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特集

　2020年10月26日の菅総理大臣（当時）の所信表明
演説において、「2050年カーボンニュートラル」を目
指すことが宣言され、2021年4月22日の気候サミッ
トにおいては、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し、さらに50％
の高みに向けて挑戦を続ける方針が表明されました。
　政府目標の実現に向けては、我が国のエネルギー需
要の約３割を占める住宅・建築物分野における省エネ
ルギーの徹底を図ることが必要不可欠となっています。

はじめに

　2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・
建築物におけるハード・ソフト両面の取組と施策の立
案の方向性を幅広く議論いただくため、国土交通省、
経済産業省、環境省の三省合同の「脱炭素社会に向け
た住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」（以下、

「あり方検討会」という）を2021年4月に立ち上げ、同
年8月までに計 6 回開催し、2050年及び2030年に目
指すべき住宅・建築物の姿や住宅・建築物における省
エネ対策の強化に係る取組の進め方が2021年8月10
日の検討会においてとりまとめられました。当該とり
まとめにおいては、
〇2050年及び2030年に目指すべき住宅・建築物の姿

「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の
省エネ対策等のあり方検討会」

として、「2050年に住宅・建築物のストック平均で
ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保
されていること」、「2030年度以降新築される住宅・
建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エネ
ルギー性能の確保」を目指し、再エネ設備導入につ
いて、2030年に新築戸建住宅の 6 割において太陽
光発電設備が導入されること

〇住宅・建築物における省エネ対策の強化については、
2025年度に住宅を含む省エネ基準への適合を義務
化し、より高い省エネ性能の実現に向け断熱性能に
係る性能表示制度上の上位等級設定、住宅トップラ
ンナー制度の充実・強化等を図った上で、遅くとも
2030年までに義務化基準をZEH基準の水準に引き
上げること

などが提起され、これらの内容はその後10月22日に
閣議決定された新たなエネルギー基本計画及び地球温
暖化対策計画においても政府の取組方針として位置付
けられました。

建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律の改正について

　以上の状況を踏まえ、先の通常国会において、「脱
炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」
が成立し、本年6 月17日に公布されました。
　今回の法改正は、脱炭素社会の実現に向けて、建築
物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律）を中心とした「省エネ対策の強化」と建築
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基準法等の改正による「木材利用の促進」の大きく二
つの柱から構成されておりますが、本稿では前者の主
な改正内容を中心に紹介します（図１）。

（１）省エネ性能の底上げ
　新築住宅の省エネ基準適合率は8割を超え、不適合
な住宅を適合させるための追加コストも0.5％以内の
水準にとどまるなど、新築住宅への適合義務化が過剰
な制約に当たらない環境が整いつつあります。
　一方で、2021年2月のアンケートでは、自ら基準
適合を確認できる建築士の割合は 5～6 割程度にとど
まっており、市場の混乱なく義務化を実現するために
は、十分な周知・準備期間の確保や未習熟事業者等に
対する技術力向上の支援が求められています。
　こうした状況を踏まえ、新築住宅を含む全ての建築
物の省エネ基準適合義務化のため法改正を行い、十分
な周知・準備期間を確保するために2025年度以降に

新築される住宅等について適用することとしました
（公布後３年以内施行）。
　並行して、仕様基準の更なる簡素化・合理化やDX
の推進等により申請側・審査側の負担軽減を図ること
としています（図２左上）。

（２）より高い省エネ性能への誘導
　中期目標等の達成に向け、より高い省エネ性能を有
する新築住宅の供給促進を図るため、新たな地球温暖
化対策計画においても、「2030年度以降新築される住
宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水準の省エ
ネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準・住
宅トップランナー基準の引上げや、省エネルギー基準
の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに
実施する。加えて、規制強化のみならず、（中略）
ZEHやZEBの実証や更なる普及拡大に向けた支援等
を講じていく」とされています（図２左下）。

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46％削減（2013年度比）の実現に向け、
2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化

エネルギー消費の約３割を占める
建築物分野での省エネ対策を加速

〈エネルギー消費の割合〉 （2019年度）

建築物分野：約3割 建築物分野：約4割

木材需要の約４割を占める
建築物分野での木材利用を促進

〈木材需要の割合〉 （2020年度）

「エネルギー基本計画」（2021年10月22日閣議決定）※

 ・ 2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー
性能が確保されていることを目指す。

 ・ 建築物省エネ法を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小
規模建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度までに義務化するとともに、
2030年度以降新築される住宅・建築物について、 ZEH・ZEB基準の水準の省エ
ネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引
上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実
施する。

