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8.12 温室効果ガス 

8.12.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.12-1に示すとおりである。 

 

表 8.12-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位の把握  

②対策の実施状況 

③温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

④法令による基準等 

工事の完了後において、施設の稼働に伴
って温室効果ガスが排出されるため、事業
区域及びその周辺について左記の事項に
係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は事業区域及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

原単位の把握 

エネルギー消費原単位の把握は、「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベー

スの作成」（平成 30 年 2 月 鷲津 明由、中野 諭）に従った。また、電力とガスの使用割

合については「建築物エネルギー消費量調査報告書第 42報（ダイジェスト版）」（令和 2年

4 月 一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会）を参考に設定し、電力・都市ガ

ス消費量あたりの二酸化炭素排出原単位については、「総量削減義務と排出量取引制度に

おける特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」（令和 2年 4月 東京都環境局）に従っ

た。 

 

対策の実施状況 

対策の実施状況は、「建築物エネルギー消費量調査報告書第 42報（ダイジェスト版）」（令

和 2 年 4 月 一般社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会）より既存施設において

一般的に実施されている対策の整理により把握した。 

 

温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

温室効果ガスを使用する設備機器の状況は、関連資料及び事業計画の整理により把握し

た。 
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法令による基準等 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 法律第 107号）、「エネルギーの使用

の合理化に関する法律」（昭和 54年 法律第 49号）、「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」（平成 27 年 法律第 53 号）、「特定物質規制等によるオゾン層の保護に関

する法律」（昭和 63年 法律第 53号）、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律」（平成 13年 法律第 64号）、「都民の健康と安全を確保する環境に関

する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215 号）等の関係法令や、「地球温暖化対策計

画」（平成 28 年 5 月 閣議決定）、「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2 年 4 月 東京都）、

「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21 年 9 月 29 日 告示第 1336 号）、「品川区環境基本

計画」（平成 30年 3月 品川区）等の国や自治体の計画等を整理した。 

 

(4) 調査結果 

原単位の把握 

① エネルギー消費原単位 

計画建築物で予定されている規模及び用途（商業、公益施設）のエネルギー消費原単位

は、表 8.12-2に示すとおりである。 

 

表 8.12-2 エネルギー消費原単位 

用途 
平均一時エネルギー消費原単位 

（MJ/m2 ・ 年） 

商業 2,889 

公益施設 2,889 

出典：「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベースの作成」（平成 30年 2月 鷲津明由、中

野諭） 

 

② 電力・ガスの使用割合 

各施設におけるエネルギー消費量のうち電力及びガスの消費割合は表 8.12-3 に示すと

おりである。なお、駐車場におけるエネルギー消費は一般に照明や換気等の動力と考え、

電力 100%とした。 

 

表 8.12-3 エネルギー使用量割合 

用途 電力（%） ガス（%） 

商業 （店舗・飲食店）  87 13 

公益施設  87 13 

駐車場 100  0 

出典：「建築物エネルギー消費量調査報告書第 42 報（ダイジェスト版）」（令和 2 年 4 月 一般社団法人

日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 
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③ 駐車場の二酸化炭素排出原単位 

「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」

（令和 2 年 4 月 東京都環境局）より小原単位建物における原単位として、駐車場用途の

二酸化炭素排出原単位を 25kg-CO2/m2・年とした。（表 8.12-4参照）  

 

表 8.12-4 二酸化炭素排出原単位 

用途 二酸化炭素排出原単位 

駐車場 25kg-CO2/m2・年 

出典：「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」 

（令和 2年 4月 東京都環境局）  

 

④ 電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位 

電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-5に示すとおりである。 

計画建築物で使用されるガスは類似事例より都市ガスとした。 

 

表 8.12-5 二酸化炭素排出原単位 

種類 二酸化炭素排出原単位 その他係数 

電力 0.489t-CO2/千 kWh 9.76GJ/千 kWh 

都市ガス 
0.0499t-CO2/GJ 

（=0.0136t-C/GJ ×44/12※） 
- 

※ 炭素重量を二酸化炭素重量に換算。 

出典：「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」 

（令和 2年 4月 東京都環境局） 

 

 

対策の実施状況 

温室効果ガスの排出量を削減するための対策及びエネルギー使用量削減のための対策に

ついて、一般的に実施されている対策は次のとおりである。 

 

① 電力使用量を低減するインバータ装置の設置 

消費電力を適正に規制・管理し、使用量の削減に努めている。 

 

② 高効率な個別熱源方式の導入 

高効率な個別熱源（トップランナー機器）の採用によるエネルギー使用量の削減や全熱

交換器の採用による室内排気と導入外気の熱交換による外気負荷の低減により、二酸化炭

素の削減に努めている。 
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温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

① 工事の施行中の温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

既存建造物における HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）等を使用している空調機

器については、今後、調査が可能となった段階で調査を行い、使用が確認された場合は関

連法令等の定めに従い、適切に処理する計画である。 

 

② 工事の完了後の温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

工事の完了後の計画建築物においては、個別空調機器（パッケージ空調機）に HFC（ハイ

ドロフルオロカーボン）を用いる計画である。 

 

法令による基準等 

① 法令に規定される「事業者の責務」等 

地球温暖化対策に係る法令に規定される事業者の責務等は、表 8.12-6（1）～（14）に示

すとおりである。 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 法律第 107号）では、温室効果ガス

を多量に排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告

することが義務付けられている。 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭和 54 年 法律第 49 号）では、エネルギ

ー使用量の合計が原油換算で年間 1,500kL 以上の事業者に対し、届出を義務付けている。 

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（平成 13年 法

律第 64号）では、特定製品が廃棄される場合における事業者の責務が示されている。 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27 年 法律第 53 号）では、

建築物の省エネ性能の向上を図るため、外壁などの外皮性能（PAL*）を評価する基準並び

に設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準の二つの基準が定められている。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第

