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建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律（抄）

平成 27 年 7 月 8 日法律第 53 号

最終改正：令和元年５月 17 日法律第４号

［令和元年 11 月 16 日施行］

【目的】
第１条　この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建
築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加
していることに鑑み、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する基本的な方針の策定につい
て定めるとともに、一定規模以上の建築物の建
築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保
するための措置、建築物エネルギー消費性能向
上計画の認定その他の措置を講ずることによ
り、エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（昭和54年法律第49号）と相まって、建築物のエネル
ギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の
健全な発展と国民生活の安定向上に寄与するこ
とを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。

一　建築物　建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第一号に規定する建築物をいう。

二　エネルギー消費性能　建築物の一定の条件で
の使用に際し消費されるエネルギー（エネル
ギーの使用の合理化等に関する法律第２条第
１項に規定するエネルギーをいい、建築物に
設ける空気調和設備その他の政令で定める建
築設備（第６条第２項及び第 29 条第３項に
おいて「空気調和設備等」という。）におい
て消費されるものに限る。）の量を基礎とし
て評価される性能をいう。

▪政令【空気調和設備等】令１条�➡１５ 

三　建築物エネルギー消費性能基準　建築物の備
えるべきエネルギー消費性能の確保のために
必要な建築物の構造及び設備に関する経済産
業省令・国土交通省令で定める基準をいう。

▪省令【建築物エネルギー消費性能基準】省令１条�➡２１ 

四　建築主等　建築主（建築物に関する工事の請
負契約の注文者又は請負契約によらないで自
らその工事をする者をいう。以下同じ。）又

第 １ 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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は建築物の所有者、管理者若しくは占有者を
いう。

五　所管行政庁　建築主事を置く市町村の区域に
ついては市町村長をいい、その他の市町村の
区域については都道府県知事をいう。ただし、
建築基準法第 97 条の２第１項又は第 97 条の
３第１項の規定により建築主事を置く市町村
の区域内の政令で定める建築物については、
都道府県知事とする。

▪政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令２条➡15 

【基本方針】
第３条　国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する基本的な方針（以下「基本
方針」という。）を定めなければならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　建築物のエネルギー消費性能の向上の意義及
び目標に関する事項

二　建築物のエネルギー消費性能の向上のための
施策に関する基本的な事項

三　建築物のエネルギー消費性能の向上のために
建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事
項

四　前三号に掲げるもののほか、建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する重要事項

３	 基本方針は、エネルギーの使用の合理化等に関
する法律第３条第１項に規定する基本方針との
調和が保たれたものでなければならない。

４	 国土交通大臣は、基本方針を定めようとすると
きは、経済産業大臣に協議しなければならない。

５	 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。

６	 前３項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【国の責務】
第４条　国は、建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する
責務を有する。

２	 国は、地方公共団体が建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する施策を円滑に実施すること
ができるよう、地方公共団体に対し、助言その
他の必要な援助を行うよう努めなければならな
い。

３	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上を促

進するために必要な財政上、金融上及び税制上
の措置を講ずるよう努めなければならない。

４	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する研究、技術の開発及び普及、人材の育成そ
の他の建築物のエネルギー消費性能の向上を図
るために必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

５	 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じ
て、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る国民の理解を深めるとともに、その実施に関
する国民の協力を求めるよう努めなければなら
ない。

【地方公共団体の責務】
第５条　地方公共団体は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関し、国の施策に準じて施策を講
ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有
する。

【建築主等の努力】
第６条　建築主（次章第１節若しくは第２節又は附

則第３条の規定が適用される者を除く。）は、
その建築（建築物の新築、増築又は改築をいう。
以下同じ。）をしようとする建築物について、
建築物エネルギー消費性能基準に適合させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

▪次章第１節、第２節　法11条〜22条➡4 

２	 建築主は、その修繕等（建築物の修繕若しくは
模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。
第 29 条第１項において同じ。）をしようとする
建築物について、建築物の所有者、管理者又は
占有者は、その所有し、管理し、又は占有する
建築物について、エネルギー消費性能の向上を
図るよう努めなければならない。

【建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力】
第７条　建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、そ
の販売又は賃貸を行う建築物について、エネル
ギー消費性能を表示するよう努めなければなら
ない。

【建築物に係る指導及び助言】
第８条　所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性
能の確保のため必要があると認めるときは、建
築主等に対し、建築物エネルギー消費性能基準
を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全
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に係る事項について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【建築物の設計等に係る指導及び助言】
第９条　国土交通大臣は、建築物エネルギー消費性
能基準に適合する建築物の建築が行われること
を確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、建
築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物の
エネルギー消費性能の表示について必要な指導
及び助言をすることができる。

【建築材料に係る指導及び助言】
第 10 条　経済産業大臣は、建築物エネルギー消費
性能基準に適合する建築物の建築が行われるこ
とを確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床
（これらに設ける窓その他の開口部を含む。）を
通しての熱の損失の防止の用に供される建築材
料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、当
該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該
品質の表示について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【特定建築物の建築主の基準適合義務】
第 11条　建築主は、特定建築行為（特定建築物（居

住のために継続的に使用する室その他の＊1 政
令で定める建築物の部分（以下「住宅部分」と
いう。）以外の建築物の部分（以下「非住宅部
分」という。）の規模がエネルギー消費性能の
確保を特に図る必要がある大規模なものとして
＊2 政令で定める規模以上である建築物をいう。
以下同じ。）の新築若しくは増築若しくは改築
（非住宅部分の増築又は改築の規模が＊3 政令で
定める規模以上であるものに限る。）又は特定
建築物以外の建築物の増築（非住宅部分の増築
の規模が＊4 政令で定める規模以上であるもの
であって、当該建築物が増築後において特定建
築物となる場合に限る。）をいう。以下同じ。）
をしようとするときは、当該特定建築物（非住
宅部分に限る。）を建築物エネルギー消費性能
基準に適合させなければならない。

▪＊1 政令【住宅部分】令３条➡15 

▪＊2 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条１項➡15 

▪＊3 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条２項➡15 

▪＊4 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条３項➡15 

２	 前項の規定は、建築基準法第６条第１項に規定
する建築基準関係規定とみなす。

【建築物エネルギー消費性能適合性判定】
第 12 条　建築主は、特定建築行為をしようとする
ときは、その工事に着手する前に、建築物エネ
ルギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る
特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため
の構造及び設備に関する計画をいう。以下同
じ。）を提出して所管行政庁の建築物エネルギー
消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性
能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。第
５項及び第６項において同じ。）が建築物エネ
ルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定
をいう。以下同じ。）を受けなければならない。

２	 建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適
合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確
保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変
更を除く。）をして特定建築行為をしようとす
るときは、その工事に着手する前に、その変更
後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管
行政庁に提出しなければならない。この場合に
おいて、当該変更が非住宅部分に係る部分の変
更を含むものであるときは、所管行政庁の建築
物エネルギー消費性能適合性判定を受けなけれ
ばならない。

▪省令【建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更】

規則３条➡18 

３	 所管行政庁は、前２項の規定による建築物エネ
ルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合に
おいては、その提出を受けた日から 14 日以内
に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能
適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出
者に交付しなければならない。

４	 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期
間内に当該提出者に同項の通知書を交付するこ
とができない合理的な理由があるときは、28
日の範囲内において、同項の期間を延長するこ
とができる。この場合においては、その旨及び
その延長する期間並びにその期間を延長する理
由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出
者に交付しなければならない。

５	 所管行政庁は、第３項の場合において、建築物
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エネルギー消費性能確保計画の記載によっては
当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築
物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか
を決定することができない正当な理由があると
きは、その旨及びその理由を記載した通知書を
同項の期間（前項の規定によりその期間を延長
した場合にあっては、当該延長後の期間）内に
当該提出者に交付しなければならない。

６	 建築主は、第３項の規定により交付を受けた通
知書が適合判定通知書（当該建築物エネルギー
消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能
基準に適合するものであると判定された旨が記
載された通知書をいう。以下同じ。）である場
合においては、当該特定建築行為に係る建築基
準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定
による確認をする建築主事又は指定確認検査機
関（同法第 77 条の 21 第１項に規定する指定確
認検査機関をいう。第８項において同じ。）に、
当該適合判定通知書又はその写しを提出しなけ
ればならない。ただし、当該特定建築行為に係
る建築物の計画（同法第６条第１項又は第６条
の２第１項の規定による確認の申請に係る建築
物の計画をいう。次項及び第８項において同
じ。）について同法第６条第７項又は第６条の
２第４項の通知書の交付を受けた場合は、この
限りでない。

７	 建築主は、前項の場合において、特定建築行為
に係る建築物の計画が建築基準法第６条第１項
の規定による建築主事の確認に係るものである
ときは、同条第４項の期間（同条第６項の規定
によりその期間が延長された場合にあっては、
当該延長後の期間）の末日の３日前までに、前
項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主
事に提出しなければならない。

８	 建築主事は、建築基準法第６条第１項の規定に
よる確認の申請書を受理した場合において、指
定確認検査機関は、同法第６条の２第１項の規
定による確認の申請を受けた場合において、建
築物の計画が特定建築行為に係るものであると
きは、建築主から第６項の適合判定通知書又は
その写しの提出を受けた場合に限り、同法第６
条第１項又は第６条の２第１項の規定による確
認をすることができる。

９	 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書
類及び第３項から第５項までの通知書の様式

は、国土交通省令で定める。
【国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に

関する手続の特例】
第 13 条　国、都道府県又は建築主事を置く市町村
（以下「国等」という。）の機関の長が行う特定
建築行為については、前条の規定は、適用しな
い。この場合においては、次項から第９項まで
の規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、特定建築行為をしようとす
るときは、その工事に着手する前に、建築物エ
ネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知
し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

３	 国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消
費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消
費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める
軽微な変更を除く。）をして特定建築行為をし
ようとするときは、その工事に着手する前に、
その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計
画を所管行政庁に通知しなければならない。こ
の場合において、当該変更が非住宅部分に係る
部分の変更を含むものであるときは、所管行政
庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

４	 所管行政庁は、前２項の規定による通知を受け
た場合においては、その通知を受けた日から
14 日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー
消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を
当該通知をした国等の機関の長に交付しなけれ
ばならない。

