
住宅 建築物省住宅 建築物省COCO 先導事業先導事業住宅・建築物省住宅・建築物省CO₂CO₂先導事業先導事業

評価の考え方と今後の期待評価の考え方と今後の期待

１ 先導事業としての評価の考え方１ 先導事業としての評価の考え方１．先導事業としての評価の考え方１．先導事業としての評価の考え方

２ 採択事例にみる先導的省ＣＯ２ 採択事例にみる先導的省ＣＯ２２対策例対策例２．採択事例にみる先導的省ＣＯ２．採択事例にみる先導的省ＣＯ２２対策例対策例

３ 平成２４年度募集における期待３ 平成２４年度募集における期待
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３．平成２４年度募集における期待３．平成２４年度募集における期待

１．先導事業としての評価の考え方

事業の趣旨事業の趣旨事業の趣旨事業の趣旨

 省ＣＯ２対策を強力に推進 省ＣＯ２対策を強力に推進

⇒ 住宅・建築物の市場価値の向上⇒ 住宅 建築物の市場価値の向上
⇒ 居住・生産環境の向上

 東日本大震災後の厳しいエネルギー供給状況下で
さらなる徹底した省ＣＯ２の追求が必要不可欠さらなる徹底した省ＣＯ２の追求が必要不可欠

⇒ こうした問題意識にたったこうした問題意識にたった
実効性の高い提案に期待

⇒ 被災地の復興はもとより⇒ 被災地の復興はもとより、
全国の多様な地域の取り組みに期待

22



評価の基本的な考え方（１）評価の基本的な考え方（１）

先導性があるリーディングプロジェクトを評価先導性があるリーディングプロジェクトを評価先導性があるリ ディングプロジェクトを評価先導性があるリ ディングプロジェクトを評価

既往技術の新たな組み合わせ 効果的な組み合わせ 既往技術の新たな組み合わせ、効果的な組み合わせ

 先端性・先進性のある技術の導入 先端性 先進性のある技術の導入

 これにより他のプロジェクトへの波及効果・普及効果れ より他 ジ ク 波及効果 普及効果
が期待されるもの

類似プ ジ ク 模範となるも 類似プロジェクトの模範となるもの

 これまでに採択事例が多い建物用途では これまでに採択事例が多い建物用途では、
新たな切り口からの提案に期待

33

評価の基本的な考え方（２）評価の基本的な考え方（２）

プロジェクト総体としての取り組みを評価プロジェクト総体としての取り組みを評価プロジェクト総体としての取り組みを評価プロジェクト総体としての取り組みを評価

 個別技術ではなく 個別技術ではなく、
住宅・建築物のプロジェクト全体としての評価

 既往技術の羅列ではなく、技術の複合化、
建築デザインと設備の組み合わせ等を評価建築デザインと設備の組み合わせ等を評価

 設備計画だけではなく、
パッシブ設計を含む建築計画等も重要

住宅 建築物 住宅・建築物として、
バランスのよい省エネ性能の向上が重要

44



評価の基本的な考え方（３）評価の基本的な考え方（３）

多様な分野 段階 地域等の取り組みを評価多様な分野 段階 地域等の取り組みを評価多様な分野、段階、地域等の取り組みを評価多様な分野、段階、地域等の取り組みを評価

 省エネ改修など、既存対策も積極的に評価省 ネ改修な 、既存対策も積極的 評価

 建設・修繕・解体等も視野に入れて評価

プロジ クト規模等に応じた取り組みを評価 プロジェクト規模等に応じた取り組みを評価

 全国の多様な地域での取り組みを評価

 躯体や建築計画上の工夫 普及 波及の工夫等を含む 躯体や建築計画上の工夫、普及・波及の工夫等を含む
総合的な省エネ改修を積極的に評価

築 中小規模建築物は大規模と区分して評価

 住宅ではＬＣＣＭ（ライフサイクル・カーボン・マイナス）住宅 （ライ サイク ボン イナ ）
へのバランスのよい取り組みに期待

 採択例が少ない地域の積極的な取り組みにも期待

55

 採択例が少ない地域の積極的な取り組みにも期待

評価の基本的な考え方（３）評価の基本的な考え方（３）

多様な分野 段階 地域等の取り組みを評価多様な分野 段階 地域等の取り組みを評価((続き続き))多様な分野、段階、地域等の取り組みを評価多様な分野、段階、地域等の取り組みを評価((続き続き))