215 号）では、「建築物環境計画書制度」や「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引

制度」等が導入されている。 
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表 8.12-6（1）  地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

地球温暖化対策の
推進に関する法律
（温対法） 

（平成 10 年 法律第
107号） 

 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための

措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）を講

ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の

抑制等のための施策に協力しなければならない。 

（事業活動に伴う排出抑制等） 

第二十三条 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の

抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室

効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガス

の排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。 

（温室効果ガス算定排出量の報告） 

第二十六条 事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条

において同じ。）に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定

めるもの（以下「特定排出者」という。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、

主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定

める事項（当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合

にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に

排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項）を当該特定排

出者に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）に報告しなければ

ならない。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（2） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

地球温暖化対策の
推進に関する法律
（温対法） 

（続き） 

 

2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用さ

せ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関

する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以下この項に

おいて「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関

する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの（以下この項におい

て「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この項において「連鎖化事業者」という。）に

ついては、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所にお

ける事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用す

る。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を

設置している場合（次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事

業所として設置している場合を含む。）」とする。 

3 この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごと

に、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法

により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量

をいう。 

（事業者の事業活動に関する計画等） 

第三十六条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところ

に留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置

（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関する

計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 

2 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定める

ところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を

公表するように努めなければならない。 
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表 8.12-6（3） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

エネルギーの使用の
合理化に関する法律
（省エネ法） 

（昭和 54 年 法律第
49号） 

（エネルギー使用者の努力） 

第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネル

ギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（事業者の判断の基準となるべき事項等） 

第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ

有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標

及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等におい

てエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを

公表するものとする。 

一 工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネ

ルギーの使用の方法の改善、第百四十五条第一項に規定するエネルギー消費性

能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事

項 

二 工場等（前号に該当するものを除く。）におけるエネルギーの使用の合理化に関

する事項であって次に掲げるもの 

イ 燃料の燃焼の合理化 

ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 

ハ 廃熱の回収利用 

ニ 熱の動力等への変換の合理化 

ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 

ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化 

2 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需

要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その

他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。 

一 電気需要平準化時間帯（電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推

進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をい

う。以下同じ。）における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換 

二 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を

消費する機械器具を使用する時間の変更 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（4） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

エネルギーの使用の
合理化に関する法律
（省エネ法） 

（続き） 

第百四十三条 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外

壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び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（第四号において「空気調和設備等」という。）に係るエネルギ

ーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギ

ーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機

械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実

施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。 

一 建築物の建築をしようとする者 

二 建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者） 

三 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。）の修繕又は模様替をしようとする者 

四 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

修をしようとする者 

特定製品に係るフ
ロン類の回収及び
破壊の実施の確保
等に関する法律 

（平成 13 年 法律第
64号） 

（事業者の責務） 

第四条  事業者は、前条第一項の指針に従い、特定製品が廃棄される場合にお

いて当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破

壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑

制のために必要な措置を講じなければならない。 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（平成 27 年 法律第
53号） 

第二章 基本方針等 

第六条 建築主は、その建築等（建築物の新築、増築若しくは改築（以下「建築」と

いう。）、建築物の修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若

しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。）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。 

2 住宅の建築を業として行う建築主（以下「住宅事業建築主」という。）は、前項に定

めるもののほか、その新築する一戸建ての住宅を第二十七条第一項に規定する基

準に適合させるよう努めなければならない。 

（建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力） 

第七条 住宅事業建築主その他の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。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（5） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

 （続き） 

第三章 建築主が講ずべき措置 

第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等 

（特定建築物の建築主の基準適合義務） 

第十一条 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。 

2 前項の規定は、建築基準法第六条第一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） 

第十二条 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。第五項及び第六項において同

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。 

3 所管行政庁は、前二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十四日以内に、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。                            

   （次項に続く） 
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表 8.12-6（6） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（続き） 

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、二十八日の範囲内にお

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、第三項の場合において、建築物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、第三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六条第一項又は第六条の二第一

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（同法第七十七条の

二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。第八項において同じ。）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（同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定に

よる確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。）につ

いて同法第六条第七項又は第六条の二第四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

準法第六条第一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

四項の期間（同条第六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）の末日の三日前までに、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、建築基準法第六条第一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、同法第六条の二第一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、建築主から第六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、同法第六条第一項又は第六条の二第一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三項から第五項まで

の通知書の様式は、国土交通省令で定める。                   （次項に続く）                            
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表 8.12-6（7） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（続き） 

第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の

措置 

（建築物の建築に関する届出等） 

第十九条 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

の二十一日前までに、国土交通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。 

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 

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。） 

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二十一

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。 

（国等に対する特例） 

第二十条 国等の機関の長が行う前条第一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、次項及び第三項の規定に定めるとこ

ろによる。 

2 国等の機関の長は、前条第一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。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（8） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（続き） 

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） 

第二十一条 所管行政庁は、第十九条第二項及び第三項並びに前条第三項の規

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。 

2 第十七条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立

入検査について準用する。 

（適用除外） 

第二十二条 この節の規定は、第十八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。 

 

第四章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定） 

第二十九条 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、修繕若しくは模様替

若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設

備等の改修（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 

                                                （次項に続く） 
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表 8.12-6（9） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（続き） 

（建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等） 

第三十条 所管行政庁は、前条第一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 当該申請に係る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

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に適合するものであること。 

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 前条第二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。 

2 前条第一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六条第一項に規定

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 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、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十八条第三項の規定によ

る確認済証の交付を受けた場合において、第一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、同法第六条第一項の確認済証の

交付があったものとみなす。 

6 所管行政庁は、第四項において準用する建築基準法第十八条第十四項の規定

による通知書の交付を受けた場合においては、第一項の認定をしてはならない。 

7 建築基準法第十二条第八項及び第九項並びに第九十三条から第九十三条の

三までの規定は、第四項において準用する同法第十八条第三項及び第十四項の

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。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（10） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