５	 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期
間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の
通知書を交付することができない合理的な理由
があるときは、28 日の範囲内において、同項
の期間を延長することができる。この場合にお
いては、その旨及びその延長する期間並びにそ
の期間を延長する理由を記載した通知書を同項
の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交
付しなければならない。

６	 所管行政庁は、第４項の場合において、第２項
又は第３項の規定による通知の記載によっては
当該建築物エネルギー消費性能確保計画（非住
宅部分に係る部分に限る。）が建築物エネルギー
消費性能基準に適合するかどうかを決定するこ
とができない正当な理由があるときは、その旨
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及びその理由を記載した通知書を第４項の期
間（前項の規定によりその期間を延長した場合
にあっては、当該延長後の期間）内に当該通知
をした国等の機関の長に交付しなければならな
い。

７	 国等の機関の長は、第４項の規定により交付を
受けた通知書が適合判定通知書である場合にお
いては、当該特定建築行為に係る建築基準法第
18 条第３項の規定による審査をする建築主事
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出し
なければならない。ただし、当該特定建築行為
に係る建築物の計画（同条第２項の規定による
通知に係る建築物の計画をいう。第９項におい
て同じ。）について同条第 14 項の通知書の交付
を受けた場合は、この限りでない。

８	 国等の機関の長は、前項の場合において、建築
基準法第 18 条第３項の期間（同条第 13 項の規
定によりその期間が延長された場合にあって
は、当該延長後の期間）の末日の３日前までに、
前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築
主事に提出しなければならない。

９	 建築主事は、建築基準法第 18 条第３項の場合
において、建築物の計画が特定建築行為に係る
ものであるときは、当該通知をした国等の機関
の長から第７項の適合判定通知書又はその写し
の提出を受けた場合に限り、同条第３項の確認
済証を交付することができる。

【特定建築物に係る基準適合命令等】
第 14 条　所管行政庁は、第 11 条第１項の規定に
違反している事実があると認めるときは、建築
主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是
正するために必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。

２	 国等の建築物については、前項の規定は、適用
しない。この場合において、所管行政庁は、当
該建築物が第 11 条第１項の規定に違反してい
る事実があると認めるときは、直ちに、その旨
を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、
前項に規定する措置をとるべきことを要請しな
ければならない。

【登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物
エネルギー消費性能適合性判定の実施等】
第 15 条　所管行政庁は、第 39 条から第 42 条まで
の規定の定めるところにより国土交通大臣の登
録を受けた者（以下「登録建築物エネルギー消

費性能判定機関」という。）に、第 12 条第１項
及び第２項並びに第 13 条第２項及び第３項の
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又
は一部を行わせることができる。

２	 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築
物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合に
おける第 12 条第１項から第５項まで及び第 13
条第２項から第６項までの規定の適用について
は、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは、
「第 15 条第１項の登録を受けた者」とする。

３	 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第
12 条第１項若しくは第２項の規定による建築
物エネルギー消費性能確保計画（住宅部分の規
模が＊１ 政令で定める規模以上である建築物の
新築又は住宅部分の規模が＊２ 政令で定める規
模以上である増築若しくは改築に係るものに限
る。以下同じ。）の提出又は第 13 条第２項若し
くは第３項の規定による建築物エネルギー消費
性能確保計画の通知を受けた場合においては、
遅滞なく、当該建築物エネルギー消費性能確保
計画の写しを所管行政庁に送付しなければなら
ない。

▪＊１ 政令【所管行政庁への確保計画の写しの送付の

対象となる住宅部分の規模等】令５条�１項➡１５ 

▪＊２ 政令【所管行政庁への確保計画の写しの送付の

対象となる住宅部分の規模等】令５条�２項➡１６ 

【住宅部分に係る指示等】
第 16 条　所管行政庁は、第 12 条第１項若しくは
第２項の規定による建築物エネルギー消費性能
確保計画の提出又は前条第３項の規定による建
築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付
を受けた場合において、当該建築物エネルギー
消費性能確保計画（住宅部分に係る部分に限
る。）が建築物エネルギー消費性能基準に適合
せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の
確保のため必要があると認めるときは、その工
事の着手の日の前日までの間に限り、その提出
者（同項の規定による建築物エネルギー消費性
能確保計画の写しの送付を受けた場合にあって
は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の
提出者）に対し、当該建築物エネルギー消費性
能確保計画の変更その他必要な措置をとるべき
ことを指示することができる。

２	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
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をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

３	 所管行政庁は、第 13 条第２項若しくは第３項
の規定による建築物エネルギー消費性能確保計
画の通知又は前条第３項の規定による建築物エ
ネルギー消費性能確保計画の写しの送付を受け
た場合において、当該建築物エネルギー消費性
能確保計画（住宅部分に係る部分に限る。）が
建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当
該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のた
め必要があると認めるときは、その必要な限度
において、当該国等の機関の長に対し、当該特
定建築物のエネルギー消費性能の確保のためと
るべき措置について協議を求めることができ
る。

【特定建築物に係る報告、検査等】
第 17 条　所管行政庁は、第 14 条又は前条の規定
の施行に必要な限度において、政令で定めると
ころにより、建築主等に対し、特定建築物の建
築物エネルギー消費性能基準への適合に関する
事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建
築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建
築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件
を検査させることができる。ただし、住居に立
ち入る場合においては、あらかじめ、その居住
者の承諾を得なければならない。

▪政令【特定建築物に係る報告及び立入検査】令６条�➡１６ 

２	 前項の規定により立入検査をする職員は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。

３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査
のために認められたものと解釈してはならない。

【適用除外】
第 18 条　この節の規定は、次の各号のいずれかに
該当する建築物については、適用しない。

▪この節（３章１節）法１１条�〜１８条�➡４  

一　居室を有しないこと又は高い開放性を有する
ことにより空気調和設備を設ける必要がない
ものとして政令で定める用途に供する建築物

▪政令【適用除外】令７条�１項➡１６ 

二　法令又は条例の定める現状変更の規制及び保
存のための措置その他の措置がとられている
ことにより建築物エネルギー消費性能基準に
適合させることが困難なものとして政令で定

める建築物
▪政令【適用除外】令７条�２項➡１６ 

三　仮設の建築物であって政令で定めるもの
▪政令【適用除外】令７条�３項➡１６ 

【建築物の建築に関する届出等】
第 19 条　建築主は、次に掲げる行為をしようとす
るときは、その工事に着手する日の 21 日前ま
でに、国土交通＊１ 省令で定めるところにより、
当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の
確保のための構造及び設備に関する計画を所管
行政庁に届け出なければならない。その変更（国
土交通＊２ 省令で定める軽微な変更を除く。）を
しようとするときも、同様とする。

▪＊１ 省令【建築物の建築に関する届出】規則１２条�➡１８  

▪＊２ 省令【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】

規則１３条�➡２0 

一　特定建築物以外の建築物の新築であってエネ
ルギー消費性能の確保を図る必要があるもの
として政令で定める規模以上のもの

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令８条�１項➡１６ 

二　建築物の増築又は改築であってエネルギー消
費性能の確保を図る必要があるものとして政
令で定める規模以上のもの（特定建築行為に
該当するものを除く。）

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令８条�２項➡１６ 

２	 所管行政庁は、前項の規定による届出があった
場合において、その届出に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要があ
ると認めるときは、その届出を受理した日か
ら 21 日以内に限り、その届出をした者に対し、
その届出に係る計画の変更その他必要な措置を
とるべきことを指示することができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

４	 建築主は、第１項の規定による届出に併せて、
建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関
する審査であって第 12 条第１項の建築物エネ
ルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして
国土交通＊１ 省令で定めるものの結果を記載し

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　�第 １7 条
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た書面を提出することができる。この場合にお
いて、第１項及び第２項の規定の適用について
は、第１項中「21 日前」とあるのは「３日以
上 21 日未満の範囲内で国土交通＊2 省令で定め
る日数前」と、第２項中「21 日以内」とある
のは「前項の国土交通＊2 省令で定める日数以
内」とする。

▪＊1 省令【建築物の建築に関する届出に係る特例】

規則13条の２第１項➡20 

▪＊2 同条２項➡20 

【国等に対する特例】
第 20 条　国等の機関の長が行う前条第 1項各号に
掲げる行為については、同条の規定は、適用し
ない。この場合においては、次項及び第３項の
規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、前条第１項各号に掲げる行
為をしようとするときは、あらかじめ、当該行
為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保の
ための構造及び設備に関する計画を所管行政庁
に通知しなければならない。その変更（国土交
通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう
とするときも、同様とする。

３	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要がある
と認めるときは、その必要な限度において、当
該国等の機関の長に対し、当該建築物のエネル
ギー消費性能の確保のためとるべき措置につい
て協議を求めることができる。

【建築物に係る報告、検査等】
第 21 条　所管行政庁は、第 19 条第２項及び第３
項並びに前条第３項の規定の施行に必要な限度
において、政令で定めるところにより、建築主
等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能
基準への適合に関する事項に関し報告させ、又
はその職員に、建築物若しくはその工事現場に
立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類
その他の物件を検査させることができる。

▪政令【建築物に係る報告及び立入検査】令９条➡16 

２	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

【適用除外】
第 22 条　この節の規定は、第 18 条各号のいずれ

かに該当する建築物については、適用しない。
▪この節（３章２節）法19条〜22条➡7 

【特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定】
第 23 条　国土交通大臣は、建築主の申請により、
特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建
築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合す
る建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有
するものである旨の認定をすることができる。

２	 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通省令で定める
事項を記載した申請書を提出して、これを行わ
なければならない。

３	 国土交通大臣は、第１項の認定をしたときは、
遅滞なく、その旨を当該認定を受けた建築物の
建築が行われる場所を管轄する所管行政庁に通
知するものとする。

【審査のための評価】
第 24 条　国土交通大臣は、前条第１項の認定のた
めの審査に当たっては、審査に係る特殊の構造
又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能
に関する評価（以下単に「評価」という。）であっ
て、第 56 条から第 58 条までの規定の定めると
ころにより国土交通大臣の登録を受けた者（以
下「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」
という。）が行うものに基づきこれを行うもの
とする。

２	 前条第１項の申請をしようとする者は、登録建
築物エネルギー消費性能評価機関が作成した当
該申請に係る特殊の構造又は設備を用いる建築
物のエネルギー消費性能に関する評価書を同条
第２項の申請書に添えて、これをしなければな
らない。この場合において、国土交通大臣は、
当該評価書に基づき同条第１項の認定のための
審査を行うものとする。

