 入居済 対象

⚫ 定期報告対象期間中に
賃借した場合

入居⇒ 入居済 対象外

⚫ 定期報告対象期間中に
退去した場合

入居済 ⇒退去 対象外

共用部 （テナント入居状況によらず） 開業済 ⇒ 開業済 対象

：エネルギー使用期間

２－（３）制度対象となる事業所



データセンター
（略：DC）

ケースA
（DCの建物を間借りしてDC業を営む）

ケースB
（複合施設の建物を間借りしてDC業を営む）

DCの
運用形態

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、データセンター業を
営んでいるが、その一部のテナントを間借りして、事業者Bが
データセンター業を営んでいる場合
➢ 事業者A（オーナー）：DC業（ハウジング等）
➢ 事業者B（テナント）：DC業（ハウジング、ホスティング、

クラウド等）

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、データセンター業以
外の事業を営んでいるが、その一部のテナントを間借りして、
事業者Bがデータセンター業を営んでいる場合
➢ 事業者A（オーナー）：DC業以外
➢ 事業者B（テナント）：DC業（ハウジング、ホスティング、

クラウド等）

報告対象

⚫ 事業者Aは、建物全体のPUEを算出し報告する。

※テナントがサブ変電設備を含むDC設備を全て保有・管理

している場合は、当該テナント部分は報告対象外となる。

⚫ 事業者Bは、テナント部分のPUEを算出し報告する。

※ただし、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有
していない場合は対象外となる。

⚫ 事業者Aは、データセンター業のベンチマーク制度対象外。

⚫ 事業者Bは、テナント部分のPUEを算出し報告する。

※ただし、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有
していない場合は対象外となる。

イメージ

DC
（事業用途）

DC

（事業用途）

DC
（事業用途）

複合施設

（非DC）

【参考】運用形態ごとのベンチマーク指標の報告対象事業者

①複合用途施設において、主用途がデータセンターの場合
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事業者A（ハウジング）
→建物全体のPUEを算出し報告

事業者B（ハウジング、ホスティング、ク
ラウド等）

→テナント部分のPUEを算出し報告。

必要情報は、オーナーに確認又は推計。

事業者A（DC業のベンチマーク制度
対象外）

事業者B（ハウジング、ホスティング、
クラウド等）

→テナント部分のPUEを算出し報告。

必要情報は、オーナーに確認又は推計。



データセンター
（略：DC）

ケースC
（非DC業の建物を間借りしてDC業を営む）

ケースD
（非DC業の事務所の一部でDC業を営む）

DCの
運用形態

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、データセンター業以外の
用途を主な事業として営んでいるが、その一部のテナントを間借り
して、事業者Bがデータセンター業を営んでいる場合
➢ 事業者A（オーナー）：DC業以外（貸事務所業等）
➢ 事業者B（テナント）：DC業（ハウジング、ホスティング、クラ

ウド等）

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、データセンター業以
外の用途を主な事業として営んでいるが、その一部で事業者
Aがデータセンター業を営んでいる場合
➢ 事業者A：DC業以外
➢ 事業者Aの事務所の一部：DC業（ハウジング、ホスティ