 複数の住宅・建築物を対象とした総合的・一体的技術、
適切な運用に向けた取り組みも評価

 電力需給の安定・平準化 非常時の機能維持等を含む 電力需給の安定・平準化、非常時の機能維持等を含む
新たなエネルギーシステム構築と省ＣＯ２実現の両立に
つながるものも評価つながるものも評価

 地域の省エネ、面的な対策、マネジメント

 ユーザーの省ＣＯ２意識・取り組みの誘因ザ の省ＣＯ２意識 取り組みの誘因

 再生可能エネルギーの合理的な活用

スマ トメ タ 等を活用した需要制御 マネジメント スマートメーター等を活用した需要制御・マネジメント

 分散型エネルギーの導入

66
 新たなビジネスモデル 等



評価の基本的な考え方（４）評価の基本的な考え方（４）

先端性・先進性 波及性・普及性の観点から評価先端性・先進性 波及性・普及性の観点から評価先端性 先進性、波及性 普及性の観点から評価先端性 先進性、波及性 普及性の観点から評価

省ＣＯ 技術は 先導性を２ の側面から評価 省ＣＯ２技術は、先導性を２つの側面から評価

最高レベルのＣＯ 削減効果が期待できる技術 最高レベルのＣＯ２削減効果が期待できる技術、
複合化による斬新・革新的な技術などの
「先端性・先進性」

新たな工夫 取り組みによ て 新たな工夫・取り組みによって
広く普及が期待できる「波及性・普及性」

77

中小規模建築物部門における評価の考え方（１）中小規模建築物部門における評価の考え方（１）

＜中小規模建築物部門の趣旨＞＜中小規模建築物部門の趣旨＞

今後の省ＣＯ２対策の波及・普及が期待される

＜中小規模建築物部門の趣旨＞＜中小規模建築物部門の趣旨＞

今後の省ＣＯ２対策の波及・普及が期待される
中小規模建築物の取り組みを支援

大規模プ ジ クト 複数棟 プ ジ クト等とは大規模プロジェクト、複数棟のプロジェクト等とは
区分して評価

中小規模建築物として、プロジェクト規模に応じた
取り組みの先導性を評価

88



中小規模建築物部門における評価の考え方（２）中小規模建築物部門における評価の考え方（２）

中小規模建築物における省エネ・省ＣＯ２対策の
促進につながる取り組みを評価促進につながる取り組みを評価

バランスのよい省エネ・省バランスのよい省エネ・省ＣＯＣＯ２２対策対策
＋＋＋＋

規模に応じた先導的な取り組み規模に応じた先導的な取り組み

（例） ・パッシブ、アクティブ手法のバランスよい採用

・再生可能エネルギー等の地域資源の活用

・エネルギー管理の適正化を図るモニタリング・制御・エネルギー管理の適正化を図るモニタリング・制御

・ユーザーの省ＣＯ２活動を促す工夫

99
・総合的な省エネ改修を促進するビジネスモデル 等

２．採択事例にみる先導的省ＣＯ２．採択事例にみる先導的省ＣＯ２２対策の例対策の例

 全国各地での特色ある取り組み全国各地での特色ある取り組みに期待し、採択事例の中から、
以下の観点で対策例を紹介

（１）（１）地域の特性を活かした対策地域の特性を活かした対策
①地域の特性を踏まえた省ＣＯ①地域の特性を踏まえた省ＣＯ２２指向の建築計画指向の建築計画①地域の特性を踏まえた省ＣＯ①地域の特性を踏まえた省ＣＯ２２指向の建築計画指向の建築計画
②地域のエネルギー・資源の有効活用②地域のエネルギー・資源の有効活用
③地場産業等と連携した省ＣＯ③地場産業等と連携した省ＣＯ２２の波及・普及の波及・普及③地場産業等と連携した省ＣＯ③地場産業等と連携した省ＣＯ２２の波及 普及の波及 普及

（２）ユーザーの省ＣＯ（２）ユーザーの省ＣＯ２２行動を誘因する対策行動を誘因する対策
① ナ トや ザ 気づき 行動を促す 夫① ナ トや ザ 気づき 行動を促す 夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫
②省ＣＯ②省ＣＯ２２行動のインセンティブを創出する工夫行動のインセンティブを創出する工夫