【認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関
する特例】
第 25 条　特殊の構造又は設備を用いて建築物の建
築をしようとする者が当該建築物について第
23 条第１項の認定を受けたときは、当該建築
物の建築のうち第 12 条第１項の建築物エネル
ギー消費性能適合性判定を受けなければならな
いものについては、同条第３項の規定により適
合判定通知書の交付を受けたものとみなして、
同条第６項から第８項までの規定を適用する。

２	 特殊の構造又は設備を用いて建築物の建築をし

第 20 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）�
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ようとする者が当該建築物について第 23 条第
１項の認定を受けたときは、当該建築物の建築
のうち第 19 条第１項の規定による届出をしな
ければならないものについては、同項の規定に
よる届出をしたものとみなす。この場合におい
ては、同条第２項及び第３項の規定は、適用し
ない。

【手数料】
第 26 条　第 23 条第１項の申請をしようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、実費
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を
国に納めなければならない。

【特定建築主の努力】
第 26 条の２　特定建築主（自らが定めた一戸建て

の住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一
戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを
業として行う建築主であって、その新築する当
該規格に基づく一戸建ての住宅（以下「分譲型
一戸建て規格住宅」という。）の戸数が政令で
定める数以上であるものをいう。以下同じ。）は、
第６条に定めるもののほか、その新築する分譲
型一戸建て規格住宅を次条第１項に規定する基
準に適合させるよう努めなければならない。

▪政令【特定建築主の新築する分譲型一戸建て

規格住宅の戸数】令１0条�➡１６ 

【分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上
に関する基準】
第 27 条　経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済
産業省令・国土交通省令で、特定建築主の新築
する分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費
性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及
び設備に関する基準を定めなければならない。

▪省令【分譲型一戸建て規格住宅の構造及び

設備に関する基準】省令８条�➡２５ 

２	 前項に規定する基準は、特定建築主の新築する
分譲型一戸建て規格住宅のうちエネルギー消費
性能が最も優れているものの当該エネルギー消
費性能、分譲型一戸建て規格住宅に関する技術
開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、
建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を
付加して定めるものとし、これらの事情の変動
に応じて必要な改定をするものとする。

【特定建築主に対する勧告及び命令等】
第 28 条　国土交通大臣は、特定建築主の新築する
分譲型一戸建て規格住宅につき、前条第１項に

規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の
向上を相当程度行う必要があると認めるとき
は、当該特定建築主に対し、その目標を示して、
その新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネル
ギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をする
ことができる。

２	 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定建築
主がその勧告に従わなかったときは、その旨を
公表することができる。

３	 国土交通大臣は、第１項の勧告を受けた特定建
築主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかった場合において、前条第１項に
規定する基準に照らして特定建築主が行うべき
その新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネル
ギー消費性能の向上を著しく害すると認めると
きは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当
該特定建築主に対し、相当の期限を定めて、そ
の勧告に係る措置をとるべきことを命ずること
ができる。

４	 国土交通大臣は、前３項の規定の施行に必要な
限度において、政令で定めるところにより、特
定建築主に対し、その新築する分譲型一戸建て
規格住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又
はその職員に、特定建築主の事務所その他の事
業場若しくは特定建築主の新築する分譲型一戸
建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入
り、特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格
住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
とができる。

▪政令【分譲型一戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査】

令１１条�➡１７ 

５	 第 17 条第２項及び第３項の規定は、前項の規
定による立入検査について準用する。

【特定建設工事業者の努力】
第 28 条の２　特定建設工事業者（自らが定めた住
宅の構造及び設備に関する規格に基づき住宅を
新たに建設する工事を業として請け負う者で
あって、その新たに建設する当該規格に基づく
住宅（以下「請負型規格住宅」という。）の戸
数が政令で定める住宅の区分（第 28 条の４第
１項において「住宅区分」という。）ごとに政
令で定める数以上であるものをいう。以下同
じ。）は、その新たに建設する請負型規格住宅
を次条第１項に規定する基準に適合させるよう
努めなければならない。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　�第 26 条
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▪政令【特定建設工事業者の新たに建設する

請負型規格住宅の戸数】令１２条�➡１７ 

【請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する
基準】
第 28 条の３　経済産業大臣及び国土交通大臣は、
経済産業省令・国土交通省令で、特定建設工事
業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネル
ギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅
の構造及び設備に関する基準を定めなければな
らない。

▪省令【請負型規格住宅の構造及び設備に関する基準】

省令９条�の２➡２６ 

２	 前項に規定する基準は、特定建設工事業者の新
たに建設する請負型規格住宅のうちエネルギー
消費性能が最も優れているものの当該エネル
ギー消費性能、請負型規格住宅に関する技術開
発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建
築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付
加して定めるものとし、これらの事情の変動に
応じて必要な改定をするものとする。

【特定建設工事業者に対する勧告及び命令等】
第 28 条の４　国土交通大臣は、特定建設工事業者
の新たに建設する請負型規格住宅（その戸数が
第 28 条の２の政令で定める数未満となる住宅
区分に係るものを除く。以下この条において同
じ。）につき、前条第１項に規定する基準に照
らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行
う必要があると認めるときは、当該特定建設工
事業者に対し、その目標を示して、その新たに
建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能
の向上を図るべき旨の勧告をすることができ
る。

２	 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定建設
工事業者がその勧告に従わなかったときは、そ
の旨を公表することができる。

３	 国土交通大臣は、第１項の勧告を受けた特定建
設工事業者が、正当な理由がなくてその勧告に
係る措置をとらなかった場合において、前条第
１項に規定する基準に照らして特定建設工事業
者が行うべきその新たに建設する請負型規格住
宅のエネルギー消費性能の向上を著しく害する
と認めるときは、社会資本整備審議会の意見を
聴いて、当該特定建設工事業者に対し、相当の
期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

４	 国土交通大臣は、前３項の規定の施行に必要な
限度において、政令で定めるところにより、特
定建設工事業者に対し、その新たに建設する請
負型規格住宅に係る業務の状況に関し報告さ
せ、又はその職員に、特定建設工事業者の事務
所その他の事業場若しくは特定建設工事業者の
新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工
事現場に立ち入り、特定建設工事業者の新たに
建設する請負型規格住宅、帳簿、書類その他の
物件を検査させることができる。

▪政令【請負型規格住宅に係る報告及び立入検査】

令１３条�➡１７ 

５	 第 17 条第２項及び第３項の規定は、前項の規
定による立入検査について準用する。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定】
第 29 条　建築主等は、エネルギー消費性能の向上
に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能
の向上のための建築物の増築、改築若しくは修
繕等（以下「エネルギー消費性能の向上のため
の建築物の新築等」という。）をしようとする
ときは、国土交通省令で定めるところにより、
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新
築等に関する計画（以下「建築物エネルギー消
費性能向上計画」という。）を作成し、所管行
政庁の認定を申請することができる。

２	 建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に
掲げる事項を記載しなければならない。

一　建築物の位置
二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並び
に敷地面積

三　エネルギー消費性能の向上のための建築物の
新築等に係る資金計画

四　その他国土交通省令で定める事項
３	 建築主等は、第１項の規定による認定の申請に
係る建築物（以下「申請建築物」という。）以
外の建築物（以下「他の建築物」という。）の
エネルギー消費性能の向上にも資するよう、当
該申請建築物に自他供給型熱源機器等（申請建
築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するた
めの熱源機器等（熱源機器、発電機その他の熱
又は電気を発生させ、これを建築物に供給する
ための国土交通省令で定める機器であって空気
調和設備等を構成するものをいう。以下この項
において同じ。）をいう。）を設置しようとする
とき（当該他の建築物に熱源機器等（エネルギー
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消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土
交通省令で定めるものを除く。）が設置されて
いるとき又は設置されることとなるときを除
く。）は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
を記載することができる。

一　他の建築物の位置
二　他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途
並びに敷地面積

三　その他国土交通省令で定める事項
４	 建築主等は、次に掲げる場合においては、第１
項の規定による認定の申請をすることができな
い。

一　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき。

二　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき（当該申請をしよ
うとする建築物エネルギー消費性能向上計画
に係る申請建築物が当該他の建築物エネル
ギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同
一であるときを除く。）。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等】
第 30 条　所管行政庁は、前条第１項の規定による
認定の申請があった場合において、当該申請に
係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に
掲げる基準に適合すると認めるときは、その認
定をすることができる。

一　申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エ
ネルギー消費性能誘導基準（建築物エネル
ギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエ
ネルギー消費性能の向上の一層の促進のため
に誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で
定める基準をいう。第四号及び第 35 条第１
項において同じ。）に適合するものであるこ
と。

▪省令【建築物エネルギー消費性能誘導基準】

省令１0条�➡２７ 

二　建築物エネルギー消費性能向上計画に記載さ
れた事項が基本方針に照らして適切なもので
あること。

三　前条第２項第三号の資金計画がエネルギー消

費性能の向上のための建築物の新築等を確実
に遂行するため適切なものであること。

四　建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第
３項各号に掲げる事項が記載されている場合
にあっては、当該建築物エネルギー消費性能
向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費
性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に
適合するものであること。

２	 前条第１項の規定による認定の申請をする者
は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該
申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画
（他の建築物に係る部分を除く。以下この条に
おいて同じ。）を建築主事に通知し、当該建築
物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第
６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合
するかどうかの審査を受けるよう申し出ること
ができる。この場合においては、当該申請に併
せて、同項の規定による確認の申請書を提出し
なければならない。

３	 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、
速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消
費性能向上計画を建築主事に通知しなければな
らない。

４	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合
について準用する。

５	 所管行政庁が、前項において準用する建築基準
法第 18 条第３項の規定による確認済証の交付
を受けた場合において、第１項の認定をしたと
きは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費
性能向上計画は、同法第６条第１項の確認済証
の交付があったものとみなす。

６	 所管行政庁は、第４項において準用する建築基
準法第 18 条第 14 項の規定による通知書の交付
を受けた場合においては、第１項の認定をして
はならない。

７	 建築基準法第 12 条第８項及び第９項並びに第
93 条から第 93 条の３までの規定は、第４項に
おいて準用する同法第 18 条第３項及び第 14 項
の規定による確認済証及び通知書の交付につい
て準用する。

