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8.11 温室効果ガス 

8.11.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 8.11-1に示すとおりである。 

表8.11-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位の把握 
②対策の実施状況 
③地域内のエネルギー資源の状況 
④温室効果ガスを使用する設備機器の状況 
⑤法令による基準等 

工事の完了後において、施設の
利用に伴う温室効果ガスの排出
が考えられるため、計画地及びそ
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 

調査地域は計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 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)の整理・解析によった。また、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 3年 4月 東京都環境局)等の整理によっ

た。 

 

2) 対策の実施状況 

対策の実施状況は、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。 

 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

地域内のエネルギー資源の状況は、｢地域冷暖房区域区市別一覧｣（令和 2年 4月現在 東京

都環境局）により把握した。 

 

4) 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、関連資料の整理及び事業計画の把握により把握

した。 
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5) 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 117号、以下「温対法」という。)、

「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、以下「省エネ法」と

いう。)、｢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。)、「特定物質の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)、「環境確保条例」等の関係法令や、「地球温暖化対策計画」（令和 3年 10

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 東京都）、「港区地球温暖化対策地域推進計画」（令和 3年 2月 港

区）、「港区低炭素まちづくり計画」（令和 3 年 6 月 港区）等の国や自治体の計画等を整理し

た。 

 

(4) 調査結果 

1) 原単位の把握  

ア. エネルギー消費原単位 

計画建築物で予定されている用途（業務、商業、宿泊、公共公益施設）のエネルギー消費

原単位は、表 8.11-2に示すとおりである。 

表 8.11-2 エネルギー消費原単位 

用途（出典の記載） 
計画建築物で 

予定されている用途 
エネルギー消費原単位 

(MJ/m2・年) 

事務所建築物 業務 2,390 

商業施設（23 区） 商業 2,889 

ホテル・旅館 宿泊 2,567 

その他 公共公益施設 1,503 

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) 

 

イ. 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 8.11-3に示すとおりである。 

表 8.11-3 電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位 

種類 二酸化炭素排出原単位 その他換算係数 

電力 0.489 t-CO2/MWh 9.76 GJ/MWh 

都市ガス 
0.0499 t-CO2/GJ 

（0.0136 t-C/GJ） 
－ 

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 3年 4 月 東京都環境局) 
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2) 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、既存施設において一般的に実施されている対策は以下のとおりである。 

ア. 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。 

イ. 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、CO2 の削減に

努めている。 

 

3) 地域内のエネルギー資源の状況 

「地域冷暖房区域区市別一覧｣（令和 2 年 4 月現在 東京都環境局）によると、計画地は東

京都の地域冷暖房区域に含まれていない。 

 

4) 温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

計画地内においては、既存建築物に空調機器が存在しており、ハイドロクロロフルオロカー

ボン(HCFC)等の使用が想定される。今後、青山通り沿道の事務所用途等の建物を含め、地上躯

体の解体に先立ち調査を行い、使用が確認された場合は関連法令等の定めにしたがい、適切に

撤去する計画である。 

 

5) 法令による基準等 

ア. 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 8.11-4(1)～(9)に示すとお

りである。 

「温対法」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。 

「省エネ法」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、届け出を義務付けている。 

「建築物省エネ法」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 2つの基

準が定められている。 

また、「環境確保条例」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8.11-4(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117号) 

(事業者の責務) 
第 5 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。 
 (温室効果ガス算定排出量の報告) 
第 26 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。 
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 36 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。 

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 4 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なければならない。 
(事業者の判断の基準となるべき事項) 
第 5 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 工場等であつ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 145 条第 1 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
に関する事項であつて次に掲げるもの 
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 
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表8.11-4(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 

エネルギーの使用の合理
化に関する法律(省エネ
法) 
(つづき) 
 

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 
３ 第 1 項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エ
ネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エ
ネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化
の状況その他の事情を勘案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。 
(中長期的な計画の作成) 
第 15 条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設
置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に
おいて定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中
長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 
２ 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要
な指針を定めることができる。 
３ 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする 
(定期の報告) 
第 16 条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設
置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
（エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素
の排出量に係る事項を含む。）並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギー
の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定め
る事項を主務大臣に報告しなければならない。 
２ 経済産業大臣は、前項の経済産業省令（エネルギーの使用に伴つて発生する
二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。）を定め、又はこれを変更しようとする
ときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 
第 5 章 建築物に係る措置 
第 143 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つては、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 
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表8.11-4(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 