建築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律 
（建築物省エネ法） 

（続き） 

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一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、第十二条第一項の建

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

二項の規定による申出があった場合を除き、同条第三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、同条第六項から第八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一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、第十九条第一項の規

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、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 

 

第五章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等 

（建築物のエネルギー消費性能に係る認定） 

第三十六条 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。 
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表 8.12-6（11） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

都民の健康と安全を
確保する環境に関す
る条例 
（環境確保条例） 

（平成 12年 12月 22
日 条例第 215号） 

（事業者の責務）  

第四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減及び公害の

防止のために必要な措置を講ずるとともに、知事が行う環境への負荷の低減及び

公害の防止に関する施策に協力しなければならない。 

2 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制そ

の他必要な管理体制の整備に努めるとともに、その管理に係る環境への負荷の状

況について把握し、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しな

ければならない。 

（特定地球温暖化対策事業所の温室効果ガス排出量の削減） 

第五条の十一 特定地球温暖化対策事業所の所有事業者等（以下「特定地球温

暖化対策事業者」という。）は、各削減義務期間ごとに、当該特定地球温暖化対策

事業所における算定排出削減量（排出削減量に、第一号の量及び第二号の量を

加え、第三号の量を減じて得た量をいう。以下同じ。）を、当該削減義務期間終了

後の規則で定める日までに、削減義務量以上としなければならない。（後略） 

（地球温暖化対策計画書の作成等） 

第六条 指定地球温暖化対策事業者は、毎年度、指定地球温暖化対策事業所ご

とに、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「地球温暖化対策計画書」という。）

を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、第六号の量については、第六条の十一

第四項の規定による検証の結果を添えて、規則で定めるところにより、知事に提出

しなければならない。ただし、第五条の八第二項の規定により検証の結果が既に提

出されているときは、同号の量について検証の結果を添えることは要しない。（後

略） 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（12） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

都民の健康と安全を
確保する環境に関す
る条例 
（環境確保条例） 

（続き） 

（地球温暖化対策計画の公表） 

第八条 指定地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画書を提出したとき

は、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなければならない。 

第八条の二十三その設置している事業所等（定型的な約款による契約に基づき、

特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は薬務の提供に関する

方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款

に、当該事業に加盟する者（以下「加盟者」という。）が設置している事業所等にお

ける温室効果ガスの排出に関する事項であって規則に定めるものに係る定めがあ

るもの（以下「連鎖化事業」という。）を行う者について、その加盟者が設置している

当該連鎖化事業に係るすべての事業所等を含む。以下この状において同じ。）（事

業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度の範囲にあるものとして規則でその

規模の上限及び下限を定める事業所等に限る。）における事業活動に伴う温室効

果ガス排出量が相当程度多い事業者として規則で定める要件に該当した事業者

（以下「地球温暖化対策事業者」という。）は、当該要件に該当した年度以降、毎年

度、当該事業所ごとに、規則で定める温室効果ガスに係る前年度の温室効果ガス

排出量、地球温暖化の対策の取組状況等を記載した報告書（以下「地球温暖化対

策報告書」という。）を、地球温暖化対策指針に基づき作成し、規則で定めるところ

により、知事に提出しなければならない。ただし、当該地球温暖化対策報告書の内

容により、当該要件に該当しないことを知事が確認することができた場合にあって

は、この限りではない。 

2 温室効果ガス排出事業者は、毎年度、その設置している事業所等（その規模が

前項の上限以下の事業所等に限り、同行の規則により地球温暖化対策報告書が提

出された事業所を除く。）ごとに、地球温暖化対策報告書を、地球温暖化対策指針

に基づき作成し、規則で定めるところにより、知事に提出することができる。 

3 地球温暖化対策事業者等（地球温暖化対策事業者及び前項の規定により地球

温暖化対策報告書を提出した者をいう。以下同じ。）は、地球温暖化対策事業者等

が実施すべき地球温暖化の対策として地球温暖化対策指針に定める対策を推進し

なければならない。 

（地球温暖化対策報告書の公表） 

第八条の二十四 地球温暖化対策事業者は、前条第一項の地球温暖化対策報告

書を提出したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその内容を公表しなけれ

ばならない。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（13） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

都民の健康と安全を
確保する環境に関す
る条例 
（環境確保条例） 

（続き） 

（特定機器の所有者等による特定物質の排出禁止） 

第十条 規則で定めるフルオロカーボン（以下「特定物質」という。）を使用している

機器で規則で定めるもの（以下「特定機器」という。）を所有し、又は、管理する者

は、当該特定物質を大気中に排出し、又は漏出させてはならない。 

（特定機器の排気における特定物質の排出禁止） 

第十二条 特定機器を廃棄しようとする者は、特定物質を大気中に排出し、又は漏

出させないよう回収した上で燃焼等の方法により分解処理（規則で定める特定物質

を再利用の目的として回収する場合を除く。次条第四項において同じ。）をしなけれ

ばならない。 

（処理事業者への委託及び義務） 

第十四条 特定機器の整備等を行おうとする者、特定機器を廃棄しようとする者又

は回収事業者は、特定物質の分解処理を委託するときは、特定物質を適正に分解

処理できる事業者（以下「処理事業者」という。）に委託しなければならない。 

（開発事業者の責務） 

第十七条の二 一の区域において一又は二以上の建築物の新築若しくは増築（以

下「新築等」という。）を行う事業（以下「開発事業」という。）を使用とするもの（以下

「開発事業者」という。）は、当該開発事業を行う区域におけるエネルギーの有効利

用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。 

（省エネルギー性能目標値の設定） 

第十七条の四 特定開発事業者は、特定開発事業において規則で定める規模を

超える建築物（規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除

く。以下この条において同じ。）の新築等をしようとするときは、エネルギー有効利用

指針に基づき、規則で定めるところにより、その建築物のエネルギーの使用の合理

化に関する性能について、第二十条の三の省エネルギー性能基準の値以上の目

標値（当該省エネルギー性能基準の値の定めのない用途にあっては、エネルギー

有効利用指針に定める基準を勘案して定める目標。以下第十七条の七第 5号を除

き、この節において同じ。）を設定しなければならない。 

（次項に続く） 
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表 8.12-6（14） 地球温暖化対策に係る法令等に規定される事業者の責務等 