（３）波及・普及への工夫をこらした対策（３）波及・普及への工夫をこらした対策
①省ＣＯ①省ＣＯ２２対策を水平展開する工夫 仕組みづくり対策を水平展開する工夫 仕組みづくり①省ＣＯ①省ＣＯ２２対策を水平展開する工夫、仕組みづくり対策を水平展開する工夫、仕組みづくり
②街区・集団的な取り組みによる波及、普及②街区・集団的な取り組みによる波及、普及

1010

※ 他の対策例は、建築研究資料NO.125（Webサイトで公開）や
技術紹介資料（本日配布）を参照のこと



① 特性を踏 省① 特性を踏 省 指向 建築計指向 建築計

（１）地域の特性を活かした省（１）地域の特性を活かした省CO₂CO₂対策の例対策の例

①地域の特性を踏まえた省①地域の特性を踏まえた省CO₂CO₂指向の建築計画指向の建築計画

 寒さ、暑さ等を踏まえた
建物 断熱性能や日射遮蔽性能 向上建物の断熱性能や日射遮蔽性能の向上

 地域の気象条件 建物の立地特性等を活かした 地域の気象条件、建物の立地特性等を活かした
パッシブデザイン

 地域の歴史・文化・伝統、地域材などを
省CO に活かすための建築計画的な工夫 等省CO₂に活かすための建築計画的な工夫 等

1111

①地域の特性を踏まえた省ＣＯ①地域の特性を踏まえた省ＣＯ２２指向の建築計画指向の建築計画

地域の歴史・文化を反映した
「ナカドマ」のパッシブデザイン
（長岡市・シティーホール）

■雪国の資源活用型屋根
（ナカドマ環境を穏やかに
コントロール）

■雪国の資源活用型屋根
（ナカドマ環境を穏やかに
コントロール）

■緑ストックの

■千鳥格子パターン
（日射遮蔽、パッシブ
建築の表現）

■緑ストックの

■千鳥格子パターン
（日射遮蔽、パッシブ
建築の表現）

■緑ストックの
地産地消

（既存樹木植）

■緑ストックの
地産地消

（既存樹木植）

地域材を活用した 太陽光パネル 採光ルーバー 太陽光パネル 採光ルーバー 

■床材への地場産木材利用■床材への地場産木材利用

地域材を活用した
太陽光発電一体型の大屋根

（阿南市庁舎）

木製フィンによる拡散効果 自然光 木製フィンによる拡散効果 自然光 
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② ギ 資 有効② ギ 資 有効

（１）地域の特性を活かした省（１）地域の特性を活かした省CO₂CO₂対策の例対策の例

②地域のエネルギー・資源の有効活用②地域のエネルギー・資源の有効活用

 再生可能エネルギー、地域特有の未利用エネルギーの
有効活用有効活用

⇒ 太陽エネルギー、風力、小水力、雪氷、
地中熱、地下水・井水 ・・・

 地域に賦存する天然資源、リサイクル資源等の
地産地消による有効活用地産地消による有効活用

⇒ 地場産天然ガス、廃棄物（ごみ、古紙等）、紙
地場産間伐材等の バイオマス、水資源 ・・・
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②地域のエネルギー・資源の有効活用②地域のエネルギー・資源の有効活用

豊富な井水の
カスケード利用
（佐久総合病院/（佐久総合病院/
長野県佐久市）

温泉の

＜井水カスケード利用の流れ（夏期）＞ ＜井水カスケード利用の流れ（冬期）＞＜井水カスケード利用の流れ（夏期）＞ ＜井水カスケード利用の流れ（冬期）＞

カスケード利用
（川湯の森病院/
北海道川上郡）北海道川上郡）
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バイオマスの地産地消

②地域のエネルギー・資源の有効活用②地域のエネルギー・資源の有効活用

バイオマスの地産地消
（三谷産業グループ新社屋/

石川県石川郡）

バイオマス（地産地消）

ペレットストーブでの冬期暖房

屋上庭園
バイオマスケイ
ク基盤材の利用

木質ペレット

事務室

食  堂

屋上庭園ク基盤材の利用

余剰バイオマスケイク基盤材 事務

事務室
リサイクルウッド
デッキの利用

古紙等の地域回収・循環活用

展示ｽﾍﾟｰｽ・ｼｮｰﾙｰﾑ

古紙等の地域回収 循環活用
（安成工務店）
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③地場産業等と連携 た省③地場産業等と連携 た省 波 普波 普