８	 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新
築等をしようとする者がその建築物エネルギー
消費性能向上計画について第１項の認定を受け
たときは、当該エネルギー消費性能の向上のた
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めの建築物の新築等のうち、第 12 条第１項の
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けな
ければならないものについては、第２項の規定
による申出があった場合を除き、同条第３項の
規定により適合判定通知書の交付を受けたもの
とみなして、同条第６項から第８項までの規定
を適用する。

９	 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新
築等をしようとする者がその建築物エネルギー
消費性能向上計画について第１項の認定を受け
たときは、当該エネルギー消費性能の向上のた
めの建築物の新築等のうち、第 19 条第１項の
規定による届出をしなければならないものにつ
いては、同項の規定による届出をしたものとみ
なす。この場合においては、同条第２項及び第
３項の規定は、適用しない。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の変更】
第 31 条　前条第１項の認定を受けた者（以下「認
定建築主」という。）は、当該認定を受けた建
築物エネルギー消費性能向上計画の変更（国土
交通＊１ 省令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとするときは、国土交通＊２ 省令で定める
ところにより、所管行政庁の認定を受けなけれ
ばならない。

▪＊１ 省令【建築物エネルギー消費性能向上計画の

軽微な変更】規則２６条�➡２0 

▪＊２ 省令【建築物エネルギー消費性能向上計画の

変更の認定の申請】規則２７条�➡２１ 

２	 前条の規定は、前項の認定について準用する。
【認定建築主に対する報告の徴収】
第 32 条　所管行政庁は、認定建築主に対し、第 30
条第１項の認定を受けた建築物エネルギー消費
性能向上計画（変更があったときは、その変更
後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性
能向上計画」という。）に基づくエネルギー消
費性能の向上のための建築物の新築等の状況に
関し報告を求めることができる。

【認定建築主に対する改善命令】
第 33 条　所管行政庁は、認定建築主が認定建築物
エネルギー消費性能向上計画に従ってエネル
ギー消費性能の向上のための建築物の新築等を
行っていないと認めるときは、当該認定建築主
に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し】

第 34 条　所管行政庁は、認定建築主が前条の規定
による命令に違反したときは、第 30 条第１項
の認定を取り消すことができる。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例】
第 35 条　建築基準法第 52 条第１項、第２項、第
７項、第 12 項及び第 14 項、第 57 条の２第３
項第二号、第 57 条の３第２項、第 59 条第１項
及び第３項、第59条の２第１項、第60条第１項、
第 60 条の２第１項及び第４項、第 68 条の３第
１項、第 68 条の４、第 68 条の５（第二号イを
除く。）、第 68 条の５の２（第二号イを除く。）、
第 68 条の５の３第１項（第一号ロを除く。）、
第 68 条の５の４（第一号ロを除く。）、第 68 条
の５の５第１項第一号ロ、第 68 条の８、第 68
条の９第１項、第 86 条第３項及び第４項、第
86 条の２第２項及び第３項、第 86 条の５第３
項並びに第 86 条の６第１項に規定する建築物
の容積率（同法第 59 条第１項、第 60 条の２第
１項及び第 68 条の９第１項に規定するものに
ついては、これらの規定に規定する建築物の容
積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第 52 条第３項
及び第６項に定めるもののほか、認定建築物エ
ネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面
積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準
に適合させるための措置をとることにより通常
の建築物の床面積を超えることとなる場合にお
ける政令で定める床面積は、算入しないものと
する。

▪政令【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

容積率の特例に係る床面積】令１４条�➡１７ 

２	 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第
29 条第３項各号に掲げる事項が記載されてい
る場合における前項の規定の適用については、
同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、
「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物
エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物
及び他の建築物を」とする。

【建築物のエネルギー消費性能に係る認定】
第 36 条　建築物の所有者は、国土交通省令で定め
るところにより、所管行政庁に対し、当該建築
物について建築物エネルギー消費性能基準に適
合している旨の認定を申請することができる。

２	 所管行政庁は、前項の規定による認定の申請が

第 ３１ 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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あった場合において、当該申請に係る建築物が
建築物エネルギー消費性能基準に適合している
と認めるときは、その旨の認定をすることがで
きる。

３	 前項の認定を受けた者は、当該認定を受けた建
築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、
その敷地又はその利用に関する広告その他の国
土交通省令で定めるもの（次項において「広告
等」という。）に、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該基準適合認定建築物が当該認定
を受けている旨の表示を付することができる。

４	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【基準適合認定建築物に係る認定の取消し】
第 37 条　所管行政庁は、基準適合認定建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなっ
たと認めるときは、前条第２項の認定を取り消
すことができる。

【基準適合認定建築物に係る報告、検査等】
第 38 条　所管行政庁は、前条の規定の施行に必要
な限度において、政令で定めるところにより、
第 36 条第２項の認定を受けた者に対し、基準
適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基
準への適合に関する事項に関し報告させ、又は
その職員に、基準適合認定建築物若しくはその
工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、建
築設備、建築材料、書類その他の物件を検査さ
せることができる。

▪政令【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】

令１５条�➡１７ 

２	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

法附則

【施行期日】
第１条　この法律は、公布の日から起算して１年を
超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。

▪政令【平成28年４月１日】施行期日を定める政令➡１８ 

一　附則第 10 条の規定　　公布の日
二　第８条から第 10 条まで、第３章、第 30 条第
８項及び第９項、第６章、第 63 条、第 64 条、
第 67 条から第 69 条まで、第 70 条第一号（第
38 条第１項に係る部分を除く。）、第 70 条第
二号及び第三号、第 71 条（第一号を除く。）、
第 73 条（第 67 条第二号、第 68 条、第 69 条、
第 70 条第一号（第 38 条第１項に係る部分を
除く。）、第 70 条第二号及び第三号並びに第
71 条（第一号を除く。）に係る部分に限る。）
並びに第 74 条並びに次条並びに附則第３条
及び第５条から第９条までの規定　　公布の
日から起算して２年を超えない範囲内におい
て政令で定める日

▪政令【平成29年４月１日】一部の施行期日を定める政令

➡１８ 

【経過措置】
第２条　第３章第１節の規定は、前条第二号に掲げ
る規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）
以後に建築基準法第６条第１項若しくは第６条
の２第１項の規定による確認の申請又は同法第
18 条第２項の規定による通知がされた特定建
築物について適用する。

２	 第３章第２節の規定は、一部施行日から起算し
て 21 日を経過した日以後にその工事に着手す
る第 19 条第１項各号に掲げる行為について適
用する。

第３条　附則第１条第二号に掲げる規定の施行の際
現に存する建築物について行う特定増改築（特
定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当
該増築又は改築に係る部分（非住宅部分に限
る。）の床面積の合計の当該増築又は改築後の
特定建築物（非住宅部分に限る。）の延べ面積
に対する割合が政令で定める範囲内であるもの
をいう。以下この条において同じ。）については、
当分の間、第３章第１節の規定は、適用しない。

▪政令【特定増改築の範囲】令附則２条�➡１８ 

▪第３章第１節【特定建築物の建築主の基準適合義務等】

法１１条�〜１８条�➡４ 

２	 建築主は、前項の特定増改築（一部施行日から
起算して 21 日を経過した日以後にその工事に
着手するものに限る。）をしようとするときは、
その工事に着手する日の 21 日前までに、国土
交通省令で定めるところにより、当該特定増改
築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　�第 ３7 条、附則
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保のための構造及び設備に関する計画を所管行
政庁に届け出なければならない。その変更（国
土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとするときも、同様とする。

３	 所管行政庁は、前項の規定による届出があった
場合において、その届出に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建
築物のエネルギー消費性能の確保のため必要が
あると認めるときは、その届出を受理した日か
ら 21 日以内に限り、その届出をした者に対し、
その届出に係る計画の変更その他必要な措置を
とるべきことを指示することができる。

４	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

５	 建築主は、第２項の規定による届出に併せて、
建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関
する審査であって第 12 条第１項の建築物エネ
ルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして
国土交通省令で定めるものの結果を記載した書
面を提出することができる。この場合において、
第２項及び第３項の規定の適用については、第
２項中「21 日前」とあるのは「３日以上 21 日
未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」
と、第３項中「21 日以内」とあるのは「前項
の国土交通省令で定める日数以内」とする。

６	 特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の
特定増改築をしようとする者が当該建築物につ
いて第 23 条第１項の認定を受けたときは、当
該特定増改築のうち第２項の規定による届出を
しなければならないものについては、同項の規
定による届出をしたものとみなす。この場合に
おいては、第３項及び第４項の規定は、適用し
ない。

７	 国等の機関の長が行う第１項の特定増改築につ
いては、第２項から前項までの規定は、適用し
ない。この場合においては、次項及び第９項の
規定に定めるところによる。

８	 国等の機関の長は、第１項の特定増改築をしよ
うとするときは、あらかじめ、当該特定増改築
に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保
のための構造及び設備に関する計画を所管行政
庁に通知しなければならない。その変更（国土

交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ
うとするときも、同様とする。

９	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建
築物のエネルギー消費性能の確保のため必要が
あると認めるときは、その必要な限度において、
当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物の
エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置
について協議を求めることができる。

10	 所管行政庁は、第３項、第４項及び前項の規定
の施行に必要な限度において、政令で定めると
ころにより、建築主等に対し、特定増改築に係
る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準
への適合に関する事項に関し報告させ、又はそ
の職員に、特定増改築に係る特定建築物若しく
はその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る
特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他
の物件を検査させることができる。

▪政令【特定増改築に係る特定建築物に係る

報告及び立入検査】令附則３条�➡１８ 

11	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

12	 第２項から前項までの規定は、第 18 条各号の
いずれかに該当する建築物については、適用し
ない。

13	 第４項の規定による命令に違反した者は、100
万円以下の罰金に処する。

14	 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
以下の罰金に処する。

一　第２項（第５項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定による届出をしな
いで、又は虚偽の届出をして、特定増改築を
した者

二　第 10 項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

15	 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前２項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
項の刑を科する。

附則　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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15建築物省エネ法施行令

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律施行令（抄）

平成 28 年 1 月 15 日政令第 8号

最終改正：令和元年 11 月７日政令第 150 号

［令和元年 11 月 16 日施行］

【空気調和設備等】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第二号の
政令で定める建築設備は、次に掲げるものとす
る。