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 2 章 基本方針等 
(建築主等の努力) 
第 6 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 7 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。 
 
第 3 章 建築主が講ずべき措置 
第 1 節 特定建築物の建築主の基準適合義務 
（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 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。 
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。 
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表8.11-4(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 

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) 
(つづき) 

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、
この限りではない。 
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（同条第六条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。 
 
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。 
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表8.11-4(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) 
(つづき) 

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。 
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、建
築物の建築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場現場に立ち入り、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、エネルギーの消費性能の向上に資する建築物の新築又
はエネルギーの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に係る資金計画 
四 その他国土交通省令で定める事項 
（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に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 建築物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。 
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表8.11-4(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) 
(つづき) 

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。 
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、その旨を認定することができる。 
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8.11-4(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 

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 年東京都条例第
215 号) 

(事業者の責務) 
第 4 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 5 条の 11 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 6 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 6 条の 11
第 4 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 5 条の８第２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) 
(地球温暖化対策計画の公表) 
第 8 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 8 条の 23 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「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で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。以下この条において同
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、当該事業所等ごとに、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、この限りでない。 
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表8.11-4(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 

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) 
(つづき) 

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、同項の規定により地球温暖化対策報告
書が提出された事業所等を除く。)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 8 条の 24 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。 
(特定機器の所有者等による特定物質の排出禁止) 
第 10 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。 
(特定機器の廃棄における特定物質の排出禁止) 
第 12 条 特定機器を破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 14 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 17条の２ 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。)をしようとす
る者(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 17 条の４ 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 20 条の３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 17
条の 7 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。 
(エネルギー有効利用計画書の作成等) 
第 17 条の７ 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 18 条 建築物の新築等をしようとする者(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。 
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表8.11-4(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 

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) 
(つづき) 

(配慮指針に基づく環境配慮の措置) 
第 20 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 20 条の３ 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 21 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６条第
1項の規定に基づく確認の申請又は同法第 18条第２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。 

 

 

イ. 建築物エネルギー消費性能基準 

「建築物省エネ法」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」（平成二

十八年経済産業省・国土交通省令第一号）では、建築主が講ずべき措置として、特定建築物

（2000m2以上（令和 3年 4月以降は 300m2以上）の非住宅）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ている建築物エネルギー消費性能基準が定めら

れている。 

 

表8.11-5 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、届出、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）※1 1.0 1.1 

外皮基準：住戸単位※2（UA、ηAC） 1.0 ― 

※1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。 

※2外皮基準については、H25 基準と同等の水準。 

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

 

 

 

 

 
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。 
 

※家電・OA 機器等を除く 

 

設計一次エネルギー消費量※ 

基準一次エネルギー消費量
 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）



- 325 - 

 

ウ．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 8.11-6(1)、(2)に示すとおり

である。 

国の計画等としては、「地球温暖化対策計画」がある。 

東京都では、「環境確保条例」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 東京都)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」等を展開し、地

球温暖化対策を推進している。 

また、港区では、「港区地球温暖化対策地域推進計画」（令和 3 年 2 月 港区）において、

令和 8 年度までに、区内全体の CO2排出量を平成 25 年度比-31％の水準とすることを目標と

し、達成するための施策や推進方策を示している。 
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表8.11-6(1) 地球温暖化対策に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画等 目標・施策等 

地球温暖化対策計画 
(令和 3 年 10 月 閣議決
定) 

(我が国の地球温暖化対策の目指す方向) 
１．2050 年カーボンニュートラル実現に向けた中長期の戦略的取組 
２．世界の温室効果ガス排出量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、2030 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から
46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく。 
 
(「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。中長期の削減目標を設定し、その実現に向けて、徹底した省エネ
ルギーの推進に加え、RE10026 等を踏まえた再生可能エネルギーの積極的な導
入・利用その他の自社の排出削減やサプライチェーン全体の排出削減を計画的に
進める。また、省 CO2型製品の開発、3R＋Renewable をはじめとするサーキュラ
ーエコノミーへの移行、他の主体の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する
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量の削減や企業による敷
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、国及び地方公
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。 