（１）地域の特性を活かした省（１）地域の特性を活かした省CO₂CO₂対策の例対策の例

③地場産業等と連携した省③地場産業等と連携した省CO₂CO₂の波及・普及の波及・普及

地場の環境 省 ネ関連産業との連携 地場の環境・省エネ関連産業との連携

 地域の関係者に対する省ＣＯ２の波及 普及 地域の関係者に対する省ＣＯ２の波及、普及

 地域における省ＣＯ２の啓発、教育活動地域における省ＣＯ２の啓発、教育活動

「地元自治体」
「地元企業や団体」 との連携 等

「地元大学等教育機関」「地元大学等教育機関」
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③地場産業等と連携した省③地場産業等と連携した省CO₂CO₂の波及・普及の波及・普及

地場産業（LED)を活用した
照明計画

（阿南市庁舎）（阿南市庁舎）

執務室吊下げLED照明

長岡観光・コンベンション協会長岡観光・コンベンション協会地域のコンベンション協会と
連携した省CO 改修の波及

執務室吊下げLED照明

環境（エコ）・省ＣＯ環境（エコ）・省ＣＯ２２推進部会推進部会

■長岡グランドホテル省CO2改

長岡グランド
ホテル

連携した省CO₂改修の波及
（長岡グランドホテル/

新潟県長岡市）

長岡市等 協力

■長岡グランドホテル省CO2改
修の検証

■地域に合った省CO2改修 等

長岡市等 協力
参加

長岡地域の他施設へ長岡地域の他施設へ
省 改修 波

観光ホテル
シティホテル

ビジネスホテル
コンベンション施設

商業施設
業務施設
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省省CO2CO2改修の波及展開改修の波及展開

（２）ユーザーの省ＣＯ（２）ユーザーの省ＣＯ２２行動を誘因する対策の例行動を誘因する対策の例

① や ザ 気づき 行動を促す 夫① や ザ 気づき 行動を促す 夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫

 エネルギー使用量等の見える化・見せる化

建物特性を活か た ネ ギ ネジ⇒ 建物特性を活かしたエネルギーマネジメント
⇒ Ｗｅｂ表示等のユーザー参加型の仕組み
⇒ 多様な見える化の試み

（年間・月別使用量、ピーク値・瞬時値の表示等）（年間 月別使用量、ピ ク値 瞬時値の表示等）

 ユーザー行動の継続を支援する仕組みづくり ユ ザ 行動の継続を支援する仕組みづくり

⇒ 関係者による省エネ協議会等の体制整備議
⇒ 複数世帯の競争、比較の仕組み
⇒ 長期 あるいは多面的なコンサルティング 等

1818

⇒ 長期、あるいは多面的なコンサルティング 等



①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫

簡易ＢＥＭＳ
（北電興業/

北海道札幌市）

簡易ＢＥＭＳ
で見せる化

省ＣＯ２行動
誘発

自然換気制御

簡易ＢＥＭＳ自動発停制御
北海道札幌市）

室外各種
センサ

・各種センサ情報収集機能
・自然換気制御機能
・エネルギー分析・見せる化機能 他

個別空調

室外機

状態表示ランプ

室内
センサ

行動

行動啓発
ディスプレイ

室内機状態表示ランプ

行動
誘発

見せる化

個人端末

様々な情報の
見える化による

 