一　空気調和設備その他の機械換気設備
二　照明設備
三　給湯設備
四　昇降機

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第２条　法第２条第五号ただし書の政令で定める建
築物のうち建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97
条の２第１項の規定により建築主事を置く市町
村の区域内のものは、同法第６条第１項第四号
に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転
又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基
づく命令及び条例の規定により都道府県知事の
許可を必要とするものを除く。）以外の建築物
とする。

２	 法第２条第五号ただし書の政令で定める建築物
のうち建築基準法第 97 条の３第１項の規定に
より建築主事を置く特別区の区域内のものは、
次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物に
あっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252
条の 17 の２第１項の規定により同号に規定す
る処分に関する事務を特別区が処理することと
された場合における当該建築物を除く。）とす
る。
一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第２条第１項第四号の延べ面積をいう。
第 14 条第１項において同じ。）が１万㎡を超
える建築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
み、市町村都市計画審議会が置かれている特
別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業
廃棄物処理施設に係る部分に限る。）の規定

又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命
令若しくは条例の規定により都知事の許可を
必要とする建築物

【住宅部分】
第３条　法第 11 条第１項の政令で定める建築物の
部分は、次に掲げるものとする。

一　居間、食事室、寝室その他の居住のために継
続的に使用する室（当該室との間に区画とな
る間仕切壁又は戸（ふすま、障子その他これ
らに類するものを除く。次条第１項において
同じ。）がなく当該室と一体とみなされる台
所、洗面所、物置その他これらに類する建築
物の部分を含む。）

二　台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階
段、物置その他これらに類する建築物の部分
であって、居住者の専用に供するもの（前号
に規定する台所、洗面所、物置その他これら
に類する建築物の部分を除く。）

三　集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、
玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自
転車駐車場、管理人室、機械室その他これら
に類する建築物の部分であって、居住者の共
用に供するもの（居住者以外の者が主として
利用していると認められるものとして国土交
通大臣が定めるものを除く。）

【特定建築物の非住宅部分の規模等】
第 4条　法第 11 条第１項のエネルギー消費性能の
確保を特に図る必要がある大規模なものとして
政令で定める規模は、床面積（内部に間仕切壁
又は戸を有しない階又はその一部であって、そ
の床面積に対する常時外気に開放された開口部
の面積の合計の割合が　	以上であるものの床
面積を除く。第 14 条第１項を除き、以下同じ。）
の合計が 2,000㎡であることとする。

２	 法第 11 条第１項の政令で定める特定建築物の
非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築
又は改築に係る部分の床面積の合計が 300㎡で
あることとする。

３	 法第 11 条第１項の政令で定める特定建築物以
外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該
増築に係る部分の床面積の合計が 300㎡である
こととする。

【所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の
写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等】
第５条　法第 15 条第３項の政令で定める建築物の

1
20
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16 建築物省エネ法施行令

住宅部分の規模は、床面積の合計が 300㎡であ
ることとする。

２	 法第 15 条第３項の政令で定める増築又は改築
に係る住宅部分の規模は、当該増築又は改築に
係る部分の床面積の合計が 300㎡であることと
する。

【特定建築物に係る報告及び立入検査】
第６条　所管行政庁は、法第 17 条第１項の規定に
より、特定建築物の建築主等に対し、当該特定
建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工
並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建
築物エネルギー消費性能基準への適合に関する
ものに関し報告させることができる。

２	 所管行政庁は、法第 17 条第１項の規定により、
その職員に、特定建築物又はその工事現場に立
ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物
の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関
係書類を検査させることができる。

【適用除外】
第７条　法第 18 条第一号の政令で定める用途は、
次に掲げるものとする。
一　自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、
公共用歩廊その他これらに類する用途

二　観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練
習場、神社、寺院その他これらに類する用途
（壁を有しないことその他の高い開放性を有
するものとして国土交通大臣が定めるものに
限る。）

２	 法第 18 条第二号の政令で定める建築物は、次
に掲げるものとする。
一　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定により
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特
別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念
物として指定され、又は仮指定された建築物

二　文化財保護法第 143 条第１項又は第２項の伝
統的建造物群保存地区内における同法第２条
第１項第六号に規定する伝統的建造物群を構
成している建築物

三　旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年
法律第43号）の規定により重要美術品等として
認定された建築物

四　文化財保護法第 182 条第２項の条例その他の
条例の定めるところにより現状変更の規制及
び保存のための措置が講じられている建築物
であって、建築物エネルギー消費性能基準に

適合させることが困難なものとして所管行政
庁が認めたもの

五　第一号、第三号又は前号に掲げる建築物で
あったものの原形を再現する建築物であっ
て、建築物エネルギー消費性能基準に適合さ
せることが困難なものとして所管行政庁が認
めたもの

六　景観法（平成16年法律第110号）第 19 条第１項の規
定により景観重要建造物として指定された建
築物

３	 法第 18 条第三号の政令で定める仮設の建築物
は、次に掲げるものとする。

一　建築基準法第 85 条第１項又は第２項に規定
する応急仮設建築物であって、その建築物の
工事を完了した後３月以内であるもの又は同
条第３項の許可を受けたもの

二　建築基準法第 85 条第２項に規定する事務所、
下小屋、材料置場その他これらに類する仮設
建築物

三　建築基準法第 85 条第５項又は第６項の規定
による許可を受けた建築物

【所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模】
第８条　法第 19 条第１項第一号の政令で定める規
模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床
面積の合計が 300㎡であることとする。

２	 法第 19 条第１項第二号の政令で定める規模は、
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 300
㎡であることとする。

【建築物に係る報告及び立入検査】
第９条　所管行政庁は、法第 21 条第１項の規定に
より、法第 19 条第１項各号に掲げる行為に係
る建築物の建築主等に対し、当該建築物につき、
当該建築物の設計及び施工並びに構造及び設備
の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費
性能基準への適合に関するものに関し報告させ
ることができる。

２	 所管行政庁は、法第 21 条第１項の規定により、
その職員に、前項の行為に係る建築物又はその
工事現場に立ち入り、当該建築物並びに当該建
築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他
の関係書類を検査させることができる。

【特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数】
第 10 条　法第 26 条の２の政令で定める数は、１
年間に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数
が 150 戸であることとする。

第 6 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）
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【分譲型一戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査】
第 11 条　国土交通大臣は、法第 28 条第４項の規
定により、特定建築主に対し、その新築する分
譲型一戸建て規格住宅につき、次に掲げる事項
に関し報告させることができる。

一　新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数
二　分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性
能及びその向上に関する事項

２	 国土交通大臣は、法第 28 条第４項の規定によ
り、その職員に、特定建築主の事務所その他の
事業場又は特定建築主の新築する分譲型一戸建
て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、
当該分譲型一戸建て規格住宅、当該分譲型一戸
建て規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図
書その他の関係書類並びに帳簿を検査させるこ
とができる。

【特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の
戸数】
第 12 条　法第 28 条の２の政令で定める住宅の区
分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条
の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、
１年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数
が当該各号に定める数であることとする。
一　一戸建ての住宅　300 戸
二　長屋又は共同住宅　1,000 戸

【請負型規格住宅に係る報告及び立入検査】
第 13 条　国土交通大臣は、法第 28 条の４第４項
の規定により、特定建設工事業者に対し、その
新たに建設する請負型規格住宅（当該特定建設
工事業者の１年間に新たに建設するその戸数が
前条各号に定める数未満となる住宅区分に係る
ものを除く。以下この条において同じ。）につ
き、次に掲げる事項に関し報告させることがで
きる。
一　新たに建設した請負型規格住宅の戸数
二　請負型規格住宅のエネルギー消費性能及び
その向上に関する事項

２	 国土交通大臣は、法第 28 条の４第４項の規
定により、その職員に、特定建設工事業者の
事務所その他の事業場又は特定建設工事業者
の新たに建設する請負型規格住宅若しくはそ
の工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、
当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及
び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検
査させることができる。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例に係る床面積】
第 14 条　法第 35 条第１項の政令で定める床面積
は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に
係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面
積を超えることとなるものとして国土交通大臣
が定めるもの（当該床面積が当該建築物の延べ
面積の　	を超える場合においては、当該建築
物の延べ面積の　	）とする。

２	 法第 35 条第２項の規定により同条第１項の規
定を読み替えて適用する場合における前項の規
定の適用については、同項中「建築物の床面積
のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のう
ち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認
定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申
請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」と
する。

【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】
第 15 条　所管行政庁は、法第 38 条第１項の規定
により、法第 36 条第２項の認定を受けた者に
対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につ
き、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並
びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築
物エネルギー消費性能基準への適合に関するも
のに関し報告させることができる。

２	 所管行政庁は、法第 38 条第１項の規定により、
その職員に、基準適合認定建築物又はその工事
現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並び
に当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材
料及び設計図書その他の関係書類を検査させる
ことができる。

1
10

1
10

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）●　�第 １１ 条
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18 建築物省エネ法施行令、建築物省エネ法施行規則

令附則

【特定増改築の範囲】
第２条　法附則第３条第１項の政令で定める範囲
は、２分の１を超えないこととする。

【特定増改築に係る特定建築物に係る報告及び立入検査】
第３条　所管行政庁は、法附則第３条第 10 項の規
定により、特定増改築に係る特定建築物の建築
主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定
建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状
況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能
基準への適合に関するものに関し報告させるこ
とができる。

２	 所管行政庁は、法附則第３条第 10 項の規定に
より、その職員に、特定増改築に係る特定建築
物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築
物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料
及び設計図書その他の関係書類を検査させるこ
とができる。

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律の施行期日を定める政令

平成 28 年１月 15 日政令第７号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
の施行期日は、平成 28 年４月１日とする。

▪法附則１条�一号➡１３ 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律の一部の施行期日を定める政令

平成 28 年 11 月 30 日政令第 363 号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
附則第１条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成
29 年４月１日とする。

▪法附則１条�二号➡１３ 

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律施行規則（抄）

平成 28 年 1 月 29 日国土交通省令第５号

最終改正：令和元年12月16日国土交通省令第 47号

［令和元年12月16日施行］

【建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更】
第３条　法第 12 条第２項の国土交通省令で定める
軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を
向上させる変更その他の変更後も建築物エネル
ギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費
性能基準に適合することが明らかな変更とす
る。