法令、条例等 事業者の責務等 

都民の健康と安全を
確保する環境に関す
る条例 
（環境確保条例） 

（続き） 

（エネルギー有効利用計画書の作成等） 

第十七条の七 特定開発事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した特定開発事業におけるエネルギーの有効利用に関する計画書（以下「エ

ネルギー有効利用計画書」という。）をエネルギー有効利用指針に基づき作成し、

規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。（後略） 

（建築主の責務） 

第十八条 建築物の新築等を使用とする者（以下「建築主」という。）は、当該建築

物及びその敷地（以下「建築物等」という。）に係るエネルギーの使用の合理化、資

源の適正利用、自然環境の保全、ヒートアイランド現象の緩和及び再生可能エネル

ギーの利用について必要な措置を講じ、環境への負荷の低減に努めなければなら

ない。 

（配慮指針に基づく環境配慮の措置） 

第二十条 規則で定める規模を超える特定建築物（以下「大規模特定建築物」とい

う。）の新築等をしようとする者（以下「大規模特定建築主」という。）は、当該大規模

特定建築物及びその敷地（以下「大規模特定建築物等」という。）について、配慮指

針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じなければならない。 

第二十条の三 規則で定める規模を超える大規模特定建築物（以下「特別大規模

特定建築物」という。）の新築等をしようとする大規模特定建築主（以下「特別大規模

特定建築主」という。）は、配慮指針で定めるところにより、当該特別大規模特定建

築物（規則で定める用途の部分に限り、規則で定める種類の建築物を除く。）につ

いて、規則で定める省エネルギー性能基準の値に適合する措置を講じなければな

らない。 

（建築物環境計画書の作成等） 

第二十一条 大規模特定建築主は、規則で定めるところにより、大規模特定建築物

等について、次に掲げる事項を記載した環境への配慮のための措置についての計

画書（以下「建築物環境計画書」という。）を作成し、建築基準法第六条第一項の規

定に基づく確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく通知の前であっ

て規則で定める日までに、知事に提出しなければならない。 
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② 建築物エネルギー消費性能基準 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27年 法律第 53号、以下「建

築物省エネ法」という。）に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」（平

成 28年 経済産業省・国土交通省令第 1号）では、建築主が講ずべき措置として、特定建

築物 2,000m2以上の非住宅（2021 年 4 月より 300m2以上の予定）の新築、特定建築物の増

改築（300m2 以上）の建築行為に対し適合が義務付けられる建築物エネルギー消費性能基

準が定められている。「建築物省エネ法」に基づくエネルギー消費性能基準の水準を表

8.12-7に示す。 

 

表 8.12-7 「建築物省エネ法」に基づくエネルギー消費性能基準の水準 

 

 

 

 

 

エネルギー消費性能基準 

（適合性判定、基準適合認定） 

建築物省エネ法施行 

（H28.4.1）後に新築された 

建築物 

建築物省エネ法施行の際
に現に存する建築物 

非住宅 一次エネルギー基準（BEI） 1.0 1.1 

外皮基準（PAL*） ― 

住宅 一次エネルギー基準（BEI）※2 1.0 1.1 

外皮基準：住戸単位※3（UA、ηAC） 1.0 ― 

※1 家電・OA機器等を除く。 

※2 住宅の一次エネ基準については、住棟全体（全住戸+共用部の合計）が表中の値以下になることを求める。 

※3 外皮基準については、H25基準と同等の水準。 

出典：「建築物省エネ法の概要（詳細説明会）」（平成 28 年 12 月 1 日 国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画

室） 

 

③ 地球温暖化対策に係る計画等 

地球温暖化対策に係る計画等に示される目標・施策等は、表 8.12-8（1）～（3）に示す

とおりである。 

国の計画としては、「地球温暖化対策計画」（平成 28年 5月 閣議決定）がある。 

東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 

条例第 215 号）に基づき、「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2 年 4 月 東京都）、「東京

都建築物環境配慮指針」（平成 21 年 9 月 29 日 告示第 1336 号）等を策定するとともに、

「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」、「建築物環境計画書制度」を制定し

ている。 

品川区では、「品川区環境基本計画」（平成 30 年 3 月 品川区）を展開し、地球温暖化対

策を推進している。 

 

             

一次エネ基準（BEI）は、                     が表中の数値以下になることが求められる。 
設計一次エネルギー消費量※1 

基準一次エネルギー消費量 
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表 8.12-8（1） 地球温暖化対策に係る計画等に示される目標・施策等 

法令、条例等 目標・施策等 

地球温暖化対策計
画 

（平成 28 年 5 月 閣
議決定） 

（我が国の地球温暖化対策の目指す方向） 

1. 中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けた取組 

2. 長期的な目標を見すえた戦略的取組 

3. 世界の温室効果ガスの削減に向けた取組 

 

（我が国の温室効果ガス削減目標） 

我が国の中期目標として、「日本の約束草案」に基づき、国内の排出削減・吸収

量の確保により、2030年度において、2013年度比 26.0%減（2005年度比 25. 4%減）

の水準にすることとする。 

 また、2020年度の温室効果ガス削減目標については、2005年度比 3.8%減以上

の水準にすることとする。 

 

