
２００９年９月４日（金）

外断熱懇話会セミナー
「日本でもエネルギーパスを！」

事務局長 堀内正純
http://www.sotodan-npo.org/



エネルギーパスとは

ドイツでは2008（平成20）年 7月からエネルギーパスが義務
化された。床面積1m2当たり、年間に使用するエネルギーを
（kWh）で示すものである。

わが国の住宅の省エネルギーというと、住宅そのものの省エ
ネルギー策は殆ど無く、太陽電池を採用、燃料電池を採用、
ヒートポンプを採用、最新の効率の良い冷蔵庫を設置、効率の
良いエアコンを設置というものである。

これに対し、ドイツでは住宅そのものの省エネルギー化に本
腰を入れている。住宅の年間エネルギー消費量を一目で分る
ようにした「エネルギーパス」を作成し、住宅を新築、改築する
際にこれを発注者に渡さなければならなくなった。ドイツでは賃
貸住宅に居住する人が多いのだが、オーナーが住宅を賃貸す
る際にエネルギーパスを提示することが法律で義務付けられた。



・・・で、おたくの建物、どれくらいエネルギーがいるの？
"出展: Deutsche Energieagentur GmbH (dena：ドイツエネルギー機構)"

エネルギーパスの広報ポスター



Energiausweis ①
建物に関する情報を発行者が記入

エネルギー証明書（Energiausweis）

は、資格をもった発行者本人の署名
か、署名のコピーが電子的に印刷さ
れたもので、発行者の職業名と住所
を記入します。



Energiausweis ②（住宅用）

算出されたエネルギーの必要量

「横長のスケール（＝タコメーター）」
計算された「エネルギーの必要量」は数値による
記述と共に判別しやすい図に示された横長のス
ケール（＝タコメーター）上に矢印で表示されます。
これにより「建物のおおまかな比較」が可能にな
ります。

「比較値」
ＥＵ指令に規定に従い「建物のトータルエネルギー
性能の判断と比較を可能にすること」





Energiausweis ③
把握された建物のエネルギー消費量

エネルギー消費量による評価値がラベル（横長
スケール上）に表示されます。
エネルギー消費量が少ないほど、矢印は左側
（緑色の部分）寄り、高いエネルギー消費量の
場合は右側（赤色の部分）に位置します。

給湯にかかるエネルギー消費量
・セントラル暖房を利用した時、給湯による

「エネルギー消費量」を含む場合（enthalten）
・非セントラル（電気式等）給湯の場合（nicht

enthalten）

暖房・給湯にかかるエネルギー消費量の調査
・把握されたエネルギー消費量の記入
・そのエネルギー消費量から給湯分を引く
・暖房に使われた「エネルギー消費量」に対して

気象偏差調整の計算を行います。
・気象偏差調整を行った暖房「エネルギー消費

量」に、給湯「エネルギー消費量」を加算します。
・その結果と過去3年のエネルギー消費量の評

価値の平均を計算します。



Energiausweis ④ 解説：エネルギー証明書を理解していただくため記載



省エネ改修向けアドバイス
EｎEV 2007

建物のエネルギー面での改善に向けた
一般的で経済性のある対策を提案します。
これは、情報であり義務ではありません。

「省エネ改修向けアドバイス」は、対策の
記入の可否とは関係なく「エネルギー証明
書」に添付されます。
ここでも発行者を明確にする必要がありま
す。



Wer darf Energieausweise ausstellen? 
エネルギーパスの発行者?