【建築物の建築に関する届出】
第 12 条　法第 19 条第１項前段の規定により届出
をしようとする者は、別記様式第 22 による届
出書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項
及びろ項に掲げる図書（同条第１項前段の建築
物のエネルギー消費性能の確保のための構造及
び設備に関する計画に住戸が含まれる場合にお
いては、当該住戸については、同表のろ項に掲
げる図書に代えて同表のは項に掲げる図書）そ
の他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出しなければならな
い。

図書の種類 明示すべき事項

い 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築
物の位置及び申請に係る建築物と
他の建築物との別

エネルギー消費性能確保設備の位
置

仕様書（仕上げ表
を含む。）

部材の種別及び寸法

エネルギー消費性能確保設備の種
別

各階平面図 縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法
並びに天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

エネルギー消費性能確保設備の位
置

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各
部分の寸法及び算式

用途別床面積表 用途別の床面積

●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）、●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）
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19建築物省エネ法施行規則

立面図 縮尺

外壁及び開口部の位置

エネルギー消費性能確保設備の位
置

断面図又は
矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び
基礎の構造

各部詳細図 縮尺

外壁、開口部、床、屋根その他断熱
性を有する部分の材料の種別及び
寸法

各種計算書 建築物のエネルギー消費性能に係
る計算その他の計算を要する場合
における当該計算の内容

ろ 機器表 空気調和
設備

熱源機、ポンプ、空気調和機その他
の機器の種別、仕様及び数

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

給気機、排気機その他これらに類
する設備の種別、仕様及び数

照明設備 照明設備の種別、仕様及び数

給湯設備 給湯器の種別、仕様及び数

太陽熱を給湯に利用するための設
備の種別、仕様及び数

節湯器具の種別及び数

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の種別、仕様及び数

仕様書 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速
度及び速度制御方法

系統図 空気調和
設備

空気調和設備の位置及び連結先

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の位置及び連結先

給湯設備 給湯設備の位置及び連結先

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の位置及び連結先

各階
平面図

空気調和
設備

縮尺

空気調和設備の有効範囲

熱源機、ポンプ、空気調和機その他
の機器の位置

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

縮尺

給気機、排気機その他これらに類
する設備の位置

照明設備 縮尺

照明設備の位置

給湯設備 縮尺

給湯設備の位置

配管に講じた保温のための措置

節湯器具の位置

昇降機 縮尺

位置

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

縮尺

位置

制御図 空気調和
設備

空気調和設備の制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の制御方法

照明設備 照明設備の制御方法

給湯設備 給湯設備の制御方法

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の制御方法

は 機器表 空気調和
設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及
び制御方法

給湯設備 給湯器の種別、位置、仕様、数及び
制御方法

太陽熱を給湯に利用するための設
備の種別、位置、仕様、数及び制御
方法

節湯器具の種別、位置及び数

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）●　�第 １2 条
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20 建築物省エネ法施行規則

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

２	 第１条第２項の規定は、法第 19 条第１項前段
の規定による届出について準用する。

３	 法第 19 条第１項後段の規定による変更の届出
をしようとする者は、別記様式第 23 による届
出書の正本及び副本に、それぞれ前項に掲げる
図書のうち変更に係るものを添えて、これを所
管行政庁に提出しなければならない。

４	 第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図
書を添付する場合には、同項の規定にかかわら
ず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不
要と認めるものを同項の届出書に添えることを
要しない。

【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】
第 13 条　法第 19 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能
を向上させる変更その他の変更後も建築物のエ
ネルギー消費性能の確保のための構造及び設備
に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準
に適合することが明らかな変更とする。

【建築物の建築に関する届出に係る特例】
第 13 条の２　法第 19 条第４項の国土交通省令で
定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能
判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律（平成 11 年法律第 81 号）第５条第１項に
規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物の
エネルギー消費性能に関する評価（法第 19 条
第１項前段の規定による届出に係る建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物
と同等以上のエネルギー消費性能を有するもの
である旨の評価に限る。次条第３項において単
に「評価」という。）とする。

２	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項の国土交通省令で定める日数は、３
日とする。

３	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項前段の規定により届出をしようとす
る者は、第 12 条第１項の規定にかかわらず、
別記様式第 22 による届出書の正本及び副本に、
それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁

が必要と認める図書を添えて、これらを所管行
政庁に提出しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置
及び申請に係る建築物と他の建築物との
別

各階平面図 縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに
天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

用途別床面積表 用途別の床面積

立面図 縮尺

外壁及び開口部の位置

断面図又は
矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の
構造

４	 第１条第２項の規定は、法第 19 条第４項にお
いて読み替えて適用する同条第１項前段の規定
による届出について準用する。

５	 第 12 条第３項の規定は、法第 19 条第４項にお
いて読み替えて適用する同条第１項後段の規定
による変更の届出について適用する。

６	 第 12 条第４項の規定は、第３項に規定する所
管行政庁が必要と認める図書を添付する場合に
ついて適用する。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更】
第 26 条　法第 31 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一　エネルギー消費性能の向上のための建築物の
新築等に関する工事の着手予定時期又は完了
予定時期の６月以内の変更

二　前号に掲げるもののほか、建築物のエネル
ギー消費性能を向上させる変更その他の変更
後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法
第 30 条第１項各号に掲げる基準に適合する
ことが明らかな変更（同条第２項の規定によ
り建築基準関係規定に適合するかどうかの審

第 １３ 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）
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査を受けるよう申し出た場合には、建築基準
法第６条第１項（同法第 87 条第１項におい
て準用する場合を含む。）に規定する軽微な
変更であるものに限る。）

【建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申
請】
第 27 条　法第 31 条第１項の変更の認定の申請を
しようとする者は、別記様式第 35 による申請
書の正本及び副本に、それぞれ第 23 条第１項
に規定する図書のうち変更に係るものを添え
て、これらを所管行政庁に提出しなければなら
ない。この場合において、同項の表中「法第
30 条第１項第一号」とあるのは、「法第 31 条
第２項において準用する法第 30 条第１項第一
号」とする。

建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令（抄）

平成 28 年１月 29 日経済産業省・国土交通省令第１号

最終改正：令和元年11月７日経済産業・国土交通省令第３号

［令和元年 11 月 16 日施行］

第１章　�建築物エネルギー消費 
性能基準

【建築物エネルギー消費性能基準】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第三号の
経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める基準とする。

一　非住宅部分（法第 11 条第１項に規定する非
住宅部分をいう。以下同じ。）を有する建築
物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分（同
項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）
を有する建築物をいう。以下同じ。）を除く。
第 10 条第一号において「非住宅建築物」と
いう。）　　次のイ又はロのいずれかに適合す
るものであること。ただし、国土交通大臣が
エネルギー消費性能を適切に評価できる方法
と認める方法によって非住宅部分が備えるべ
きエネルギー消費性能を有することが確かめ
られた場合においては、この限りでない。

イ　非住宅部分の設計一次エネルギー消費量
（実際の設計仕様の条件を基に算定した一
次エネルギー消費量（１年間に消費するエ
ネルギー（エネルギーの使用の合理化等に
関する法律（昭和54年法律第49号）第２条第１項
に規定するエネルギーをいう。以下同じ。）
の量を熱量に換算したものをいう。以下同
じ。）をいう。以下同じ。）が、非住宅部分
の基準一次エネルギー消費量（床面積、設
備等の条件により定まる基準となる一次エ
ネルギー消費量をいう。以下同じ。）を超
えないこと。

ロ　非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネ
ルギー消費量モデル建築物（国土交通大臣
が用途に応じて一次エネルギー消費量の算
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22 建築物省エネ基準

出に用いるべき標準的な建築物であると認
めるものをいう。以下同じ。）の設計一次
エネルギー消費量が、当該一次エネルギー
消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量を超えないこと。

二　住宅部分を有する建築物（複合建築物を除く。
以下「住宅」という。）　次のイ及びロに適合
するものであること。ただし、国土交通大臣
がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって住宅部分が備えるべ
きエネルギー消費性能を有することが確かめ
られた場合においては、この限りでない。
イ　次の⑴から⑶までのいずれかに適合するこ

と。
⑴　次のⅰ又はⅱのいずれかに適合するこ
と。
ⅰ　国土交通大臣が定める方法により算出
した単位住戸（住宅部分の１の住戸を
いう。以下同じ。）の外皮平均熱貫流
率（単位住戸の内外の温度差１度当た
りの総熱損失量（換気による熱損失量
を除く。）を外皮（外気等（外気又は
外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏そ
の他これらに類する建築物の部分をい
う。）に接する天井（小屋裏又は天井
裏が外気に通じていない場合にあって
は、屋根）、壁、床及び開口部並びに
当該単位住戸以外の建築物の部分に接
する部分をいう。以下ⅰにおいて同
じ。）の面積で除した数値をいう。以
下同じ。）及び冷房期（１年間のうち
１日の最高気温が 23 度以上となる全
ての期間をいう。以下同じ。）の平均
日射熱取得率（日射量に対する室内に
侵入する日射量の割合を外皮の面積に
より加重平均した数値をいう。以下同
じ。）が、次の表の左欄に掲げる地域
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及
び右欄に掲げる数値以下であること。

地域の
区分

外皮平均熱貫流率
（単位　１㎡１度

につきＷ）

冷房期の
平均日射熱取得率

１ 0.46 ―

２ 0.46 ―

３ 0.56 ―

４ 0.75 ―

５ 0.87 3.0

６ 0.87 2.8

７ 0.87 2.7

８ ― 3.2

ⅱ　住宅（単位住戸の数が１であるもの
を除く。）の住棟単位外皮平均熱貫流
率（ⅰに規定する国土交通大臣が定め
る方法により算出した単位住戸の外皮
平均熱貫流率の合計を単位住戸の数で
除したものをいう。以下ⅱ及び⑵ⅱに
おいて同じ。）及び住棟単位冷房期平
均日射熱取得率（ⅰに規定する国土交
通大臣が定める方法により算出した単
位住戸の冷房期の平均日射熱取得率の
合計を単位住戸の数で除したものをい
う。以下ⅱ及び⑵ⅱにおいて同じ。）が、
次の表の左欄に掲げる地域の区分に応
じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲
げる数値以下であること。