ング、クラウド等）

報告対象

⚫ 事業者Aは、データセンター業のベンチマーク制度の対象外。

⚫ 事業者Bは、テナント部分のPUEを算出し報告する。

※ただし、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有して
いない場合は対象外となる。

※サーバー室面積合計が300㎡未満は対象外としてもよい。

⚫ 事業者Aは、データセンター業のベンチマーク制度の対象外。

⚫ 事業者Aは、事務所の一部についてPUEを算出し報告する。
※サーバー室面積合計が300㎡未満は対象外としてもよい。

イメージ

DC
（事業用途）

事務所

【参考】運用形態ごとのベンチマーク指標の報告対象事業者

②複合用途施設において、主用途がデータセンター以外の場合

DC
（事業用途）

事業者A（ホスティング、クラウド等）

サーバー室面積合計300㎡未満は対象外可

事務所
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事業者A（DC業のベンチマーク制度
対象外）

事業者B（ハウジング、ホスティング、ク
ラウド等）

→テナント部分のPUEを算出し報告。

必要情報は、オーナーに確認又は推計。

（非DCの共用部分やDC部分の空調等）

サーバー室面積合計300㎡未満は対象外可

事業者A（DC業のベンチマーク制度
対象外）



データセンター
（略：DC）

ケースE
（自社用途DCを一部間借りしてDC業を営む）

ケースF
（自社用途DCを共同利用する場合）

DCの
運用形態

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、自社用途で運営し
ているが、その一部を間借りして、事業者A自身がデータセン
ター業を営んでいる場合
➢ 事業者A（オーナー）：自社用途
➢ 事業者A（テナント）：DC業（ハウジング、ホスティング、

クラウド等）

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、自社用途で運営してお
り、テナントが間借りして、データセンター業以外の用途で使用して
いる場合（銀行システムの共同利用等）
➢ 事業者A（オーナー）：自社用途
➢ 事業者B（テナント）：自社用途（共同利用ユーザ。エネル

ギー管理権限は有しない）

報告対象

⚫ 自社用途DCは、データセンター業のベンチマーク制度の対象

外。

⚫ 事業用途DC（テナント）は、PUEを算出し報告する。

※ただし、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有
していない場合は対象外となる。

⚫ 事業者A及び共同利用の事業者Bは、データセンター業のベンチ

マーク制度の対象外。

イメージ
DC

（事業用途）

事業者B

（DC業のベンチマーク制度対象外）

（共同利用＝自社用途）

→PUE算出・報告の必要なし

DC

（自社用途）

DC

（自社用途）

DC

（自社用途）

【参考】運用形態ごとのベンチマーク指標の報告対象事業者

③自社用途データセンターの場合

原則として、自社用途データセンターはベンチマーク制度の対象外です。

事業者Aの事業用途部分

（ハウジング、ホスティング、クラウド等）

→テナント部分のPUEを算出し報告

サーバー室面積合計300㎡未満は対象外可

事業者A

（DC業のベンチマーク制度対象外）

※自社用途を事業用途と区別できない場合、建物全体のPUEを報告
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事業者Aの自社用途部分
（DC業のベンチマーク制度対象外）



ネットワークセンター
（略：NC）

ケースG
（NC業の建物を一部間借りしてDC業を営む）

ケースH
（DC業の建物を一部間借りしてNC業を営む）

DCの
運用形態

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、ネットワークセンター
を主な用途として運営しているが、その一部のテナントを間借
りして、事業者B（または事業者A自身）がデータセンター業
を営んでいる場合
➢ 事業者A（オーナー）：電気通信業
➢ 事業者B又は事業者A自身（テナント）：DC業（ハウ

ジング、ホスティング、クラウド等）

⚫ 建物自体は、事業者Aが保有・管理し、データセンター業を
主な用途として営んでいるが、その一部のテナントを間借りし
て、事業者B（または事業者A自身）がネットワークセンター
を運営している場合
➢ 事業者A（オーナー）：DC業（ハウジング等）
➢ 事業者B又は事業者A自身（テナント）：電気通信業