見える化による
省エネ行動の促進
（東京ガス・磯子
スマートハウス/
神奈川県横浜市）

1919

①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫

長期にわたる省エネコンサルティング（エコワークス）

上記の取り組みに加え上記の取り組みに加え
・ SNSによる省エネライフスタイルの情報交流
・ 訪問面談による省エネアドバイス
などを行う

2020



①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫①テナントやユーザーの気づき・行動を促す工夫

多面的便益の創出に配慮したコンサルティング（三洋ホームズ）

ム「 ﾞｸﾀ 「チーム「SANZO」

会話

ｴﾈﾙｷﾞｰ、健康

ﾄﾞｸﾀｰ 「SANZO」

気づき

会話

表現

支える

ホームページ公開

健康と省エネに関するアドバイス

マルチベネフ ト

まもる

太陽光発電

三洋ホームズSANZO

マルチベネフィット

まもる蓄電池

見える化

三洋ホ ムズSANZO

インセンティブ

ひとりじゃなく
仲間と

活かす

パッシブ パッシブ Ｈ20年～22年省ＣＯ２先導事業

省エネ競技会

見える化
機器制御

・国内クレジット
・エネルギーパス

インセンティブ

光 パッシブ
風

ッシ
熱 の成果を活用し、比較する事で

更なる効果
比較・表彰

2121

（２）ユーザーの省ＣＯ（２）ユーザーの省ＣＯ２２行動を誘因する対策行動を誘因する対策

②省②省 行動 イ ブを創出する 夫行動 イ ブを創出する 夫②省ＣＯ②省ＣＯ２２行動のインセンティブを創出する工夫行動のインセンティブを創出する工夫

 テナントの省エネ活動に対するインセンティブ

ポイ 制度 ナ 競争⇒ ポイント制度、テナントの競争
⇒ 国内クレジット制度の活用
⇒ 光熱費の課金制度の見直し 等

 住まい手の省エネ活動に対するインセンティブ

⇒ 見える化と連動した料金制度の工夫
⇒ ポイント制度ポイント制度
⇒ グリーン電力証書、国内クレジット制度の活用

（街区 複数世帯分の一括買い取り等）

2222

（街区、複数世帯分の 括買い取り等）



②省ＣＯ②省ＣＯ２２行動のインセンティブを創出する工夫行動のインセンティブを創出する工夫

計量・課金と連動した
エネルギー管理の

エネルギーの見える化 計量と課金統合 ビル内専用ＬＡＮ 

将来はビル外と
情報化システム

（新潟日報社新社屋/
新潟県新潟市）

 

HUB 
動力 電灯 コンセント Ｗｅｂ端末 

カーボンクレジット認証者によるＣＯ２削減量の評価とリンク 

階別 テナント
商業 オフィス 病院 

将来はビル外と

もコミュニケーシ

新潟県新潟市）

用途別の消費エネルギー評価

基準階 

分散型ＢＥＭＳ 

 

HUB 
動力 電灯 コンセント Ｗｅｂ端末 

階別、テナント

別にビル外との

通信も可能なシ

ステムへ
分散型ＢＥＭＳはコンパクトでフレキシビリティを高めます 

飲食  自社 テナント 

1 階エネルギー管理室 

ステムへ 
1 階イベント用

プラザの大型

見える化画面 

   

事例 

蓄積 
テナントＢ テナントＡ 共用 

ビル内外の省ＣＯ２コミュニケーションを誘導する仕掛け

リアルタイム
表示装置

設備と制度の融合による、新しい住宅用エネルギーマネジメント体制の構築

リアルタイム表示装置表示装置
（船橋スマート
シェアタウン/

千葉県船橋市）

単価「高」

リアルタイム表示装置
（各戸内設備）

・料金単価をリアルタイ
ムに見える化
・料金インセンティブと千葉県船橋市）

単価「安」

料金インセンティブと
の組合せにより、デマン
ドを抑制

電気料金制度イメージ電気料金制度イメージ

・需給逼迫時には管理側から動的な警報
・CO2排出量の見える化と目標設定

2323

電気料金制度 ジ気料 制度

②省ＣＯ②省ＣＯ２２行動のインセンティブを創出する工夫行動のインセンティブを創出する工夫

グリーンポイント ＧＧＣ会員（マンション居住者）グリ ンポイント
システム

（ジオタワー高槻/
大阪府高槻市）

 ＧＧＣ会員（マンション居住者） 

・専用ポータルサイト等でのプログラム開催告知 

・エネルギー使用量の入力代行 

（共用部パソコンによるコンシェルジュサービス） 

環境行動促進プログラムへの 

参加を支援 

大阪府高槻市）  

・アンケートをもとに省エネ行動の 

アドバイス 

 

グリ ンポイントの付与

参加 
グリーンポイントのメリット 

・植樹などの環境活動に寄付 

・阪急グループＩＣカード

支援 

ＧＧＣ事務局（阪急不動産他） 

・グリーンポイントの付与 阪急グル プＩＣカ ド 

「ＳＴＡＣＩＡ」活用 

・阪急グループで利用可能な 

ポイントに交換 

省エネ行動促進プログラム 

・「たかつき環境家計簿」による 

省エネ情報講習会 

 