地域の
区分

住棟単位
外皮平均熱貫流率
（単位　１㎡１度

につきＷ）

住棟単位
冷房期平均日射熱

取得率

１ 0.41 ―

２ 0.41 ―

３ 0.44 ―

４ 0.69 ―

５ 0.75 1.5

６ 0.75 1.4

７ 0.75 1.3

８ ― 2.4

⑵　次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ
に定める基準に適合すること。

ⅰ　住宅（単位住戸の数が１であるものに
限る。）　⑴ⅰに規定する国土交通大臣
が定める方法により算出した外皮性能
モデル住宅（国土交通大臣が構造に応
じて外皮平均熱貫流率及び冷房期の平
均日射熱取得率の算出に用いるべき標
準的な住宅であると認めるものをい
う。）の単位住戸の外皮平均熱貫流率
及び冷房期の平均日射熱取得率が、⑴
ⅰの表の左欄に掲げる地域の区分に応
じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲
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23建築物省エネ基準

げる数値以下であること。
ⅱ　住宅（単位住戸の数が１であるものを
除く。）　⑴ⅱに規定する国土交通大臣
が定める方法により算出した外皮性能
モデル共同住宅（国土交通大臣が構造
に応じて外皮平均熱貫流率及び冷房期
の平均日射熱取得率の算出に用いるべ
き標準的な共同住宅であると認めるも
のをいう。）の住棟単位外皮平均熱貫
流率及び住棟単位冷房期平均日射熱取
得率が、⑴ⅱの表の左欄に掲げる地域
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及
び右欄に掲げる数値以下であること。

⑶　住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に関する国土交通大臣が定める
基準に適合すること。

ロ　次の⑴から⑶までのいずれかに適合するこ
と。

⑴　住宅部分の設計一次エネルギー消費量
が、住宅部分の基準一次エネルギー消費
量を超えないこと。

⑵　住宅部分の一次エネルギー消費量モデル
住宅（国土交通大臣が設備に応じて住宅
部分の一次エネルギー消費量の算出に用
いるべき標準的な住宅であると認めるも
のをいう。以下同じ。）の設計一次エネ
ルギー消費量が、当該一次エネルギー消
費量モデル住宅の基準一次エネルギー消
費量を超えないこと。

⑶　住宅部分が一次エネルギー消費量に関す
る国土交通大臣が定める基準に適合する
こと。

三　複合建築物　次のイ又はロのいずれか（法
第 11 条第１項に規定する特定建築行為（法
附則第３条第１項に規定する特定増改築を除
く。）に係る建築物にあっては、イ）に適合
するものであること。
イ　非住宅部分が第一号に定める基準に適合
し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に
適合すること。

ロ　次の⑴及び⑵に適合すること。
⑴　複合建築物の設計一次エネルギー消費量
が、複合建築物の基準一次エネルギー消
費量を超えないこと。

⑵　住宅部分が前号イに適合すること。

２	 前項第二号イ⑴ⅰ及びⅱの地域の区分は、国土
交通大臣が別に定めるものとする。

【非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量】
第２条　前条第１項第一号イの非住宅部分の設計一
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネル
ギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー
消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下１位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。

　　ET＝（EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV－ES＋EM）×10－３

この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、
ES 及び EMは、それぞれ次の数値を表すものと
する。

ET　設計一次エネルギー消費量（単位　GJ/ 年）
E	AC　空気調和設備の設計一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	V　空気調和設備以外の機械換気設備の設計
一次エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	L　照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	W　給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	EV　昇降機の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	S　エネルギーの効率的利用を図ることので
きる設備（以下「エネルギー利用効率化設備」
という。）による設計一次エネルギー消費量
の削減量（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消
費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設
計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一
次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エ
ネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギ
ー消費量、エネルギー利用効率化設備による
設計一次エネルギー消費量の削減量及びその
他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が
定める方法により算出するものとする。

【非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量】
第３条　第１条第１項第一号イの非住宅部分の基準
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24 建築物省エネ基準

一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネル
ギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下１位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。

　　EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10－３

この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　基準一次エネルギー消費量（単位　GJ/
年）
E	SAC　空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	SV　空気調和設備以外の機械換気設備の基準
一次エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　照明設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SW　給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	SEV　昇降機の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２　前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一
次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー
消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及
びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大
臣が定める方法により算出するものとする。

【住宅部分の設計一次エネルギー消費量】
第４条　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が１である場合に限る。）及び同号ロ⑵の一
次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネ
ルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１で
ある場合に限る。）並びに第３項各号の単位住
戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式によ
り算出した数値（その数値に小数点以下１位未
満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。

　　ET＝（EH＋EC＋EV＋EL＋EW － ES＋EM）×10－３

この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、ES
及び EMは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E	T　設計一次エネルギー消費量（単位　GJ/ 年）
E	H　暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	C　冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	V　機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	L　照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	W　給湯設備（排熱利用設備を含む。次項に
おいて同じ。）の設計一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備による設計一
次エネルギー消費量の削減量（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、
冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換
気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備
の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計
一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化
設備による設計一次エネルギー消費量の削減量
及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

３	 第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が
１である場合を除く。以下この項において同
じ。）及び同号ロ⑵の一次エネルギー消費量モ
デル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の
各号のいずれかの数値とする。

一　単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計
と共用部分（住宅部分のうち単位住戸以外の
部分をいう。以下同じ。）の設計一次エネル
ギー消費量とを合計した数値

二　単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計
した数値

４	 第２条第１項及び第２項の規定は、前項の共用
部分の設計一次エネルギー消費量について準用
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する。
【住宅部分の基準一次エネルギー消費量】
第５条　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の基準
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が１である場合に限る。）及び同号ロ⑵の一
次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネ
ルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１で
ある場合に限る。）並びに第３項各号の単位住
戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式によ
り算出した数値（その数値に小数点以下１位未
満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。

　　EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW＋EM）×10－３

この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、
ESW 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　基準一次エネルギー消費量（単位　GJ/
年）
E	SH　暖房設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SC　冷房設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SV　機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	SL　照明設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SW　給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、
冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換
気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備
の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準
一次エネルギー消費量及びその他一次エネル
ギー消費量は、国土交通大臣が定める方法によ
り算出するものとする。

３	 第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の基準一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が
１である場合を除く。以下この項において同
じ。）及び同号ロ⑵の一次エネルギー消費量モ

デル住宅の基準一次エネルギー消費量は、次の
各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定めるとおりとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条
第３項第一号の数値とした住宅　単位住戸の
基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分
の基準一次エネルギー消費量とを合計した数
値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条
第３項第二号の数値とした住宅　単位住戸の
基準一次エネルギー消費量を合計した数値

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、前項第一号
の共用部分の基準一次エネルギー消費量につい
て準用する。

【複合建築物の設計一次エネルギー消費量】
第６条　第１条第１項第三号ロ⑴の複合建築物の設
計一次エネルギー消費量は、第２条第１項の規
定により算出した非住宅部分の設計一次エネル
ギー消費量と第４条第１項又は第３項の規定に
より算出した住宅部分の設計一次エネルギー消
費量とを合計した数値とする。

【複合建築物の基準一次エネルギー消費量】
第７条　第１条第１項第三号ロ⑴の複合建築物の基
準一次エネルギー消費量は、第３条第１項の規
定により算出した非住宅部分の基準一次エネル
ギー消費量と第５条第１項又は第３項の規定に
より算出した住宅部分の基準一次エネルギー消
費量とを合計した数値とする。

第２章　�特定建築主の新築する分譲
型一戸建て規格住宅のエネルギー消
費性能の一層の向上のために必要な
住宅の構造及び設備に関する基準

【特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅のエネ
ルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構
造及び設備に関する基準】
第８条　法第 27 条第１項の経済産業省令・国土交
通省令で定める基準は、次の各号に定める基準
とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消
費性能を適切に評価できる方法と認める方法に
よって特定建築主の新築する分譲型一戸建て規
格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有す
ることが確かめられた場合においては、この限

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　�第 ５ 条
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26 建築物省エネ基準

りでない。
一　特定建築主が令和２年度以降に新築する分譲
型一戸建て規格住宅が、第１条第１項第二号
イ⑴ⅱに適合するものであること。

二　特定建築主が各年度に新築する分譲型一戸建
て規格住宅に係る第１条第１項第二号ロ⑴の
住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計
が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格
住宅の特定建築主基準一次エネルギー消費量
（床面積、設備等の条件により定まる特定建
築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係
る基準となる一次エネルギー消費量をいう。
次条において同じ。）の合計を超えないこと。

【特定建築主基準一次エネルギー消費量】
第９条　特定建築主基準一次エネルギー消費量は、
次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ
当該各号に定めるとおりとする。
一　特定建築主が令和元年度までに新築する分譲

型一戸建て規格住宅　次の式により算出した
数値（その数値に小数点以下１位未満の端数
があるときは、これを切り上げる。次号にお
いて同じ。）

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.9＋EM｝
×10－３

本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。

E	ST　特定建築主基準一次エネルギー消費量（単
位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

二　特定建築主が令和２年度以降に新築する分譲
型一戸建て規格住宅　次の式により算出した
数値

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.85＋
EM｝×10－３

第２章の２　特定建設工事業者の
新たに建設する請負型規格住宅の
エネルギー消費性能の一層の向上
のために必要な住宅の構造及び 
設備に関する基準

【特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の
エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅
の構造及び設備に関する基準】
第９条の２　法第 28 条の３第１項の経済産業省令・
国土交通省令で定める基準は、次の各号に定め
る基準とする。ただし、国土交通大臣がエネル
ギー消費性能を適切に評価できる方法と認める
方法によって特定建設工事業者の新たに建設す
る請負型規格住宅が備えるべきエネルギー消費
性能を有することが確かめられた場合において
は、この限りでない。

一　特定建設工事業者が令和６年度以降に新たに
建設する請負型規格住宅が、第１条第１項第
二号イ⑴に適合するものであること。

二　特定建設工事業者が各年度に新たに建設する
請負型規格住宅に係る第１条第１項第二号ロ
⑴の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の
合計が、当該年度に新たに建設する請負型規
格住宅の特定建設工事業者基準一次エネル
ギー消費量（床面積、設備等の条件により定
まる特定建設工事業者の新たに建設する請負
型規格住宅に係る基準となる一次エネルギー
消費量をいう。次条において同じ。）の合計
を超えないこと。

【特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量】
第９条の３　一戸建て住宅の特定建設工事業者基準
一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住
宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めると
おりとする。

一　特定建設工事業者が令和６年度以降に新たに建
設する請負型規格住宅のうち一戸建ての住宅

第 ９ 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）�
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27建築物省エネ基準