東京都地球温暖化対策指
針 
(令和 2 年 4 月 東京都) 

（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 排出量の削減目標を
設定した。 

 

(「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に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。 
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表8.11-6(2) 地球温暖化対策に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画等 目標・施策等 

港区地球温暖化対策地域
推進計画 
(令和 3 年 2 月 港区) 

港区内で排出される温室効果ガスのうち、最も多くを占める二酸化炭素を削減
する施策を講じるために策定するものである。本計画の実施にあたり、「港区地
球温暖化対策地域推進計画【平成 30 年度～平成 32 年度】」（以下、改定前計画と
いう。）より各施策の強化・見直しを行ったほか、区内で排出される二酸化炭素
排出量の大半を占める建築物を対象とした、港区地球温暖化対策報告書制度に新
たに取り組むこととしている。これにより、港区内の二酸化炭素排出削減目標は、
平成 25 年度比で、本計画最終年度である令和 8 年度に-31％、中期目標である令
和 12 年度に-40％を目指している。 
 

港区低炭素まちづくり計
画 
(令和 3 年 6 月 港区) 

計画策定の背景として、港区の二酸化炭素の排出量は東京都区市町村の中で最
も多くなっており、都市における社会経済活動に起因することが大きい民生家庭
部門・民生業務部門・運輸部門における排出量がそのほとんどを占めており、ま
ちづくりの上での対策強化が求められている。また、前回の計画策定から、以下
のとおり社会情勢が変化している。 

 
・災害リスクの増大 
・脱炭素社会の推進 
・ライフスタイルの変化と都市課題の改善のための先端技術活用の促進 
 
これらの社会経済情勢の変化に対応し、災害リスクに強く、快適で活気ある持

続可能な港区を維持していくためには、区民、事業者、行政など多様な主体が連
携し、引き続き低炭素まちづくりを推進していく必要があるとしている。 
 
また、めざすべきまちの基本方針および具体的施策として、以下が示されてい

る。 
○基本方針 1：エネルギーが最適利用され、自立性の高いまちづくり 

施 策 1：エリアにおけるエネルギー利用効率の向上 
施 策 2：建築物のエネルギー負荷の削減 
施 策 3：未利用・再生可能エネルギーの活用促進 

 
○基本方針 2：都市と自然が共生するまちづくり 

施 策 1：二酸化炭素の吸収源となる緑のさらなる創出 
施 策 2：自然を活用した異常気象等への対応 

 
○基本方針 3：多様な交通手段が利用しやすく、環境負荷の少ない交通まちづく

り 
施 策 1：自動車からの二酸化炭素排出量削減対策の推進 
施 策 2：環境負荷の少ない移動手段 (公共交通等)の環境整備と促進 
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エ. 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準 

「東京都建築物環境配慮指針」では、環境配慮のための措置の取り組み状況についての評

価基準を定めており、住宅以外の用途では、表 8.11-7 に示すとおり、建築物の熱負荷の低

減率(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)による評価を行ってい

る。 
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表8.11-7 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 

PAL*低減率 
ERR 

用途 1※ 用途 2※ 

段階 1 
段階 2 及び段階 3 に適合しない
もの 10 未満 20 未満 

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以上 20未満 20以上 30未満 20 以上 25 未満 

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 以上 30 以上 25 以上 

   ※用途 1：事務所、学校、工場等  用途 2：ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所等 

    用途 1と用途 2の両方の用途が存在する場合は床面積で按分する。 

 

なお、「東京都建築物環境配慮指針」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、以下の式を用いて算

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％ 

   設計一次エネルギー消費（EM除く） 
BEI=                    EM:その他の一次エネルギー 
   基準一次エネルギー消費（EM除く） 

 

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 

ET:設計一次エネルギー消費量の合計 EST:基準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 ESAC:空気調和設備の基準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 