報告対象

⚫ 事業者Aは、ネットワークセンターは、データセンター業のベンチ

マーク制度の対象外。

⚫ 事業者B（または事業者A自身）は、テナント部分について

PUEを算出し報告する。

※ただし、建物・付帯設備に関するエネルギー管理権限を有
していない場合は対象外。

⚫ 事業者Aは、建物全体のPUEを算出し報告する。

⚫ 事業者B（または事業者A自身）は、テナント部分（

ネットワークセンター）については、データセンターのベンチマーク

制度の対象外。

イメージ

DC
（事業用途）

事業者A（ネットワークセンター）

（DC業のベンチマーク制度対象外）

事業者B（または事業者A自身）

（ハウジング、ホスティング、クラウド等）

→テナント部分のPUEを算出し報告

※必要情報は、オーナーに確認又は推計。通信

事業用設備（フロア・通信機器室）は他テナント

とみなす

NC
（電気通信事
業用施設）

NC

事業者A（ハウジング等）

→建物全体のPUEを算出し報告

※通信事業用設備（フロア・通信機器室）は

他テナントとみなす

事業者B （または事業者A自身）

（ネットワークセンター）

（DC業のベンチマーク制度対象外）

DC

（事業用途）

【参考】運用形態ごとのベンチマーク指標の報告対象事業者

④ネットワークセンター（電気通信業の用に供する施設）

原則として、ネットワークセンターはベンチマーク制度の対象外です。

16※NC業用途をDC業用途と区別できない場合は、建物全体のPUEを報告※DC業用途をNC業用途と区別できない場合は、建物全体のPUEを報告
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⚫ PUEの算出方法については、JDCC発行の「PUE計測・計算方法に関するガイドライン」（以下、
PUEガイドライン）に準拠してください。

⚫ 来年度、本制度の対象事業者向けに、最新版のPUEガイドライン（Ver3.0）の要旨版を、
資源エネルギー庁のホームページ等に公表する予定です。

（参考）PUEガイドライン（Ver3.00）

２－（４）ベンチマーク指標の測定方法の定義



⚫ 事業所のベンチマーク指標は、データセンター全体の消費エネルギーをIT機器の消費エネルギー
で割った値です（１年間の積算値）。

⚫ 事業者のベンチマーク指標は、事業者が運営又は利用する全てのデータセンターにおけるエネ
ルギー使用量の合計（kWh）を、全てのIT機器エネルギー使用量の合計（kWh）で割っ
た値です。
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事業者の
ベンチマーク指標

＝

事業者が運営または利用する全てのデータセンターにおける
IT機器のエネルギー使用量の実績値(kWh)

事業者が運営または利用する全てのデータセンターにおける
エネルギー使用量の実績値（ kWh ）

＝□. □□

⚫ 目指すべき水準
ベンチマーク指標（事業者のベンチマーク指標の値）=１.４以下

ベンチマーク指標（PUE）＝
データセンター全体の消費エネルギー

IT機器の消費エネルギー

※ベンチマーク指標の値は、小数第二位まで記載してください。

２－（５）事業者単位のベンチマーク指標及び目標値の算出



特定－第６表 ベンチマーク指標の状況

特定－第７表
１－１ 判断基準のベンチマークの指標の算出に当たり、根拠となる情報

（令和４年度報告の場合）■定期報告書

１－２ 判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報

ベンチマーク制度の対象事業所は、データセンターＡ、データセンターＢです。

ベンチマークの目指すべき水準との差は、1．40－□．□□＝▲×.××

＜未達理由＞ 目指すべき水準が未達成だった理由は、・・・

省エネ取組状況を記入（任意）
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区分
対象となる
事業の名称
（セクター）

対象事業のエネ
ルギー使用量

（原油換算kl）

ベンチマーク指標の状況（単位）
中長期計画書に
記載したベンチ
マーク指標の

見込み

達成率
目標年度に
おける目標値

（単位）2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

16
データセンター

業
5,000 kl □.□□ 〇.〇〇 〇% 1.4

ベンチマーク指標の対象
となるエネルギー使用量
（実績）を記入する

ベンチマーク指標の
値（実績）を記入する
（小数点第二位まで）

事業者の
ベンチマーク指標

＝
事業者が運営または利用する全てのデータセンターにおける

IT機器のエネルギー使用量の実績値(kWh)

事業者が運営または利用する全てのデータセンターにおける
エネルギー使用量の実績値（ kWh ）

＝□. □□

⚫ ベンチマーク指標の状況は、特定第６表及び第７表に記入します（詳細は記入要領参照）。

（省略）

２－（６）定期報告におけるベンチマーク指標の状況等の記入
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■データセンター業のベンチマーク制度 制度の概要［目次］
１．ベンチマーク制度の概要

（１）ベンチマーク制度について
（２）対象事業者
（３）指標及び目標の設定方針
（４）目標達成時の評価

２．データセンター業におけるベンチマーク制度
（１）指標及び目指すべき水準
（２）対象事業者
（３）対象事業所
（４）ベンチマーク指標の測定方法の定義
（５）事業者単位のベンチマーク指標の算出
（６）定期報告におけるベンチマーク指標の状況等の記入