（「事業者」の基本的役割） 

（1）事業内容等に照らして適切で効果的・効率的な対策の実施 

事業者は、法令を遵守した上で、創意工夫を凝らしつつ、事業内容等に照らして

適切で効果的・効率的な地球温暖化対策を幅広い分野において自主的かつ積極

的に実施する。また、省 CO2 型製品の開発、廃棄物の減量等、他の主体の温室効

果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置についても推進する。  

（2）社会的存在であることを踏まえた取組  

 社会の一員である事業者は、単独に又は共同して自主的に計画を策定し、実施

状況を点検する。また、従業員への環境教育を実施するとともに、労働組合や消費

者団体・地域団体等と連携した温室効果ガスの排出の抑制や企業による敷地内の

緑化等による温室効果ガス吸収源対策等に取り組む。また、国、地方公共団体の

施策に協力する。 

（3）製品・サービスの提供に当たってのライフサイクルを通じた環境負荷の低減  

事業者は、製品・サービスのサプライチェーン及びライフサイクルを通じ、温室効

果ガスの排出量等の把握に努めるとともに、カーボン・オフセットを含め、これらの環

境負荷の低減に寄与する製品・サービスの提供を図る。また、製品・サービスによる

温室効果ガス削減に関連する情報を提供する。 
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表 8.12-8（2） 地球温暖化対策に係る計画等に表示される目標・施策等 

法令、条例等 目標・施策等 

東京都地球温暖化
対策指針 

（令和 2 年 4 月 東
京都） 

（事業者の役割） 

（1） 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減等 

事業者は、自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの量の把握及びその

削減等のための措置を継続的に実施するよう努めなければならない。 

（2） 他の事業者の事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減等への協力 

事業者は、他の事業者が取り組む当該他の事業者自らの事業活動に伴い排出

される温室効果ガスの量の把握及びその削減等のための措置の実施に対し、必要

な協力を行うよう努めなければならない。 

 （3） 東京都が実施する施策への協力 

事業者は、東京都が実施する温室効果ガスの排出削減のための施策について

把握及び理解に努め、効果的に施策が実施されるよう協力しなければならない。 

（東京都の温室効果ガス削減目標） 

東京都は、東京都環境基本条例に基づき、平成 20 年 3 月に策定した「東京都

環境基本計画」において、「2020年までに、東京の温室効果ガス排出量を 2000年

比で 25%削減する」ことを定めるとともに、部門別のCO2排出量の削減目標を設定し

た。 

また、平成 28 年 3 月に策定した「東京都環境基本計画」においては「2030 年ま

でに、東京の温室効果ガス排出量を 2000 年比で 30%削減する」ことを定めるととも

に、部門別のCO2排出量については、産業・業務部門において、2030年までに「エ

ネルギー起源 CO2排出量を 2000年比で 20%程度削減する」と定めた。 

なお、東京の温室効果ガス排出量の 95%は、エネルギー起源 CO2 である（2000

年度時点）。 

ゼロエミッション東京
戦略 

（令和元年 12 月 東
京都環境局総務部
環境政策課） 

東京都は世界の大都市として経済活動を維持しながら気温上昇を 1.5℃に抑え

ることを追求し、2050年に CO₂実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京の実現を目

指す戦略。 

【ゼロエミッション東京戦略の体系】 

①再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 

②水素エネルギーの普及拡大 

③ゼロエミッションビルの拡大 

④ゼロエミッションビークルの普及促進 

⑤3Rの推進 

⑥プラスチック対策 

⑦食品ロス対策 

⑧フロン対策 

⑨適応策の強化 

⑩多様な主体と連携したムーブメントと社会システムの変革 

⑪区市町村との連携強化 

⑫都庁の率先行動 

⑬世界諸都市等との連携強化 

⑭サステナブルファイナンスの推進 
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表 8.12-8（3） 地球温暖化対策に係る計画等に表示される目標・施策等 

法令、条例等 目標・施策等 

品川区環境基本計
画 

（平成 30年 3月品川
区） 

（計画の目的） 

「品川区環境基本計画」とは、区の環境行政に関わる基本方針を定める計画とし

て、環境の視点から目指す将来像と指針を示すものです。 

また、各取り組みの方向性や具体的な内容を示し、区民・事業者・区が一体とな

って取り組むための手引きとしても位置付けられるものです。 

更に、優先的に取り組む重点プロジェクトを設定し、より具体的で効果的な取り組

みを推進していきます。 

 

（基本目標 1「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する（地球温暖化対策）） 

（2）目指す方向性 

①地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する 

事業者の役割：本計画で示された事業者の役割を認識し、取り組みを実践しま

す。 

②エネルギーの使用を削減する 

事業者の役割：エネルギー効率の良い業務活動や省エネ型の設備・機器の選

択等により、事業におけるエネルギーの使用を削減します。 

③エネルギーの低炭素化を図る 

事業者の役割：事業所において、再生可能エネルギー等の導入やエネルギー

の調達方法における配慮等により、低炭素なエネルギーを取り入

れていきます。 

④気候変動に適応する取り組みを推進する 

事業者の役割：社員や来訪者等の熱中症対策や快適性の確保に努め、過ごし

やすい事業環境と地域づくりに取り組みます。 

⑤地球温暖化対策に関する情報を共有する 

事業者の役割：区等が発信する情報を積極的に収集し、事業の中で実践しま

す。 
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④ 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づく「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 29日 告示第 1336号）では、

環境配慮のための取組状況についての評価基準を定めており、住宅用途では設備システム

の評価は付帯設備の省エネ性能に基づく評点評価である。住宅以外の用途では、表 8.12-

9（1）、（2）に示すとおり、建築物の熱負荷の低減（PAL*低減率）及びエネルギー利用の低

減率（ERR）による評価を行っている。 

 

表 8.12-9（1） 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準（住宅以外の用途） 

 

表 8.12-9（2） 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準（住宅以外の用途） 

評価基準の段階 

評価基準 

非住宅用途 1 

（事務所等、学校等、
工場等） 

非住宅用途 2 

（ホテル等、病院等、
百貨店等、飲食店
等、集会所等） 

段階 1 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減を図る上で必要なもの 

0≦ERR＜20 

段階 2 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減に高い効果を有するもの 

20≦ERR＜30 20≦ERR＜25 

段階 3 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減に著しく高い効果を有するもの 

30≦ERR 25≦ERR 

 