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 

EL:照明設備の設計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 

EW:給湯設備の設計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 

EEV:昇降機の設計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 

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 
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8.11.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、施設の供用に伴う環境への温室効果ガスの排出量また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) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の完了後で、エネルギーの使用量が通常の状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地内とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 二酸化炭素の排出量及び削減量 

ア. 予測手順 

予測手順は、図 8.11-1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によった。 

「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）にて公表されている関東地区に

おける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、計画建築物について外壁性能・設備システム・効

率化設備によるエネルギー削減量をそれぞれ求め、基準建物のエネルギー消費量から引き、

算定した。 

「基準建築物」及び「計画建築物」の二酸化炭素排出量は、電力とガスの比率を 82％、18％

として、それぞれの東京都地球温暖化対策指針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8.11-1 二酸化炭素排出量及びその削減量の程度の予測フロー 

 

イ. 予測条件 

(ｱ) エネルギー消費量 

a. 用途別延床面積 

計画建築物の用途別延床面積は、表 8.11-8に示すとおりである。 

表8.11-8 計画建築物の用途別延床面積 

建物用途 延床面積 

業務 約 147,400m2  

商業 約 10,900m2  

宿泊 約 6,400m2  

公共公益施設 約 2,500m2  

計 約 167,200m2  

 

基準建築物(住宅以

外)からの二酸化炭素

排出量の算出 

二酸化炭素排出削減量の算出 

(住宅以外の用途) 

計画建築物(住宅以

外)からの二酸化炭

素排出量の算出 

事業計画(住宅以外) 

・用途別延床面積 

・基準建築物のエネルギー消費量(原単位) 

・計画建築物のエネルギー消費量(削減量) 

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)のエネルギー消
費量の算出 
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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、「8.11.1 現況調査 (4) 調査結果」

で調査した計画建築物で予定されている用途（事務所、商業、ホテル、公益・地域貢献）

のエネルギー消費原単位とした。 

 

c. エネルギー消費量 

①基準建築物 

基準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。 

 

基準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) 

 

②計画建築物 

計画建築物のエネルギー消費量は、対策実施による削減量を算定し、基準建築物のエ

ネルギー消費量から引いて求める方法とした。 

計画建築物の対策実施によるエネルギー消費削減量は、表 8.11-9に示す通りであり、

設備システムの高効率化、効率化設備（高効率変圧器、BEMS等）の導入等の省エネルギ

ー措置による削減量とした。 

表8.11-9 計画建築物のエネルギー削減量 

用途 
計画建築物のエネルギー削減量注) 

（GJ/年） 

業務 70,457  

商業 6,298  

宿泊 3,286  

公共公益施設 752  

計 80,793  

注)計画建築物のエネルギー削減量は、現段階で削減量を見込むことができる

設備システムのエネルギー利用低減率(ERR20%)を基準建築物に対するエネ

ルギー削減量として算定した。 

 

 

(ｲ) 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

市ガスの使用比率（82：18）を設定し、それぞれの二酸化炭素排出原単位を乗じて算定し

た。電力と都市ガスの使用比率は設計値とし、それぞれの二酸化炭素排出原単位は、表

8.11-3 に示した値を用いた。 
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(5) 予測結果 

1) 二酸化炭素の排出量 

ア. 基準建築物のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 

表 8.11-10(1)、(2)に示すとおり、基準建築物の住宅以外の用途のエネルギー消費量は約

403,963GJ/年で、二酸化炭素排出量は約 20,224t-CO2/年と予測する。 

表8.11-10(1) 基準建築物の住宅以外の用途のエネルギー消費量 

建物用途 

延床面積 
（m2） 

エネルギー消費原単位 
(MJ/m2・年) 

エネルギー消費量 
（GJ/年） 

① ② ③=①×② 

業務 147,400 2,390 352,286 

商業 10,900 2,889 31,490 

宿泊 6,400 2,567 16,429 

公共公益施設 2,500 1,503 3,758 

計 167,200 － 403,963 

注) エネルギー消費原単位は、表 8.11-2(p.314)の値を用いた。 

 

表8.11-10(2) 基準建築物の住宅以外の用途からの二酸化炭素排出量 

エネルギ
ー種類 

エネルギー
消費量 
(GJ/年) 