３．定期報告における事業者の対応
（１）テナント事業者におけるデータセンターに係るエネルギー使用量の算入
（２）データセンターにおけるハウジング事業者及びテナント事業者の対応
（３）定期報告におけるデータセンターに係るエネルギー使用量等の記入

４．今後のスケジュール
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＜工場等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＞

⚫ 省エネ法の工場等判断基準では、テナントビルにおけるビルオーナーとテナント事業者は、共同し
て省エネに取り組むこと、またビルオーナーは、テナント事業者のエネルギー使用量の把握を行
い、情報提供することを規定しています。

⚫ データセンターにおけるテナント（データセンター業の他、データセンター業以外の業種及び自
社用途を含む）においても、本規定は適用されます。

Ⅰ.１.（８）その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
事業場※1の居室等※2を賃貸している事業者（以下「賃貸事業者」という。）と事業場の居室等を賃借し
ている事業者（以下「賃借事業者」という。）は、共同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推進
するとともに、賃貸事業者は、賃借事業者のエネルギーの使用の合理化状況が確認できるようにエネルギー
使用量の把握を行い、賃借事業者に情報提供すること。その際、計量設備がある場合は計量値とし、計量
設備がない場合は合理的な算定方法に基づいた推計値とすること。

Ⅱ.エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置
賃貸事業者と賃借事業者は、共同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推進するとともに、エネ

ルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を促すため、エネルギーの使用及び使用の合理化に係る費用の
負担方法にその成果が反映される仕組み等を構築するように努めるものとする。

※１ 場所借りのデータセンターであっても、継続的に事業を行っている場合は、活動を行っている事業者の「事業場」に該当する。
※２ 「居室等」とは、人が継続的に使用する場所ではなく「賃借している場所」を指すため、電算室も含まれる。

３－（１）テナント事業者におけるデータセンターに係るエネルギー使用量の算入
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⚫ テナント事業者は、データセンターに係るエネルギー使用量について報告が必要です。

※これまで、データセンターの事業形態にかかわらず、データセンターのエネルギー使用量はデータセンターの運営事業者が算入
していましたが、ハウジング事業におけるサーバスペースは、IT機器を所有するテナント事業者の事業場と捉えられるため、算
入方法が変更となります（令和5年度の定期報告より）。

⚫ テナント事業者は、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専有部の全てのエネルギー
使用量を算入してください。

⚫ 備付空調・照明は、オーナーとテナントが共同で省エネを進める観点から、ハウジング事業者及
びテナント事業者のいずれもエネルギー使用量を算入してください。

■データセンターにおけるエネルギー使用量の算入要否

３－（１）テナント事業者におけるデータセンターに係るエネルギー使用量の算入

ハウジング事業者 テナント事業者

付帯設備

サーバスペース
のIT機器

付帯設備

サーバスペース
のIT機器備付設備

（空調・照明）

テナント
持込設備

（空調・照明）

備付設備
（空調・照明）

テナント
持込設備

（空調・照明）

エネルギー管理権原の有無 ○ × × × ○ ○

算入要否
現行 ○ ○ ○ × × ×

見直し後 ○ × × ○ ○ ○

［凡例〕 ○：算入要 ×：不要



単独所有（区分所有） DC in DC 証券化ビル等

データセンターの
所有形態

ハウジング事業者が
テナント事業者に場所貸し

データセンターの一部を借りて、
ハウジング事業者が

テナント事業者に場所貸し

証券化ビル
単独で賃借（一棟借り）

エネルギー
管理権原の
保有者

エネルギー使用量
の報告者

ハウジング事業者（管理権原箇所）
テナント事業者（使用分全て）

ハウジング事業者A（管理権原箇所）
ハウジング事業者B（管理権原箇所）
テナント事業者（使用分全て）

オーナー事業者または
当該ビルの管理にかかる指図権を有し
ている特別目的事業体（特定目的会
社、不動産投資法人、合同会社等）ベンチマーク指標

の報告者
ハウジング事業者（建物全体） ハウジング事業者A（建物全体）

ハウジング事業者B（テナント部分）

【共有部】
・受電、空調設備

【参考】所有形態ごとのエネルギー使用量の報告対象事業者
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⚫ エネルギー使用量の報告は、設備や機器等の設備更新の指図ができ、かつエネルギー使用量の
把握ができる者（エネルギー管理権原を有する者）が行います。