「成長戦略フォローアップ」（2021年6月18日閣議決定）
 ・ 建築基準法令について、木材利用の推進、既存建築物の有効活用に向け、2021

年中に基準の合理化等を検討し、2022年から所要の制度的措置を講ずる。 　抜本的な取組の強化が必要不可欠

　ストック平均で、 ZEH・ZEB（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス／ビル）水準
の省エネ性能の確保を目指す

2050年

　新築について、ZEH・ZEB水準の省エ
ネ性能の確保を目指す

2030年

2050年カーボンニュートラル
に向けた取組 

建築物分野の省エネ対策の徹底、吸収源対策としての木材利用拡大等を通じ、脱炭素社会の実現に寄与。
○2013年度からの対策の進捗により、住宅・建築物に係るエネルギー消費量を約889万kL削減（2030年度）

背景・必要性

目標・効果

【図1】改正建築物省エネ法等の背景・必要性、目標・効果

業務・家庭
30％

製材用材
33％

合板
用材
12％

パルプ・
チップ用材

35％
運輸
23％

産業
46％

燃料材
17％

その他用材 2％

※「地球温暖化対策計画」 （2021年10月22日閣議決定）にも同様の記載あり
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①住宅トップランナー制度の対象拡充
　住宅トップランナー制度は、一定戸数以上の住宅を
供給する事業者に対し、国が目標年次と省エネ基準を
超える一定の水準の基準（トップランナー基準）を定
め、新たに供給する住宅について平均的にこれを満た
すことを努力義務として課し、必要に応じて勧告等を
行うことにより、省エネ性能のより高い住宅供給を誘
導する仕組みです。
　現行制度においては、建売戸建住宅、注文戸建住宅、
賃貸アパートの３区分をその対象としていますが、今
回の法改正により、大手事業者が供給する分譲マンシ
ョンを対象に追加しました（公布後１年以内施行）。
②省エネ性能表示の推進
　国民や事業者にも省エネ対策の必要性などを理解し

てもらうなど、意識変化や行動変容を促すことが必要
であり、既存建築物も含め、市場においてより省エネ
性能が高い建築物が選ばれる市場環境の整備が急務で
す。このため、表示する事項や表示の方法などの統一
的なルールを国が定めた上で、これに従った表示が行
われない場合に、国土交通大臣から事業者に対して勧
告等の措置を講じることを可能としました（公布後２
年以内施行）。

（３）ストックの省エネ改修
　既存の住宅・建築物の省エネ性能の向上にあたって
は、性能確認が容易ではないことや、新築時に比べ性
能向上コストが高くなること、形態規制が障害となる
ケースがあるなどの課題があります。
　このため、改修の際に規制上は増改築部分のみ省エ

【現行】 【改正】

非住宅 省エネ基準から
▲ 20％

▲30～40％
（ ZEB水準 ）

住宅 省エネ基準から
▲ 10％

▲20％
（ ZEH水準 ）

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け 住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設 （住宅金融支援機構）

形態規制の合理化

形態規制の合理化

再エネ導入効果の説明義務

【現行】

【改正】

建売戸建
注文戸建
賃貸アパート

高さ制限等を満たさないことが、
構造上やむを得ない場合

促進計画に即して、
再エネ設備を設置する場合

 （市街地環境を害さない範囲で）　
形態規制の特例許可

形態規制の特例許可

省エネ改修で設置

太陽光パネル等で屋根をかけると建蔽率（建て坪）が増加

絶対高さ制限高効率の
熱源設備

誘導基準の強化

一次エネルギー消費量基準等
を強化

低炭素建築物認定・
長期優良住宅認定等
［省令・告示改正］

（類似制度） 
窓・エアコン等の
省エネ性能表示

● 販売・賃貸の広告等に省エネ性
能を表示する方法等を国が告示

● 必要に応じ、勧告・公表・命令

● 建築士から建築主へ、再エネ設備の導入効果等を書面で説明
● 条例で定める用途・規模の建築物が対象

分譲マンション
を追加

住宅トップランナー
制度の対象拡充

省エネ性能表示の推進

■ 省エネ性能の底上げ ■ ストックの省エネ改修

■ より高い省エネ性能への誘導
■ 再エネ設備の導入促進

建築物省エネ法

建築基準法

住宅金融支援機構法

建築物省エネ法

建築物省エネ法

【図2】省エネ対策の加速

※建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施
※中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を

