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建築物の省エネ性能向上の課題
― 省エネ研究会のとりまとめについて ―

国土交通省住宅局住宅生産課長 長谷川　貴　彦

１.はじめに

わが国のエネルギーは、そのほとんど
を海外からの輸入に頼っており、国民生
活と産業活動にとってエネルギーの安定
的確保は不可欠である。

民生部門（業務 ･家庭部門）は、わが
国の最終エネルギー消費において約３分
の１を占め、他分野に比べ過去からの増
加の割合が大きいことから、当該分野に
おけるエネルギー消費の削減を図ること
が、省エネルギー社会の確立、ひいては
安定的なエネルギー需給構造を構築して
いくうえでの喫緊の課題となっている
（図－１）。

住宅・建築物における省エネルギー対
策の底上げを図るためには、住宅・建築
物の整備に際して省エネ性能の確保を求
めることが特に有効であることから、平
成 26 年４月に閣議決定された新たなエ
ネルギー基本計画においては、「規制の
必要性や程度、バランス等を十分に勘案
しながら、2020 年までに新築住宅・建
築物について段階的に省エネルギー基準
の適合を義務化する」こととされた。こ

うした状況から、平成 29 年４月に「建
築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律」（以下、「建築物省エネ法」）が
全面施行され、住宅以外の大規模※１の建
築物の新築等を対象に省エネルギー基準
への適合が義務化されたところである
（図－２）。

また、今後の制度設計に向けては、住
宅・建築物の省エネ性能に関する実態に
ついて徹底的に把握・検証を行い、その
結果を踏まえ、丁寧に検討を進めていく
ことが重要であることから、学識者等か
ら成る「住宅・建築物のエネルギー消費
性能の実態等に関する研究会」において、
住宅・建築物の省エネ性能の実態を把握・
検証し、住宅・建築物の省エネ基準への
適合率の更なる向上等に向けた課題を整
理することとし、平成 30 年３月末に、
とりまとめを公表したところである。

本稿においては、本研究会のとりまと
めの主なポイントについて紹介させてい
ただく。

※１：大規模：延べ面積2000㎡以上、
中規模：延べ面積300㎡以上2000㎡
未満、小規模：延べ面積300㎡未満

２.研究会のとりまとめにつ
いて

（１）建築物省エネ法の施行状況
①省エネ適判制度
平成 29 年４月に建築物省エネ法に基

づく住宅以外の大規模の建築物の新築等
を対象とする建築物エネルギー消費性能
適合性判定（以下「省エネ適判」という。）
制度が施行されたところであるが、建築
設計事務所への周知等が積極的に行われ
たこと等もあり、省エネ適判の対象とな
る大規模建築物に係る確認審査日数の推
移が図－３のとおりであるなど、これま
でのところ、省エネ適判に起因する混乱
や確認審査の遅延等は発生しておらず、
概ね円滑に施行されている状況にある。
②届出制度
省エネ適判対象以外の中規模以上の住

宅・建築物の新築等を対象とする届出制
度は、建築物省エネ法の施行前からエネ
ルギーの使用の合理化等に関する法律に
基づき導入されているが、平成 27 年度
における届出率については、図－４のと
おりとなっており、制度創設時より上昇

図－１　部門別のエネルギー消費の推移

出典:平成27年度エネルギー需給実績（確報）（資源エネルギー庁） 出典:平成27年度エネルギー需給実績（確報）（資源エネルギー庁）
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傾向にあるものの、特に中規模の住宅・
建築物においては未だ低い水準にとど
まっている状況である。
③表示制度
建築物のエネルギー消費性能の表示に

関する指針に則った省エネ性能の表示制
度である建築物省エネルギー性能表示制

度（BELS）については、住宅・建築物の
省エネ性能向上に関する補助制度におい
て表示制度の活用を要件としていること
等を背景として、図－５のとおり、戸建
住宅を中心に実績件数が伸びている。