⚫ データセンターの所有形態に応じて、それぞれ以下の事業者が報告してください。

【共有部】
・受電、空調設備
・非常用発電設備

【専有部】
・サーバルーム設備
・IT機器

ハウジング
事業者

テナント
事業者

・非常用発電設備
【専有部】
・サーバルーム設備

【専有部】 IT機器

ハウジング
事業者B

テナント
事業者

ハウジング
事業者A

【共有部】
・受電、空調設備
・非常用発電設備

【専有部】
・サーバルーム設備
・IT機器

ハウジング
事業者
または
特別目的
事業体

＜データセンターの所有形態＞



⚫ ハウジング事業者は、テナント毎にエネルギー使用量を測定し、テナント事業者に通知してください。

⚫ テナント事業者は、ハウジング事業者からの通知を受け、データセンターに係るエネルギー使用量を
報告してください。

⚫ テナント毎のエネルギー使用量を把握できない場合、ハウジング事業者およびテナント事業者双方
協議の上、合理的な算出手法により推計してください。
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データセンター全体の
消費エネルギーの計測箇所

IT機器の
消費エネルギーの
計測箇所

凡例

テナント毎に測定していない場合は
ー占有サーバー室面積
ーIT機器の定格容量
ー契約ラック数
ー契約料金
等で按分

付帯設備のエネルギー
使用量を、テナント毎
に測定していない場合
は、IT機器エネルギー
使用量等で按分

３－（２）データセンターにおけるハウジング事業者及びテナント事業者の対応

＜ハウジング事業者及びテナント事業者におけるエネルギー使用量の合理的な算出方法例＞
①IT機器のエネルギー使用量
ーテナントの占有サーバー室面積、IT機器の定格容量、契約ラック数、契約料金等で按分
②付帯設備（空調・照明等）のエネルギー使用量
ーテナントのIT機器エネルギー使用量により按分
※付帯設備のエネルギー使用量を特定できない場合は、冷凍機の消費電力量等から推計
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特定第３表の記入方法

⚫ 日本標準産業分類において、データセンター業は規定されていないため、大分類がG：情報通信
業（中分類：37～40）の中から自社の事業形態に合わせて選択してください。

⚫ 事業者クラス分け評価制度において、データセンター業に係るエネルギー使用量は、大分類が
G：情報通信業におけるエネルギー使用量の合計で判断されます。

その他の固定電
気通信業

情報通信業（中分
類：37～40）の中から

選択

３ ７ １ ９

３－（３）定期報告におけるデータセンターに係るエネルギー使用量等の記入
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⚫ データセンターは、「その他の固定通信業（3719）」において規定されておりますが、大分類Ｇ 情
報通信業（中分類：37～40）の中から自社の事業形態に合わせて選択してください。

中分類 小分類 細分類
37 通信業

370 管理、補助的経済活動を行う事業所
371 固定電気通信業

3711 地域電気通信業（有線放送電話業を除く） NTT東西の本社・支社・ネットワークセンター等
3712 長距離電気通信業
3719 その他の固定電気通信業 他に分類されない固定電気通信業を営む事業所をいう。

○音声蓄積サービス業；ファックス蓄積サービス業；ＩＳＰ（インターネット・サー
ビス・プロバイダ）；ＩＸ（インターネット・エクスチェンジ）業；ＩＤＣ（インター
ネット・データ・センター）業

372 移動電気通信業
373 電気通信に附帯するサービス業

38 放送業
39 情報サービス業

390 管理、補助的経済活動を行う事業所
391 ソフトウェア業 電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言など並