新築建築物に関しては、省エネルギー法に基づいて州レベルで制定された法律により
州からエネルギーパス発行権を与えられた者が エネルギーパスを作成することが出来
るとされている。

それに対して既存建築物では、連邦レベルの規則にしたがって住居建築物と非住居
建築物に分類され、省エネルギー法21条にそった 以下の資格を得た者のみがエネル

ギーパス発行権をもつ。

「住居・非住居建築物」

●建築科、土木科、建築物理学科、機械科、電気科、内装建築科のいずれかの課程
を大学、もしくは高等専門学校にて修了した者。

●建築分野にてマイスターの称号を持つ者。もしくは、職業教育を経てマイスターの
補助 なしで職業を営むことが可能な者。

●連邦機関から建築技術者として認可を受けている者。

「住居建築物のみ」
●在学中に省エネルギー建築分野にて職業教育を受けた者。
●終了後に2年以上の実務経験を積んだもの。
●省エネルギー建築に関する職業教育を受けた者。



エネルギーパスの認定

住宅のエネルギー消費量こうした住宅の燃費評価を行うのは
ドイツエネルギー庁の認定を受けた省エネルギーコンサルタント
で、現在約10,000人のコンサルタントが1週間の講習を受けて、
認定をしている。

エネルギーパスを取得する費用は1棟当たり200ユーロ（約
32000円）で省エネルギーコンサルタントは1日かけて調査を行
い、エネルギーパスを発行する。この動きはドイツから周辺の
オーストリア、フランス、イタリアに広がり、さらにEU全体に広が
ろうとしている。エネルギーパスは賃貸住宅に大きな影響を与え、
燃費の悪い住宅には借り手がいなくなることから、省エネル
ギー改修の動きがさらに活発になってきている。

そしてその際の省エネルギー改修とは当然外断熱改修という
ことになる。



■ENERGIEAUSWEIS（エネルギー証明書）

将来性のある建築(つまり新築)
省エネ面で将来性のある家を建てたい人は、今日では『ゼロ暖房
エネルギーハウス』を工務店やプレハブメーカーに依頼することが
出来ます。こういった家では暖房のために通常のエネルギーは必
要ありません。例としては、非常に大きな貯湯タンクが必要ですが
、夏季の太陽エネルギーを活用して暖房を行う方法があります。
この類の家は技術的には実現可能で、マーケットでも実際に販売
されています。しかし現在のエネルギー価格では、まだ経済性を
見込めないのが実情です。
それより賢明な選択は『パッシブハウス』です。それは特に優れた
断熱技術と熱交換型計画換気システムにより成り立っています。
建物の暖房用熱量の不足分は主に内部発熱（人体・機器）や、
室内に差し込む日光のダイレクトゲインによってまかないます。
小さな補助暖房機能を換気設備に付属させる事が必要ですが、
従来の様な暖房設備は必要ありません。



ラクイナ・サミット（2009/07/08）

主要国首脳会議（ラクイラ・サミット）は
７月８日、地球温暖化対策にかかわる首
脳宣言を発表した。
焦点となっていた温室効果ガス排出削減
については、２０５０年までに「世界全体」
で少なくとも「５０％」削減するという昨年
の洞爺湖サミットの合意を再確認したうえ
で「先進国全体が８０％以上削減する」と
の新たな長期目標を明記した。



「2008年1月31日のＥＵ議会で
は、2011年までにＥＵ圏の、住
宅に限らず全ての新築建築物
にパッシブハウス基準又は同
等の省エネ基準を満たすように
義務付けをする」という提案が
なされた。

ＥＵ議会のパッシブハウス基準
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■ドイツにおける省エネルギー建築の推移

http://www.passiv.de/haupt.html


■ドイツにおける省エネルギー建築の変遷
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ドイツでは環境に優しい住宅のエネルギー消費基準を下記の５段階に分類していますー
①低エネルギーハウス ②超低エネルギーハウス
③ゼロ暖房エネルギーハウス ④ゼロエネルギーハウス ⑤プラスエネルギーハウス

フラウンホーファー建築物理研究所（IBP）資料



エネルギーパス ＜ハンス・ディーター・ヘグナー＞
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誰が非住居向けのエネルギーパスの発行するのですか？
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連絡先
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エネルギー証明書解説本の出版