（２）住宅・建築物の省エネ性能に
関する実態等

①住宅・建築物の省エネ性能に関する
実態

届出結果やアンケート結果より、平成
27 年度時点の住宅・建築物それぞれの
規模別の省エネ基準（外皮基準・一次エ
ネ基準）や誘導基準への適合率を算定※２

したところ、図－６，７のとおりとなった。
※２：大規模・中規模の住宅・建築物

の基準適合率は、
　①届出のあった物件は、届出に係る

省エネ計画から得られる基準適合率
（平成27年度）

　②届出のなかった物件は、一部の所
管行政庁において督促を行い届出
させたものの基準適合率（平成27年
度）を届出率をもとに加重平均して
算定。

　小規模の住宅・建築物の基準適合率
は、国土交通省が実施したアンケー
ト結果（住宅：平成27年度に着工
した物件を対象、建築物（住宅以
外）：平成28年度に建築確認を申請
した物件を対象）に基づく基準適合
率に以下の数値を乗じて補正するこ
とにより算定。さらに、戸建住宅に
ついては、事業者規模別の供給シェ
アで加重平均して補正。

　①同一セグメントにおける「アン
ケート結果に基づく基準適合率」に
対する「届出のあった物件の基準適
合率」の割合

　②無届出物件の適合率の反映による
届出対象物件における基準適合率の

図－４　平成27年度における届出率について

図－３　省エネ適判対象物件に係る確認審査日数

図－２　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

※国土交通省の調査結果による
※審査日数は、事前相談受付から確認済証交付までに要する日数(申請者側の作業日数と審査側の作業

日数を含む)
※新築の物件を対象（既に建築物が建っている敷地内に別棟で新築する場合は含んでいない）
※建築物省エネ法施行前(H29年３月以前)は構造適判対象物件のうち2000㎡以上の非住宅建築物の日数
※建築物省エネ法施行後(H29年６月以降)は省エネ適判対象物件の日数
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下降率
②設計者等の省エネ計算等への対応の
現状

委員より、業界団体が実施した調査等
によると、小規模の住宅・建築物の設計・
施工を担う中小の工務店や設計事務所等
には省エネ基準や省エネ計算等に習熟し
ていない設計者が相当程度存在している
との指摘等があった。
③消費者の住宅・建築物の省エネ性能
向上等への理解の現状

委員より、住宅・建築物の省エネ性能
向上のメリットが建築主や居住者等に十
分に理解されていないとの指摘等があっ
た。

（３）住宅・建築物の省エネ基準へ
の適合率の向上等に係る課題等

省エネ基準適合義務の対象拡大等の住
宅・建築物の省エネ基準への適合率の向
上等に係る課題等に関し、委員より以下
の指摘等があった。
①省エネ基準適合義務に係る課題等
（省エネ基準適合義務化のメリット）

・省エネ基準への適合を義務化すると、
義務付けられた水準が必ず達成される
というメリットがある。

・今後、エネルギー価格が高くなった
り、生活水準の向上に伴い暖房の水準
が上がったりすると、断熱性能が不
十分な住宅に居住する貧困者がエネル
ギー価格の負担増に耐えられなくなる
おそれがある。初期コストは別とし
て、省エネ基準への適合を義務付けて
おけば、誰でも一定水準の温熱環境が
保持できる住宅に住めるようになる。

（生産・審査体制に係る課題）
・小規模の住宅・建築物の設計・施工を

担う中小の工務店や設計事務所等には
省エネ基準や省エネ計算等に習熟して
いない者が相当程度いる状況であり、
その中で省エネ基準への適合が義務化
されると、これらの事業者の業務に大
きな支障が発生するおそれがあり、現
時点での義務化は一足飛びで拙速であ
る。

・新築件数の多い小規模の住宅・建築物
について省エネ基準への適合義務等の
対象とすると、審査件数の大幅な増加
により業務量が大幅に増大し、審査側
の体制が不足するおそれがある。ま
た、省エネ性能に係る完了検査の対象
を拡大すると、完了検査に係る業務量
の増大が懸念される。