エネルギ
ー消費比

率 

エネルギー
種別エネル
ギー消費量 
(GJ/年) 

熱量換算 
温室効果ガス 
排出原単位 

二酸化炭素 
排出量 

(t-CO2/年) 

③ ④ ⑤=③×④ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑦／⑥ 

電力 
403,963 

82% 331,250 9.76 GJ/MWh 0.489 t-CO2/MWh 16,596  

都市ガス 18% 72,713 － 0.0499 t-CO2/GJ 3,628  

計 － 100% 403,963 － － 20,224 

注 1) エネルギー消費原単位は、表 8.11-2(p.314)の値を用いた。 

注 2) 電力及び都市ガスの二酸化炭素排出原単位は、表 8.11-3(p.314)に示した値を用いた。 

注 3) エネルギー消費比率は「建築物エネルギー消費量調査報告書[第 43 報]」（令和 3年 6 月 一般社団法人日本ビル

エネルギー総合管理技術協会）を参考に設定した。 
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イ. 計画建築物のエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量 

表 8.11-11(1)、(2)に示すとおり、計画建築物の住宅以外の用途のエネルギー消費量は、

約 323,170GJ/年で、二酸化炭素排出量は約 16,180t-CO2/年と予測する。 

表8.11-11(1) 計画建築物の住宅以外の用途のエネルギー消費量 

基準建築物 

計画建築物 

対策実施による削減量 
（GJ/年） 

エネルギー消費量 
（GJ/年） 

① ② ③=①-② 

403,963 ▲80,793 323,170 

注）計画建築物の対策毎のエネルギー消費削減量は、表 8.11-9(p.332)の値を用いた。 

 

表8.11-11(2) 計画建築物の住宅以外の用途からの二酸化炭素排出量 

エネルギ
ー種類 

エネルギー
消費量 
(GJ/年) 

エネルギ
ー消費比

率 

エネルギー
種別エネル
ギー消費量 
(GJ/年) 

熱量換算 
温室効果ガス 
排出原単位 

二酸化炭素 
排出量 

(t-CO2/年) 

④ ⑤ ⑥=④×⑤ ⑦ ⑧ ⑨=（⑥／⑦）×⑧ 

電力 
323,170 

82% 264,999 9.76 GJ/MWh 0.489 t-CO2/MWh 13,277 

都市ガス 18% 58,171 － 0.0499 t-CO2/GJ 2,903 

計 － 100% 323,170 － － 16,180 

注) 電力及び都市ガスの二酸化炭素排出原単位は、表 8.11-3(p.314)に示した値を用いた。 

  

 

2) 二酸化炭素の削減量 

表 8.11-12 に示すとおり、基準建築物の住宅以外の用途からの二酸化炭素排出量は約

20,228t-CO2/年、計画建築物の住宅以外の用途からの二酸化炭素排出量は約 16,180t-CO2/年、

削減量は約 4,044t-CO2/年、削減率は約 20.0％と予測する。 

表8.11-12 基準建築物及び計画建築物からの二酸化炭素排出量とその削減量 

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 
の削減量 
(t-CO2/年) 

二酸化炭素排出量 
の削減率 

(％) 

① ② ③＝①-② 
④＝(1-②/①)×

100 

住宅以外 
(テナントビル) 

20,224 16,180 4,044 20.0 
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8.11.3 環境保全のための措置 

 (1) 予測に反映しなかった措置 

・PAL*（年間熱負荷係数）は、建物全体で基準値に対する削減割合を 10％達成とし、さらにそ

れ以上を目標とする。 

・ERR（エネルギー利用の低減率）は、建物全体で 20％達成とし、さらにそれ以上を目標とす

る。 

・太陽光発電、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積極的に取り組む計

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」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」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。 

 

8.11.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「温対法」及び「環境確保条例」及び「東京都建築配慮指針」に示される「事

業者の責務」の内容を満足することとした。 

 

(2) 評価の結果 

温室効果ガス排出量は約 16,180t-CO2/年、削減量は約 4,044t-CO2/年、削減率は約 20.0％と予

測する。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。 

以上のことから、「温対法」及び「環境確保条例」に示される「事業者の責務」の内容を満足

するものと考える。 
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