びにこれらを一括して行う事業所（受託ソフトウェア業）
392 情報処理・提供サービス業

3921 情報処理サービス業 電子計算機などを用いて委託された情報処理サービス（顧客が自ら運転する場
合を含む），データエントリーサービスなどを行う事業所をいう。
○受託計算サービス業；計算センター；タイムシェアリングサービス業；データエン
トリー業；パンチサービス業

40 インターネット附随サービス業
400 管理、補助的経済活動を行う事業所
401 インターネット附随サービス業

4011 ポータルサイト・サーバ運営業
4012 アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
4013 インターネット利用サポート業

大分類Ｇ 情報通信業・・・情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所、インターネットに付随したサー
ビスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が分類される。

【参考】日本標準産業分類におけるデータセンターの扱い
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⚫ 定期報告において、ハウジング事業者が、テナントにエネルギー管理権原のあるエネルギー使用
量（IT機器等）を算入対象から除外する場合、テナント事業者が代わりに算入できるようにす
るため、予めテナント事業者に通知してください。

⚫ 事業者クラス分け評価制度においては、エネルギー算入範囲変更後の5年度間平均原単位を
用いて評価を行います。

⚫ なお、IT機器等のエネルギー使用量の新規算入（除外）に伴い、定期報告における生産数量を
変更する場合は、現行規定に従ってください。

ー生産数量の変更理由及び、原則当該年度を含む過去５年度分の新旧単位による生産数量等の対比表
を、欄外又は別紙に記入してください。

エネルギー
算入範囲

生産数量 年度 年度 年度 年度 年度 5年度間平均
原単位変化名称 単位

変更前 原単位

生産数量

変更後 原単位

生産数量

＜定期報告に記載する対比表の例＞ 算入方法変更

エネルギー算入範囲変
更後の5年度間平均原
単位でクラス分け評価

３－（３）定期報告におけるデータセンターに係るエネルギー使用量等の記入
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⚫ 定期報告書におけるエネルギー消費原単位の分母（エネルギー消費と密接な関係を持つ指標）
は、各事業者のエネルギー使用効率の進捗を適切に表現できる生産数量を選択してください。

例：エネルギー使用量と相関が高い、契約ラック数またはサーバ室面積を用いる等

（出典）データセンター調査報告書2020（インプレス総合研究所）に記載
のデータセンターのうち、2020年度に定期報告を行った事業所を対象に集計

34%

3…

3%
2%

7%

16%

23%

3%

1%

6%

2%

データセンターを保有する者の定期報告における

生産数量の使用割合

IT機器エネルギー使用量

CPU電力量

UPS電力量

契約電力

電源回路数

ラック数

延床面積

通信トラフィック

OS数

加入者数

営業収益

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1,000 2,000 3,000

IT機器エネルギー使用量

契約ラック数

＜IT機器のエネルギー使用量と契約ラック数＞N=16

相関係数
0.99

［MWh］

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

15,0005,000 10,000
サーバー室面積

IT機器エネルギー使用量

＜IT機器エネルギー使用量とサーバー室面積＞N=25

相関係数
0.85

［MWh］

［㎡］

３－（３）定期報告におけるデータセンターに係るエネルギー使用量等の記入



⚫ 令和４年４月１日改正告示施行（予定）。

⚫ 新たなベンチマーク指標及び目標については、令和５年度定期報告（令和４年度実績報
告）から適用されます。

令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度）

全体スケジュール

ベンチマーク指標の状況の報告
不要 報告開始

【指標】ＰＵＥ 【目標】1.4以下

定期報告における
IT機器エネルギー使用量の報告

現行通り 算入方法変更

ハウジング事業者
テナント事業者の

エネルギー使用量を含めて報告

• テナントがエネルギー管理権原を保有する
エネルギー使用量を対象から除外

• テナントにエネルギー使用量を事前通知
（IT機器エネルギー使用量等）

テナント事業者

報告不要

• データセンターに係る全てのエネルギー使
用量を算入

• ハウジング事業者から通知がない場合は、
合理的な算出手法により推計

改正告示施行（4月）

定期報告
7月末〆

定期報告
7月末〆
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４．今後のスケジュール