・省エネ計算すら義務付けられていない
小規模の住宅・建築物について省エネ
基準への適合を義務化すると、省エネ
計算に不慣れな申請者への指導対応等
により審査側の業務量が大幅に増大す
るおそれがある。

・省エネ基準への適合義務化の対象の検
討にあたっては、審査等に要する行政
コストに見合う効果が見込めるかにつ
いて慎重に検証する必要がある。

・省エネ基準への適合率が低い状況で義
務化すると、着工が滞るなど市場に大
きな混乱を招くことが懸念されること
から、慎重に考える必要がある。

（建築主等の認識に係る課題）
・建築主や居住者等が住宅・建築物の省

エネ性能向上の必要性やメリットにつ
いて十分に理解していない中で、事業
者から建築主・居住者等に対して、高
断熱化や設備の効率化に伴うコスト増
について説明することが困難である。

・建築主をはじめ社会全体の認識を踏ま
えると、現段階で住宅・建築物につい
て省エネ基準への適合を義務化するこ
とは困難であり、広く社会の理解を得
ながら、段階的に住宅・建築物の省エ
ネ性能向上を進めていく方法について
検討することが必要である。
（伝統的構法や地域の文化への配慮等
に係る課題）

・省エネ基準への適合を義務化すると、
地域の文化等に根ざしたデザインの多
様性が損なわれるおそれがある。住
宅・建築物の多様性と省エネ性能向上
を両立させる方法について検討する必
要がある。

・伝統的構法の木造の住宅・建築物やコ
ンクリート打ち放しの住宅・建築物な
ど構造上断熱化がしにくい住宅・建築
物への配慮が必要である。
（住宅の特性に係る課題）

・省エネに係る投資の費用対効果が比較
的低い住宅等については、当該投資を
義務付けることについては慎重に考え
る必要がある。

・住宅については、消費者のデザインや
快適性に対するニーズにより、広い開

図－５　表示制度の施行状況について

図－６　平成27年度における規模別の基準適合率（住宅）

図－７　平成27年度における規模別の基準適合率（非住宅建築物）
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口部や広いリビングの確保、床暖房の
設置等が求められ、省エネ基準に適合
しにくくなる場合があることに配慮が
必要である。

・住宅のエネルギー消費量は、個人の価
値観を踏まえた住まい方に大きく依存
するため、画一的規制が馴染むのかと
いう点について慎重に考える必要があ
る。
②省エネ基準・省エネ計算に係る課題

・申請側・審査側双方の負担の軽減に向
け、省エネ基準への適合の判断を容易
なものとするため、省エネ基準・省エ
ネ計算の大幅な簡素化が必要である。

・省エネ計算を簡素化すると、設計者が
形式的に手続を通せば良いという方向
となり、設計者の省エネへの理解がお
ろそかになるおそれがある。

・共同住宅については、住戸毎の省エネ
計算が煩雑であること、最上階妻側の
住戸等で省エネ基準への適合が困難な
場合があることなどから、住戸単位で
はなく住棟単位での省エネ基準の適用
が必要である。なお、一次エネ基準に
ついては、平成28年度より住棟単位で
適用されるようになり、集合住宅ZEH
の基準においても住棟単位で適用され
ているので、外皮基準についても同様
にすべきである。
③省エネ性能向上等に係る普及啓発に
係る課題

（生産者の技術力向上に係る課題）
・設計者や施工者等において省エネ基

準・省エネ計算等への習熟や、住宅・
建築物の省エネ性能向上の必要性等へ
の理解が進むよう、国等において、設
計者や施工者等を対象とした省エネ基
準や省エネ計算等に係るガイドライン
等を充実するとともに、講習会等を実
施することが必要である。

・今後省エネ設計等の担い手となる若手
設計者の省エネ基準や省エネ計算等に
係る講習会等への受講を進めるため、
従業員の受講に対する経営者の理解を
促進することが必要である。
（施工段階における省エネ性能確保に
係る課題）