特定非営利活動法人 外断熱推進会議
定価 ２，１００円（税込）



『これからの外断熱住宅』
お茶の水女子大学名誉教授 工学博士 田中辰明
お茶の水女子大学 博士（生活科学） 柚本玲 共著
発行 （株）工文社 定価 2,415円（税込）

『外断熱から始まるマンション選び！』
外断熱推進会議事務局長 堀内正純著

発行 現代書林 定価 1,680円(税込)

特定非営利活動法人 外断熱推進会議 推奨図書



内断熱でもいいや・・・
寒冷地以外は冷暖房エネルギーは僅か

断熱よりも設備機器の更新が重要

外断熱の必要性は、省エネルギーだけが目的
ではありません。国民が健康で快適な生活を
おくり、短期間でのスクラップ＆ビルドによる廃
棄物を生み出すことなく、豊かな生活を送るこ
とが求められています。
少ない冷暖房エネルギーで快適な生活を享受
し、建物が資産として子供や孫に引き継がれ
る社会が求められるのではないでしょうか。
我慢と不良資産（短期間で価値を失う建物）か
らの脱却が求められます・・・



出典：国土交通省

■欧米は全室暖房が主流、日本は局所暖房が主流である(結露・カビ＝シックハウス）

■世帯当りエネルギー消費量を見れば日本は優秀であるが、今後
－暖房機器が各部屋に設置されていく
－欧米並みの「生活の豊かさや健康的な暮らし」を求めると

エネルギー消費量が増加するのは必至である

省エネルギー



出典：国土交通省

■政府の政策では、動力（照明・家電）や給湯用エネルギー対策が中心で、
エコ照明・エコ家電・エコ給湯に目が奪われている。

■断熱性能の悪い住宅は「ざる」のようなもので、いくら効率のよい設備や
自然エネルギーを活用しても、劇的な（60～80%削減）省エネにはならない。



2009年6月9日開催・日独環境フォーラム

マッテｲアス・マッハニックドイツ連邦共和
国･環境･自然保護・原子炉安全省事務
次官は特別講演で「太陽光発電、ヒート
ポンプの利用も大切であるが、まず省エ
ネルギーを図ること、断熱が大切である。
日本には断熱のしっかりした基準も無い
のが残念である」と語った。



改正省エネルギー法関連情報（住宅・建築物関係） 最終更新 平成21年6月16日

1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の6％削減を約束しており、
この国際的役割を果たすため、政府として「京都議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目
標達成計画」という。) に基づいて地球温暖化対策を推進してきたところであり、2008年3月には、目標
達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量を位置付けたところです。

今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源ＣＯ２の排出削減を強力に
進め、新たな削減目標を達成するため、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著し
く不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ措置ﾌ届出等の義務
付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」（平成20年法律第
47号）が2008年5月に成立しました。

これにより、平成21年4月1日以降は、
○大規模な建築物（床面積の合計が2000㎡以上）の建築時等における届出に係る省エネ措置が著

しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置
をとることを命令することができるようになります。

○また、住宅を建築し販売する事業者（住宅事業建築主）が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能
の向上を促す措置が導入されます。

平成22年4月1日以降は、

○一定の中小規模の建築物（床面積の合計が300㎡以上）について、新築・増改築時における省エ
ネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。



○ 国土交通省告示第六百三十四号
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第八十六条の
規定を実施するため、住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び
住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要と
される性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針を次のように定めたので告示する。

平成二十一年六月十六日





日本と世界の断熱性能と窓の性能の相違



外断熱推進会議推奨基準
http://sotodan-npo.org/



年間冷暖房消費電力の比較

http://sotodan-npo.org/



外断熱建築評価認証制度（案）
認証番号

建物の名称

申請者

建設地

地域区分：

建物用途・規模

竣工（予定）日

有効期限レベル
3：外断熱建築推奨基準（2008）
2：次世代省エネルギー基準

1
2
3
4
5

2. 壁断熱

1. 基礎及び

土間断熱

6. その他

5. 開口部

4. 換気

3. 屋根断

熱



http://www.sotodan-npo.org/
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