
建築物省エネ法を 
なぜ急がねばならないのか。 

HEAD研究会エネルギータスクフォース 
東北芸術工科大学＋エネルギーまちづくり社 

竹内昌義 



超わかりやすく解説 

　 
省エネルギーは断熱から 
日本の家は寒い 
脱炭素 



建築物省エネ法の改正案の概要 
①適合義務化　全ての新築住宅、非住宅に義務付け 
　トップランナー制度の拡充 
　売買、賃貸における省エネ性能表示の推進 

②省エネ改修に対する金融支援（既存ストックにも） 
　再エネ利用促進地域内の説明義務化　 
　再エネ導入に伴う高さ制限の緩和 

③木材の利用促進 



建築物省エネ法　国会提出見送り！ 
「2025年から適合基準義務化」を検討中。 

　　　　　　　再びの悪夢⁈ 

実はこれ2020年に義務化されるはずだったのもの。 
義務化すると準備をしていたが見送ることになった。 



断熱等級を説明します。　 
（等級６.７はパブコメ中） 
等級７　HEAT20-G３（再エネ除いて40％削減） 
等級６　HEAT20-G２（再エネ除いて30％削減） 
等級５　ZEH基準　　  （再エネ除いて20％削減） 
等級４　2025年適合基準　　H11年（1999年の次世代） 
等級３　H4基準（1992年） 
等級２　S55基準 
等級１ 国土交通省の基準は建物の外皮基準



断熱性能と気密性能

 家全体を暖めることを前提にした性能でなければ必ず不満はでる

⇒経済的に全館空調できる水準を検証し、最低でもＵＡ値０．５未満

区分
国の省エネ基準 ZEH HEAT20

等級2 等級3 等級4 Ｇ1 Ｇ2 Ｇ3

4地域 1.80 1.2 0.7 0.60 0.46 0.34 0.23

地域 2.94 1. 4 0.87 0.60 0.48 0.34 0.23

6地域 ― 1. 4 0.87 0.60 0. 6 0.46 0.26

 地域区分については鳥取県全域を５地域の基準に統一
＜断熱仕様シミュレーション＞
・現行省エネ基準に対するＵＡ値０．４６と０．４８の断熱仕様変更コストを比較
・ＵＡ値０．４８の場合、大きなコストアップとならないため、最低基準を０．４８に設定
・地域区分は０．４８をＧ１とする５地域を採

民間団体の基準（HEAT20）
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鳥取県NE-STの説明資料から抜粋

暖房を切って次の朝 8℃ 暖房を切って次の朝 13℃ 

等級４ 等級５ 



省エネルギーは断熱から 

義務化をしていないのは先進国で日本だけ 
日本で先進国並みなのは鳥取県ほか 

2020年に義務化を見送り 



等級４ 等級５ 等級６ 等級７ 

鳥取県NE-STの説明資料から抜粋





適合基準（義務化基準）は 
戸建ての85％がそれ以上で建てている。 
集合住宅では70％ 

そんなに難しくないレベル。 
義務化の反対はほとんどない。 
「2025年には義務化する。」 
斉藤国土交通省大臣と質問に回答。 



2020年義務化の時も、 
必ずやるって言っていたのに。。。。 

見送りの理由 
習熟度不足。個人財産の制限。手続き複雑なので対応できない。 
義務化には時間がかかる。 

早く法制化したほうがいい。



義務化の先にあるもの 

業界の準備のための時間。 
表示制度の準備の時間。 
習熟度を上げる講習などの時間。 
役所の中の手続きを効率化（DX化）するための時間。 
義務化以降は自治体が条例で建物の断熱等級を決めることが 
できる。 
2030年に向けての引き上げの必要性 



義務化の先にあるもの 

義務化以降は自治体が条例で建物の断熱等級を 
決めることができる。 

ただし、義務化が前提。 
長野（CO2削減率60％）や鳥取は静観。 
どんどん進めた方が、温暖化対策に貢献。 



業界は 
すぐに対応できないので、 
準備期間が欲しい。 



義務化は本当に必要か。 
業界の努力でいいのではないか。 

と言われますが、、





寒い家を作り続けると 
エネルギーが減らない。



寒い住宅が原因で年間19000人がヒートショックになっている。

急激な温度変化により⾝体にダメージを与えるヒートショック。

ӿ

出典︓YKKAP株式会社

※出典：厚生労働省科学研究費補助金 入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究
平成2 年度総括・分担研究報告書、警察庁「平成2 年中の交通事故死者数について」