・断熱材が現場で正しく施工されるよ
う、正しい技術を普及させることが必
要である。

・現場において、設計図書どおりに省エ
ネ基準に適合する住宅が建設されるこ
とを担保することも検討が必要であ
る。

（建築主等の意識啓発に係る課題）
・住宅・建築物の省エネ性能向上の必要

性や断熱性能向上による快適性等のメ
リットについて、建築主・居住者等の
理解の状況を把握しつつ、国等におい
て普及啓発を推進することが必要であ
る。

・住宅・建築物の省エネ投資を促すた
め、エネルギーコストの低減効果に加
え、居住者の健康への影響等の断熱性
能向上がもたらすコベネフィットにつ
いても理解を促すことが必要である。
④総合的な取組の推進に係る課題

・パリ協定を踏まえた地球温暖化対策計
画や長期エネルギー需給見通しといっ
た国全体の省エネに係る目標等の達成
のため、住宅・建築物全体の省エネ性
能の底上げと、より性能の高いグルー
プの拡大および性能向上と、その両面
から住宅・建築物分野における総合的
な省エネ施策を検討することが必要で
ある。

・省エネ性能に関する情報の建築主や居
住者への提供の徹底や省エネ性能に応
じた税財政・融資上の支援の重点化等
の多様な手法により、マーケットメカ
ニズムを活用して省エネ基準を満たさ
ない住宅・建築物が建設されにくくな
る環境を整備することが必要である。

・住宅トップランナー制度等を通じて省
エネ性能が高い住宅が普及したことに
より、断熱性能が高い建材等が入手し
易くなったことも踏まえ、住宅を大量
に供給する事業者における住宅の省エ
ネ性能の向上を促す取組を拡大するこ
とが必要である。
⑤省エネ性能の情報提供に係る課題

・消費者の意識の向上や適切な選択を促
すため、着工前等に設計者から建築主
や居住者に省エネ性能を説明すること
が必要である。

・省エネ性能の表示制度は複数存在し、
消費者がどの表示制度で判断すれば良
いか分からない。BELSや建築環境総合
性能評価システム（CASBEE）を中心に
デファクトスタンダード的に集約され
ていくよう普及啓発を進めることが必
要である。

・事務所については、省エネ性能のほ
か、働く人の健康や快適性の促進も含
めた総合的な表示制度とすることで、
テナントに訴求していくことも必要で
ある。

⑥高い省エネ性能を有する住宅・建築
物の普及に係る課題

・住宅の省エネ性能の向上は、全体の底
上げと、より性能の高いグループの拡
大および性能向上との両面からの取組
が大切である。

・ZEH等の高い省エネ性能を有する住
宅・建築物の普及に向け、関係省庁の
連携の下、支援策の充実を図ることが
必要である。

・現行の省エネ計算の方法では評価でき
ない新たな技術や設備機器等の評価手
法の検討を進めることが必要である。

・複数の住宅・建築物における熱融通等
の連携により総合的に更に高い省エネ
性能を実現しようとする面的な取組の
推進を図ることが必要である。
⑦既存ストック対策に係る課題

・省エネ性能の低い既存ストックが数多
く存在することを踏まえ、新築の住
宅・建築物の省エネ性能向上に加え、
既存ストックの省エネ性能向上を促進
することが必要である。

・今後、新築の件数が減少する中で、既
存住宅のリフォームの件数増加が見込
まれるが、設計図書の残っていない既
存住宅について現地検査により省エネ
性能を把握することは困難であり、簡
易に省エネ性能を把握する手法の検討
が必要である。

(４)引き続き把握・検証すべき事項
委員より、今後の省エネ基準への適合

率向上等に向けた取組に係る判断を的確
に行うためにも、省エネ基準への適合率
の最新状況や、地域や構造等の別での不
適合物件の要因等について、把握・検証
していくことが必要との指摘等があった。

３.今後の取組について

今後は、省エネ基準への適合率の最新
状況や地域別の状況等について把握・検
証を進めつつ、審議会等において、本研
究会のとりまとめや最新の調査結果等も
踏まえ、具体の制度設計について検討を
進めていくこととしている。