（次号に掲げるものを除く。）　次の式により算
出した数値（その数値に小数点以下１位未満の
端数があるときは、これを切り上げる。次号及
び次項において同じ。）

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）× 0.8＋ＥＭ｝
×10－３

本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。
E	ST　特定建設工事業者基準一次エネルギー消
費量（単位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

二　特定建設工事業者が令和６年度以降の年度で
あって経済産業大臣及び国土交通大臣が定め
る年度以降に新たに建設する請負型規格住宅
のうち一戸建ての住宅　次の式により算出し
た数値

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.75＋EM｝
×10－３

２　特定建設工事業者が令和６年度以降に新たに建
設する請負型規格住宅のうち長屋又は共同住宅
の特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量
は、次の式により算出した数値とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.9＋EM｝
×10－３

３	 前項の特定建設工事業者基準一次エネルギー消
費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり
とする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条第３項第一号の数値とした長屋又は共同住
宅　単位住戸の特定建設工事業者基準一次エ
ネルギー消費量の合計と共用部分の特定建設
工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計
した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条第３項第二号の数値とした長屋又は共同住
宅　単位住戸の特定建設工事業者基準一次エ
ネルギー消費量を合計した数値

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、前項第一号
の共用部分の特定建設工事業者基準一次エネル
ギー消費量について準用する。この場合におい
て、同条第１項中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋
ESW＋ESEV）＋EM｝×10－ 3」とあるのは「EST ＝
｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.9＋EM｝×
10－ 3」とする。

第３章　�建築物エネルギー
消費性能誘導基準

【建築物エネルギー消費性能誘導基準】
第 10 条　法第 30 条第１項第一号の経済産業省令・
国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げ
る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
める基準とする。

一　非住宅建築物　次のイ及びロ（非住宅部分の
全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車
場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他
エネルギーの使用の状況に関してこれらに類
するもの（イ⑴において「工場等」という。）
の用途に供する場合にあっては、ロ）に適合
するものであること。ただし、国土交通大臣
がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって非住宅部分が建築物
のエネルギー消費性能の向上の一層の促進の
ために誘導すべきエネルギー消費性能を有す
ることが確かめられた場合においては、この
限りでない。

イ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　国土交通大臣が定める方法により算出し
た非住宅部分（工場等の用途に供する部

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　�第 １0 条

建築基準法令集_追録_1級線引き.indd   27 20/03/31   15:56



28 建築物省エネ基準

分を除く。以下⑴及び⑵において同じ。）
の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁
の中心線から水平距離が５m以内の屋
内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及
び外気に接する床の直上の屋内の空間を
いう。以下⑴及び⑵において同じ。）の
年間熱負荷（１年間の暖房負荷及び冷房
負荷の合計をいう。以下⑴及び⑵におい
て同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合
計で除した数値が、用途及び第１条第１
項第二号イ⑴の地域の区分（以下単に
「地域の区分」という。）に応じて別表に
掲げる数値以下であること。ただし、非
住宅部分を２以上の用途に供する場合に
あっては、当該非住宅部分の各用途の屋
内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途
の屋内周囲空間の床面積の合計で除して
得た数値が、用途及び地域の区分に応じ
た別表に掲げる数値を各用途の屋内周囲
空間の床面積により加重平均した数値以
下であること。

⑵　非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モ
デル建築物（非住宅部分の形状を単純化
した建築物であって、屋内周囲空間の年
間熱負荷の算出に用いるべきものとして
国土交通大臣が認めるものをいう。以下
⑵において同じ。）について、国土交通
大臣が定める方法により算出した屋内周
囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床
面積の合計で除した数値が、用途及び地
域の区分に応じて別表に掲げる数値以下
であること。ただし、非住宅部分を２以
上の用途に供する場合にあっては、当該
非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築
物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷
の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積
の合計で除して得た数値が、用途及び地
域の区分に応じた別表に掲げる数値を各
用途の屋内周囲空間の床面積により加重
平均した数値以下であること。

ロ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　第１条第１項第一号イの非住宅部分の設
計一次エネルギー消費量が、非住宅部分
の誘導基準一次エネルギー消費量（床面
積、設備等の条件により定まる建築物エ

ネルギー消費性能誘導基準となる一次エ
ネルギー消費量をいう。以下同じ。）を
超えないこと。

⑵　第１条第１項第一号ロの一次エネルギー
消費量モデル建築物の設計一次エネル
ギー消費量が、当該一次エネルギー消
費量モデル建築物の誘導基準一次エネル
ギー消費量を超えないこと。

二　住宅　次のイ及びロに適合するものであるこ
と。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費
性能を適切に評価できる方法と認める方法に
よって住宅部分が建築物のエネルギー消費性
能の向上の一層の促進のために誘導すべきエ
ネルギー消費性能を有することが確かめられ
た場合においては、この限りでない。

イ　住宅部分が第１条第１項第二号イ⑴に適合
すること。

ロ　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計
一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導
基準一次エネルギー消費量を超えないこ
と。

三　複合建築物　次のイ又はロのいずれかに適合
するものであること。

イ　非住宅部分が第一号に定める基準に適合
し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に
適合すること。

ロ　次の⑴から⑶までに適合すること。
⑴　非住宅部分が第１条第１項第一号に定め
る基準に適合し、かつ、住宅部分が同項
第二号イ⑴及びロに適合すること。

⑵　第１条第１項第三号ロ⑴の複合建築物の
設計一次エネルギー消費量が、複合建築
物の誘導基準一次エネルギー消費量を超
えないこと。

⑶　非住宅部分が第一号イに適合すること。
【非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量】
第 11 条　前条第一号ロ⑴の非住宅部分の誘導基準
一次エネルギー消費量及び同号ロ⑵の一次エネ
ルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネ
ルギー消費量は、次の式により算出した数値（そ
の数値に小数点以下１位未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。）とする。

　　EST＝	｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.8＋
EM｝×10－３

第 １１ 条　�●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV 及び EM はそれぞれ次の数値を表すものと
する。

E	ST　誘導基準一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	SAC　第３条第１項の空気調和設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第３条第１項の空気調和設備以外の機械
換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位
　MJ/ 年）
E	SL　第３条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第３条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SEV　第３条第１項の昇降機の基準一次エネル
ギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第３条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

【住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量】
第 12 条　第 10 条第二号ロの住宅部分の誘導基準
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸
の数が１である場合に限る。）及び次項の単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の
式により算出した数値（その数値に小数点以下
１位未満の端数があるときは、これを切り上げ
る。）とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.9＋EM｝
×10－３

この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、
ESW 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　誘導基準一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）

E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 第 10 条第二号ロの住宅部分の誘導基準一次エ
ネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１
である場合を除く。以下この項において同じ。）
は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条第３項第一号の数値とした住宅　単位住戸
の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共
用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを
合計した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条第３項第二号の数値とした住宅　単位住戸
の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した
数値

３　前条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基
準一次エネルギー消費量について準用する。こ
の場合において、同条中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋
ESL＋ESW＋ESEV）×0.8＋EM｝×10－３」とあるの
は「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.9
＋EM｝×10－３」とする。

【複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量】
第 13 条　第 10 条第三号ロ⑵の複合建築物の誘導
基準一次エネルギー消費量は、第 11 条の規定
により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネ
ルギー消費量と前条第１項又は第２項の規定に
より算出した住宅部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量とを合計した数値とする

省令附則（抄）

【経過措置】
第２条　法第 19 条第１項の規定による届出に係る
住宅であって、地域の気候及び風土に応じた住
宅であることにより第１条第１項第二号イに適
合させることが困難であるものとして国土交通
大臣が定める基準に適合するものについて、同
号の規定を適用する場合においては、当分の間、
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30 建築物省エネ基準

同号イの規定は、適用しない。
第３条　この省令の施行の際現に存する建築物の非
住宅部分について、第３条及び第 11 条の規定
を適用する場合においては、当分の間、第３条
第１項中「EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV
＋EM）×10－３」とあるのは「EST＝｛（ESAC＋ESV
＋ESL＋ESW＋ESEV）×1.1＋EM｝×10－３」と、第
11 条 中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）
×0.8＋EM｝×10－３」とあるのは「EST＝（ESAC
＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10－３」とする。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅
部分について、第 10 条第一号の規定を適用す
る場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

第４条　この省令の施行の際現に存する建築物の住
宅部分について、第１条第１項第二号の規定を
適用する場合においては、同号ロ⑴に適合する
場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用
しない。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第５条及び第 12 条の規定を適用

する場合においては、当分の間、第５条第１項
中「EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW＋EM）×
×10－３」とあるのは「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV
＋ESL＋ESW）×１．１＋EM｝×10－３」と、同条
第４項中「準用する。」とあるのは「準用する。
この場合において、同条第１項中「EST＝（ESAC
＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10－３」とある
の は、「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×
1.1＋EM｝×10－３」とする。」と、第十二条第一
項 中「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.9
＋EM｝×10－３」とあるのは「EST＝（ESH＋ESC＋
ESV＋ES Ｌ＋ESW＋EM）×10－３」と、同条第三
項 中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ES Ｌ＋ESW＋ESEV）
×0.9＋EM｝×10－３」とあるのは「EST＝（ESAC
＋ESV＋ESＬ＋ESW＋ESEV＋EM）×10－３」とする。

３	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第 10 条第二号の規定を適用する
場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

別表（第10条関係）

用途
地域の区分

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

⑴ 事務所等 480 480 480 470 470 470 450 570

⑵ ホテル等 客室部 650 650 650 500 500 500 510 670

宴会場部 990 990 990 1260 1260 1260 1470 2220

⑶ 病院等 病室部 900 900 900 830 830 830 800 980

非病室部 460 460 460 450 450 450 440 650

⑷ 百貨店等 640 640 640 720 720 720 810 1290

⑸ 学校等 420 420 420 470 470 470 500 630

⑹ 飲食店等 710 710 710 820 820 820 900 1430

⑺ 集会所等 図書館等 590 590 590 580 580 580 550 650

体育館等 790 790 790 910 910 910 910 1000

映画館等 1490 1490 1490 1510 1510 1510 1510 2090

備考
１　単位は、１㎡１年につきMJとする。
２　「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
３　「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
４　「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
５　「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
６　「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況
に関してこれらに類するものをいう。

７　「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
８　「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、
公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状
況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に
関してこれらに類するものをいう。
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