確保しつつ、2025年度までに施行する

○ 対象 ： 自ら居住するための住宅等について、省エネ・再エネに
資する所定のリフォームを含む工事

○ 限度額：500万円、 返済期間：10年以内、 担保・保証： なし

市町村が、地域の実情に応じて、太陽光発電等の
再エネ設備＊の設置を促進する区域※を設定

※区域は、住民の意見
を聴いて設定。

※新築も対象

太陽光パネル等

行政区域全体 一定の街区等

＊太陽光発電
    太陽熱利用
    地中熱利用
    バイオマス発電  等

促進計画

現　行

非住宅 住宅

大規模
2,000㎡以上

適合義務
2017.4 〜 届出義務

中規模 適合義務
2021.4 〜 届出義務

300㎡未満
小規模 説明義務 説明義務

改　正

非住宅 住宅

適合義務
2017.4 〜 適合義務

適合義務
2021.4 〜 適合義務

適合義務 適合義務

参考

や
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ネ基準適合を求めるなど改修そのものを停滞させない
仕組みとするとともに、増改築部分以外における省エ
ネ改修を促進するため、財政・税制上の支援を総動員
することとしています。また、省エネ改修を円滑化す
るための形態規制の柔軟な適用等も図ることとしてい
ます（公布後１年以内施行）（図２右上）。

（４）再エネ設備の導入促進
　建築物分野の中期目標の達成、カーボンニュートラ
ルの実現のためには、太陽光、太陽熱、地中熱やバイ
オマスなどの再生可能エネルギーの利用を可能な限り
促進する必要があります。
　このため今回の法改正では、再生可能エネルギーの
導入ポテンシャルのあるエリアにおいて、地域の意識
向上や市街地環境への配慮を図りつつ、地域の実情に
応じた再エネ設備の導入等を促進するため、再エネ設
備の導入が効果的な区域を市町村が定め、当該区域内
において再エネ設備の導入効果等の説明義務を建築士
に課すとともに、市街地環境を害しないことを個別に
確認する前提で形態規制を合理化する仕組みを導入す
ることとしました（公布後２年以内施行）（図２右下）。

検討会」（2021年 6月から2022年 6月まで計4回開催）
にて、共同住宅等における認定基準の合理化や省エネ
ルギー性能の認定基準等の見直しが議論され、その結
果、認定基準を改正する省令・告示が2022年 8月16
日に公布され、同年10月 1日より施行されました。
〇省エネルギー性能向上のための認定基準の見直し
　長期優良住宅における省エネルギー性能の認定基準

（新築基準）については、改正前は住宅性能表示制度
の断熱等性能等級 4 を求めていましたが、2050年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、省エ
ネルギー性能をより一層向上させた住宅ストックを普
及・拡大させていく必要があることや、P14の2章で
記載した、「あり方検討会」のとりまとめにおいて、
長期優良住宅の認定基準をZEH基準の水準の省エネ
ルギー性能に引き上げることが位置付けられたことを
踏まえ、断熱等性能等級 5に引き上げるとともに、一
次エネルギー消費量等級 6 の基準を追加しました。
　省エネルギー性能にかかる認定基準の他に、「耐震
性」、「劣化対策」、「可変性」及び「維持管理・更新の
容易性」の認定基準を改正しています。詳細は国土交
通省HP「長期優良住宅のページ」をご参照ください。
　また、建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制
度の対象となる建築物エネルギー消費性能誘導基準
と、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭
素建築物の認定基準についても、ZEH・ZEB基準の
水準の省エネルギー性能（住宅においては断熱等性能
等級５、一次エネルギー消費量等級６相当）に引き上
げるとともに、低炭素建築物の認定基準においては再
生可能エネルギー利用設備の導入を必須とする改正を
行っており、こちらも本年10月 1日より施行されまし
た。詳細は国土交通省HPをご参照ください。

　長期優良住宅は、ストック重視の住宅政策への転換
を背景に、住宅を長期にわたり使用することにより、
住宅の解体や除却を伴う廃棄物の排出を抑制し、環境
への負担を軽減するとともに、建替えに係る費用の軽
減を図ることを目的に平成21年に創設された制度です。
　制度創設から10年が経過したことから、社会的要請
の変化や制度の運用実態を踏まえ、認定の促進等に向
けた制度の見直しが検討され、2021年 5月28日に「住
宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期
優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正す
る法律」が公布されました。長期優良住宅制度につい
ては、分譲マンションの住棟認定制度の導入※１、災
害配慮基準の追加※２や既存住宅の認定制度の創設※３

がされました。

　その後、「長期優良住宅認定基準の見直しに関する

長期優良住宅等の認定基準の改正

おわりに

　住宅・建築物分野における省エネ対策の強化は、国
民の住生活の質の向上等に資するものです。建築主、
事業者、審査者等が住宅・建築物の省エネ性能向上の
必要性や制度内容の理解を深められるよう、普及の取
組を進めてまいります。※１、※２は令和４年２月 20 日施行、※３は令和４年 10 月１日施行
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