4,373人

約19,000人
4倍以上

交通事故死亡者数 入浴中死亡者数

,000

10,000

1 ,000

20,000

入浴中の死亡者数は交通事故の４倍！

・入浴中の死因ではヒートショックが大きく関係

・家が寒いことにより、熱いお風呂に入る習慣も影響
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寒い住宅が原因で年間19000人がヒートショックになっている。



寒い住宅が原因で年間19000人がヒートショックになっている。

省エネ性能は生命や健康、財産を守る

・家が寒いと が上

・暖かい家で を

10

脳卒中になった場合、手術費は257万 
国が180万負担してくれるので個人の負
担は77万となります 
脳卒中になり、後遺症が残り介護が必要
となった場合。。。 
要介護5の自己負担　　　　 36,000円 
往診費　管理含む医療費　   12,000円 
オムツ代　　　　　　　　　10,000円 
ショートステイ（8日）　　　　  
30,000円 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ー 
　　　　　　　　　　　　　88,000円 
脳卒中になったら余命が平均7.5年と言
われています 
88,000円×12か月×7.5年＝792万 
792万+手術自己負担77万＝869万



この義務化に関する法案は「新築」の法案 

もっと大事なのは、既存の住宅をどうするか。 
あるいは既存のストックをどうするか。 



慶應大学　伊香賀研究室　資料より



Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved



既存建物への
補助金が効果的 

建物で健康に
なるなら 

健康保険の適
応なども、、

私有財産への 
補助金はむずかしい

です

○エネルギーの 
安全保障 

○介護費の削減 
○産業、雇用の 

創出

社会全体の 
ベネフィット 

（便益） 

増大
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はたしてこれで温暖化対策として 
間に合うのだろうか。 

温暖化対策は岸田内閣の最重要課題 

○エネルギー基本計画との整合性 
○COP26で１.５℃以内となった今 
     2021年グラスゴー



脱炭素 
ゼロエネルギーハウスが必要 
作るエネルギーと使うエネルギーが同じだと、プラスマイナスゼロ。 
国交省のいうZEHは基準であって、ZEH（ゼロエネルギーハウスにはなっていない。） 

ZEH（zero energy house）　 



2050年脱炭素から始まった流れ 



再エネタスクフォース 
第５回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース　　
2月24日　東京大学大学院　前准教授
https://www.youtube.com/watch?v=3tsyOZo0upk

あり方検討会 
脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 
国交省、経産省、環境省合同の検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000188.html
2020年4月～8月まで　計６回開催
５回で終わるはずだったが、異論が噴出し、会議が延長。

温暖化対策に対する国民の関心の高まり

https://www.youtube.com/watch?v=3tsyOZo0upk
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000188.html


ZEHロードマップ 
○2030年に新築平均でZEH、ZEB（閣議決定） 
　基本的に作るエネルギーと使うエネルギーが同じ。 
   50％削減して、太陽光発電を５kW、100%に載せる 

○2025年に適合基準義務化（ほぼ全員一致） 
○2030年に建物の断熱性能（20%削減） 
＋太陽光 60％めざす 



エネルギー基本計画（経産省）とのずれ 
2030年CO2削減26％　（住宅、業務40％） 
 
2030年CO2削減46％　（住宅、業務66％） 

住宅、業務（非住宅の建物）の削減目標 66％ 
と言われているのに本格化するのは、2030年から。 



エネルギー基本計画（経産省）とのずれ 
省エネのロードマップの前倒しが必要。 
住宅、業務（非住宅の建物）の削減目標 66％ 
　　　　　　　　　　　　(個人の意識では無理) 

○ZEH基準が本格化するのは2030年よりも前倒し 
   の予定だが、、、、 
○洋上風力とか新しい技術が必要だが、住宅は今ある技術で 
　十分に対応可能。 



本当のZEHにするには、国交省のZEH基準 
では足りていない。 

日本の新築のZEHの割合は1％以下。 
（エネルギー基本計画より） 



問題点 
そもそも、日本の温暖化対策は 
世界の水準にアップデートできているか。 

パリ協定　２℃の上昇に抑える。 

COP26　1.5℃の上昇に抑えることを決定。 
以前の目標の前倒しを決定。 



IEA 世界エネルギー機関　 
2050年カーボンニュートラルへのロードマップ



世界標準は 
マイルストーンでも2030年新築ZEH。 
残り20年は既存への改修。暖かい家へ。 

当たり前にZEH、ZEBが作れないのは 
おかしい。まずは義務化をして進める。 



この法案はまさに 
温暖化対策としての本気度の 

バロメーター 

ぜひ法案提出を後押ししてください。 