 

  

評価基準の段階 評価基準 

段階 1 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減を図る上で必要なもの 

0≦PAL*＜10 

段階 2 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減に高い効果を有するもの 

10≦PAL*＜20 

段階 3 
環境への配慮のための措置として環境への負荷
の低減に著しく高い効果を有するもの 

20≦PAL* 
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ET：設計一次エネルギー消費量の合計 

EAC：空気調和設備の設計一次エネルギー消費量 

EV：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 

EL：照明設備の設計一次エネルギー消費量 

EW：給湯設備の設計一次エネルギー消費量 

EEV：昇降機の設計一次エネルギー消費量 

ES：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の削減量 

EST：基準一次エネルギー消費量の合計 

ESAC：空気調和設備の基準一次エネルギー消費量 

ESV：空気調和設備以外の換気設備の基準一次エ

ネルギー消費量 

ESL：照明設備の基準一次エネルギー消費量 

ESW：給湯設備の基準一次エネルギー消費量 

ESEV：昇降機の基準一次エネルギー消費量 

「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 29日 告示第 1336号）によれば、住宅以外の用

途の建築物の熱負荷の低減（PAL*低減率）及び設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）は、

次の式を用いて算出する。 

 

〇PAL*低減率の算出方法 

 建築物の熱負荷の低減率＝100×｛1－（PAL*の値÷PAL*の基準値）｝ 

 

〇ERRの算出方法 

 ERR=（1－BEI）×100% 

 

BEI=        EM：その他の一次エネルギー 

 

 設計一次エネルギー消費量 ET＝EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV－ES 

 基準一次エネルギー消費量 EST＝ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、複合用途（非住宅用途 1と非住宅用途 2が混在）の建築物において、ERRの評価を行う場

合は、各用途の一次エネルギー消費量を算出し、以下の式に代入して評価の段階を決定する。 

 

〇複合用途の建築物（住宅を除く）の ERRの評価方法 

 

  

設計一次エネルギー消費（EM除く） 

基準一次エネルギー消費（EM除く） 

段階 3 Σ設計 E（非住宅 1、非住宅 2）≦Σ基準 E（非住宅 1）×0.7＋Σ基準（非住宅 2）×0.75 

段階 2 Σ設計 E（非住宅 1、非住宅 2）≦Σ基準 E（非住宅 1）×0.8＋Σ基準（非住宅 2）×0.8 

段階 1 Σ設計 E（非住宅 1、非住宅 2）≦Σ基準 E（非住宅 1）×1 ＋Σ基準（非住宅 2）×1 
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8.12.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量の程度及

びそれらの削減の程度とした。 

 

(2) 予測対象時点 

予測対象時点は、工事の完了後、施設の供用が通常状態に達した時点とする。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区域とする。（住宅は除く） 

 

(4) 予測の方法 

温室効果ガス排出量原単位やエネルギー使用量原単位、類似施設の事例等から本事業に

伴う温室効果ガス排出量及び削減可能性の程度を予測する。 

 

二酸化炭素の排出量及び削減量 

① 予測手順 

予測手順は、図 8.12-1のフローに示すとおりである。 

本事業における排出削減量の算定は、本事業と同用途の建築物を非住宅建築物の環境関

連データベースより「基準建築物」として設定し、対策を実施する本事業の「計画建築物」

との比較を行う方法とした。 

「基準建築物」のエネルギー消費量は、「東京都の建築物による一次エネルギー消費デー

タベースの作成」（平成 30年 2月 鷲津 明由、中野 諭）より 2007～2012年度における東

京が含まれる地域の本事業と同用途の建築物のエネルギー消費原単位を用い、計画建築物

の用途別床面積を乗じて算定した。 

「計画建築物」のエネルギー消費量は、東京都環境局ホームページ「建築物環境計画制

度」のデータベースより抽出した類似事例より同用途の建築物のエネルギー消費原単位を

算出し、計画建築物の用途別床面積を乗じて算出した。 

「基準建築物」及び「計画建築物」の二酸化炭素排出量は、表 8.12-4 及び表 8.12-5 で

示す「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」

（令和 2 年 4 月 東京都環境局）の二酸化炭素排出原単位を用いて算定し、それぞれの二

酸化炭素排出量を比較することにより、二酸化炭素排出削減量を推定した。 
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図 8.12-1 二酸化炭素排出量及びその削減量の程度の予測フロー 

 

② 予測条件 

エネルギー消費量 

用途別延床面積 

計画建築物の住宅用途以外の用途別延床面積は、表 8.12-10に示すとおりである。 

 

表 8.12-10 計画建築物の用途別延床面積 

建物用途 延床面積 

商業 約 22,000 m2 

公益施設 約 3,000 m2 

駐車場・駐輪場（住宅用途以外） 約 8,000 m2 

合計（住宅用途以外） 約 32,000 m2 

 

 

b. エネルギー消費原単位 

基準建築物のエネルギー消費原単位については、表 8.12-2に示した計画建築物で予定

されている用途（商業、公益施設）のエネルギー消費原単位とした。 

計画建築物のエネルギー消費原単位は、東京都環境局のホームページ「建築物環境計

画制度」のデータベースより、本事業の住宅以外の主要用途が含まれている同規模の建

築物を類似事例として抽出し、各建物用途について算出した。（資料編 p.112参照） 

計画建築物の対策実施によるエネルギー消費原単位は、表 8.12-11 に示すとおりであ

る。  

事業計画（住宅以外） 

・用途別延床面積 

基準建築物（住宅以外）の 

エネルギー消費量の算出 

計画建築物（住宅以外）の 

エネルギー消費量の算出 

基準建築物（住宅以外）の 

二酸化炭素排出量の算出 

計画建築物（住宅以外）の 

二酸化炭素排出量の算出 

二酸化炭素排出削減量の算出（住宅以外） 

基準建築物のエネルギー 

消費量（原単位） 

類似事例のエネルギー 

消費量（原単位） 
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表 8.12-11 計画建築物のエネルギー消費原単位 

用途 
エネルギー消費原単位 

（GJ/m2・年） 

商業（飲食店、百貨店） 1.861 

公益施設 1.861 

駐車場・駐輪場 0.219 

 

c. エネルギー消費量 

基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量は、建物用途毎に以下の計算式により

算定した。 

 

各建築物のエネルギー消費量（GJ/年） 

    ＝ 用途別延床面積（m2）×エネルギー消費原単位（MJ/m2・年）/1000 

 

二酸化炭素排出量 

二酸化炭素排出量は、基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量に対する電力と

都市ガスの割合を表 8.12-3のとおり設定し、それぞれの二酸化炭素排出原単位を乗じて

算定した。二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-5に示した値を用いた。 

 

(5) 予測結果 

二酸化炭素の排出量 

① 基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量 

基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量は表 8.12-12に示すとおりである。 

住宅以外の用途（駐車場・駐輪場を除く）における、基準建築物のエネルギー消費量は

72,225 GJ/年、計画建築物のエネルギー消費量は 46,525GJ/年、削減量は 25,700GJ/年と

予測する。 

表 8.12-12 基準建築物及び計画建築物の住宅以外の用途のエネルギー消費量及び削減量 

建物 

用途 

延床 

面積 

（m2） 

基準建築物 計画建築物 エネルギー 

消費量 

削減量 

（GJ/年） 

エネルギー 

消費原単位 

（MJ/m2・年） 

エネルギー 

消費量 

（GJ/年） 

エネルギー 

消費原単位 

（GJ/m2・年） 

エネルギー 

消費量 

（GJ/年） 

① ② ③＝①×②/1000 ④ ⑤=①×④ ⑥=③-⑤ 

商業 22,000 2,889 63,558 1.861 40,942 22,616 

公益施設  3,000 2,889  8,667 1.861  5,583  3,084 

駐車場・ 

駐輪場 
 8,000 - - （0.219） （1,752） - 

計 33,000 - 72,225 - 46,525 25,700 

備考）計画建築物における「駐車場・駐輪場」のエネルギー消費量は、参考として括弧内に掲載した。 
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② 基準建築物及び計画建築物の二酸化炭素排出量 

基準建築物及び計画建築物からの二酸化炭素排出量及びその削減量は表 8.12-13～表

8.12-16 に示すとおりである。 

住宅以外の用途の基準建築物の二酸化炭素排出量は 3,817t-CO2/年、計画建築物の二酸化

炭素排出量は 2,418t-CO2/年と予測し、削減量は 1,399t-CO2/年と予測する。 

 

 

表 8.12-13 駐車場の二酸化炭素排出量 

基準建築物 

建物用途 

延床面積 

（m2） 

二酸化炭素排出原単位 

（kg-CO2/ m2・年） 

二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

① ② ③=①×②/1000 

駐車場・駐輪場 8,000 25 200 

 

 

表 8.12-14 基準建築物の二酸化炭素排出量 

基準建築物 

建物用途 

エネルギー 

消費量 

（GJ/年） 

エネルギー 

消費割合 

（%） 

種別エネル

ギー消費量

（GJ/年） 

換算係数 
二酸化炭素 

排出原単位 

二酸化炭素 

排出量 

（t-CO2/年） 

① 

表 8.12-12参照 

② 

表 8.12-3参照 

③= 

①×②/100 

④ 

表 8.12-5参照 

⑤ 

表 8.12-5参照 

⑥= 

③×⑤/④ 

商業 

電力 

63,558 

87 55,295 
9.76 

GJ/千 kWh 

0.489 

t-CO2/千 kWh 
2,770 

都市 

ガス 
13  8,263 - 

0.0499 

t-CO2/GJ 
412 

公益 

施設 

電力 

 8,667 

87  7,540 
9.76 

GJ/千 kWh 

0.489 

t-CO2/千 kWh 
378 

都市 

ガス 
13  1,127 - 

0.0499 

t-CO2/GJ 
56 

駐車場・ 

駐輪場 
電力 - - - - - 

200 

（表 8.12-13参照） 

計※ - 72,225 - 72,225 - - 3,817 

※ 表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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表 8.12-15 計画建築物の二酸化炭素排出量 

計画建築物 

建物用途 

エネルギー 

消費量 

（GJ/年） 

エネルギー 

消費割合 

（%） 

種別エネル

ギー消費量

（GJ/年） 

換算係数 
二酸化炭素 

排出原単位 

二酸化炭素 

排出量 

（t-CO2/年） 

① 

表 8.12-12参照 

② 

表 8.12-3参照 

③= 

①×②/100 

④ 

表 8.12-5参照 

⑤ 

表 8.12-5参照 

⑥= 

③×⑤/④ 

商業 

電力 

40,942 

87 35,620 
9.76 

GJ/千 kWh 

0.489 

t-CO2/千 kWh 
1,785 

都市 

ガス 
13 5,322 - 

0.0499  

t-CO2/GJ 
266 

公益 

施設 

電力 

5,583 

87 4,857 
9.76 

GJ/千 kWh 

0.489 

t-CO2/千 kWh 
243 

都市 

ガス 
13 726 - 

0.0499  

t-CO2/GJ 
36 

駐車場・ 

駐輪場 
電力 1,752 100 1,752 

9.76 

GJ/千 kWh 

0.489 

t-CO2/千 kWh 
88 

計※ - 48,277 - 48,277 - - 2,418 

※ 表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

 

表 8.12-16 二酸化炭素排出量の削減量 

建物用途 

基準建築物からの 
二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

計画建築物からの 
二酸化炭素排出量 

（t-CO2/年） 

二酸化炭素排出量 
削減量 

（t-CO2/年） 

① ② ③＝①－② 

商業 3,183 2,050 1,133 

公益施設 434 280 154 

駐車場等 200 88 112 

計 3,817 2,418 1,399 
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8.12.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映しなかった措置 

住宅用途 

・「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）における住宅性能

表示の省エネルギー対策について、断熱性能等級 4、一次エネルギー消費量等級 4 以

上の性能基準又は仕様基準を目指す。 

・外壁及び屋根に断熱材等の採用を検討することにより、冷暖房負荷の低減を図る。 

・窓部にペアガラス等の採用を検討することにより、冷暖房負荷の低減を図る。 

・高効率型給湯設備、節水型器具、共用部における LED照明等の導入に努める。 

 

非住宅用途 

・エネルギー利用の低減率（ERR）は、建物全体で 20%以上達成を目標とする。 

・熱負荷の低減（PAL*低減率）は、建物全体で 10%以上達成を目標とする。 

 

計画建築物全体での措置 

・自然換気、雨水利用等の自然エネルギーの利用についても検討し、取り組む計画とす

る。 

・「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づくエネルギー有効利用計画書を作成し、提出する。 

・「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づく建築物環境計画書を作成し、エネルギー使用の合理化、自然環境の保全

及びヒートアイランドの緩和に努める。 
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8.12.4 評価 

(1) 評価の指標 

工事の完了後 

① 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギー消費量の程度及びそれらの削減

量の程度 

評価の指標は、工事の完了後に「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 法律

第 107号）、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」（平成 12年

12 月 22 日 条例第 215号）、「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2年 4月 東京都）、「東京

都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 告示第 1336号）及び「品川区環境基本計画」（平

成 30年 3月 品川区）に示される事業者の責務等の内容を満足することとした。 

 

(2) 評価の結果 

工事の完了後 

① 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギー消費量の程度及びそれらの削減

量の程度 

住宅以外の工事の完了後、施設の供用に伴う温室効果ガス排出量は 2,418t-CO2/年、削減

量は 1,399t-CO2/年と予測する。 

住宅用途、住宅以外の用途とも、建築的手法による省エネルギー措置、設備システムの

省エネルギー措置、効率化設備の省エネルギー措置等により温室効果ガスの発生量の削減

に努めることから、温室効果ガスの排出抑制が図られるものと考える。 

また、住宅用途については「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）に基づく、省エネルギー対策等級 4 を目指す等、温室効果ガスの排出抑制対策を講

じる計画である。 

以上のことから、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年 法律第 107 号）、

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12年 12月 22日 条例第 215号）、

「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2年 4月 東京都）、「東京都建築物環境配慮指針」（平

成 21年 9月 告示第 1336号）及び「品川区環境基本計画」（平成 30年 3月 品川区）に示

される「事業者の責務」、「事業者の役割」の内容を満足するものと考える。 

 




	fire_shtml0: 
	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。







































































�㠥┱ぁ䔥┳ㄸ㤥┵㍅㠥┱㐸䔥┳〸㠥┲䌵啕煟╸䌵啕煟╸㍅㠥┲㈸䔥┳ㄸ㤥┷㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥╆㍅㠥┰ㄸ楗啕煟摸䭯䭅彅硱䅁煟╸㍅㠥┳㙁䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┲㙂䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┱䕁䔥┶㘹䈥┹㍅㠥┱䙁䔥┳〸㠥䤱啕煟瑸䭥䭁彁硱啕煟數╴〲硅䥉煟汸䭯䭁彁硱䭥䭁彁硱䔥┳ㄸ䄥┷㍅㠥┲㉁䔥┳㈸䄥╆㍅㠥┲䉂䔥┳㈸䈥┹㍅㠥┱㜹䔥┳ㄸ䄥┶㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥┰㍅㠥┱㔹䔥┳ㄸ㠥┴㍅㠥┰㈸㔥啃录硱㈥⤲┻䐷䕅煟卸卅彅硱啕煟卸协彏硱楴啯录硱㈥䤰彉硱体体煟彸䅁煟佸彏硱⤨㜥卂十彁硱啋啋煟䭸䭁彁硱㈥䤰彉硱啓啓煟瑸住煟楸䅁煟卸卉彉硱䥉煟䭸䭕录
	fire_shtml1: 
	ff_shtml1: 
	fire_shtml2: 
	ff_shtml2: 
	fire_shtml3: 
	ff_shtml3: 
	fire_shtml4: 
	ff_shtml4: 
	fire_shtml5: 
	ff_shtml5: 
	fire_shtml6: 
	ff_shtml6: 
	fire_shtml7: 
	ff_shtml7: 
	fire_shtml8: 
	ff_shtml8: 
	fire_shtml9: 
	ff_shtml9: 
	fire_shtml10: 
	ff_shtml10: 
	fire_shtml11: 
	ff_shtml11: 
	fire_shtml12: 
	ff_shtml12: 
	fire_shtml13: 
	ff_shtml13: 
	fire_shtml14: 
	ff_shtml14: 
	fire_shtml15: 
	ff_shtml15: 
	fire_shtml16: 
	ff_shtml16: 
	fire_shtml17: 
	ff_shtml17: 
	fire_shtml18: 
	ff_shtml18: 
	fire_shtml19: 
	ff_shtml19: 
	fire_shtml20: 
	ff_shtml20: 
	fire_shtml21: 
	ff_shtml21: 
	fire_shtml22: 
	ff_shtml22: 
	fire_shtml23: 
	ff_shtml23: 
	fire_shtml24: 
	ff_shtml24: 
	fire_shtml25: 
	ff_shtml25: 
	fire_shtml26: 
	ff_shtml26: 
	fire_shtml27: 
	ff_shtml27: 
	fire_shtml28: 
	ff_shtml28: 
	fire_shtml29: 
	ff_shtml29: 
	fire_shtml30: 
	ff_shtml30: 
	fire_shtml31: 
	ff_shtml31: 
	fire_shtml32: 
	ff_shtml32: 
	fire_shtml33: 
	ff_shtml33: 