環境関連イベント 

 

環境行動マネージメントシステムの整備 

・打ち水イベント ・マンション設備機器のお手入れ
月次エネルギー使用量チェック 

・省エネ行動アンケート    など

 

など 

 

など

打ち水イ ント

・植樹イベント 

など

マンション設備機器のお手入れ 

・高槻市の環境関連授業 

「まちづくり協議会

街区の環境イベントや

環境講習会 

※家庭での一年間のエネルギー使用量
からＣＯ２排出量を算出し、一年前との
比較ができる。市民から送られたデー
タを市が集計し、結果を公表する。 

「まちづくり協議会」 

2424

高槻市 
たかつき環境 

家計簿の提出 

環境関連の 

出張授業開催 



②省ＣＯ②省ＣＯ２２行動のインセンティブを創出する工夫行動のインセンティブを創出する工夫

グリーン電力証書の
街区 括申請街区一括申請

（九州住宅建設産業協会/福岡県福岡市）

 
街区一括 
申請 グリーン電力

全住戸にＨＥＭＳ導入 ﾃ゙ ｰﾀ整理･分析･ﾌｨｰﾄ゙ ﾊ゙ ｯｸ

集計ﾃ゙ ｰﾀ 

認証発行組織
HEMS

福 岡 市

PV

情報提供 

集計ﾃ゙ ｰﾀ 

福 岡 市 

事 業 主

HEMS

ﾓﾆﾀ-等 

FC 電気ﾒｰﾀｰ 
ガスﾒｰﾀｰ 
水道ﾒｰﾀｰ

情報提供 
事 業 主 

ｻｰﾊﾞｰ 
水道ﾒ ﾀ  

2525

①省①省 対策を水 展開する 夫 仕組 づくり対策を水 展開する 夫 仕組 づくり

（３）波及・普及への工夫をこらした対策（３）波及・普及への工夫をこらした対策

①省①省CO₂CO₂対策を水平展開する工夫、仕組みづくり対策を水平展開する工夫、仕組みづくり

 本社から支社、グループ施設へ、
類似する業態の他店舗等への波及類似する業態の他店舗等 の波及

⇒ パッケージ化した省ＣＯ２技術の水平展開 等

 省ＣＯ２対策が課題となっている施設等への波及省 対策 課題 な る施設等 波及

⇒ 躯体や建築計画上の工夫を含む
総合的な省エネ改修の波及、普及の工夫

⇒ 中小テナントビルへの水平展開展
⇒ 省ＣＯ２型賃貸住宅 等

2626



寒冷地特性に配慮

①省①省CO₂CO₂対策を水平展開する工夫、仕組みづくり対策を水平展開する工夫、仕組みづくり

寒冷地特性に配慮した寒冷地特性に配慮
した総合的省エネ
改修と波及の工夫 人感・照度

センサCO2濃度

ヒートポンプ

室外機
全熱交換型外調機 温度湿度センサ

風向風速計

降雨センサ

Ｈｆ照明

LED照明 LED誘導灯

人感・照度センサに

よる調光制御照明

CO2濃度制御

■熱負荷の抑制
・Ｌｏｗ－Ｅ複層窓ガラスへの更新
・ＣＯ２濃度による外気導入量制御の導入

寒冷地特性に配慮した
総合的なハード面手法

（北電興業/
北海道札幌市）

ヒートポンプ室内機
温度湿度

センサ

センサ

Low-E断熱窓ガラス

■設備システム高効率化
・高効率個別冷暖房空調システムに更新
・適材適所の省エネ照明システムの導入
→Ｈｆ照明及びＬＥＤ照明への更新

ＣＯ２濃度による外気導入量制御の導入

各種センサより

既設個人PC

簡易BEMS

→人感・照度センサによる照明制御の導入
・LED誘導灯への更新

■寒冷地特有の
自然エネルギー活用

冷涼気候を活かした省ＣＯ２行動誘発 ヒートポンプ・外調機より

省エネ行動啓発用ロビーディスプレイ

・冷涼気候を活かした省ＣＯ２行動誘発
自然換気システムの導入

省ＣＯ２ライフスタイルに誘導するソフト面手法

買い手

金融機

財団法人北海道環境財団
（どさんCo2（こ）・ポート運営）

・小口の案件を集約し、
大口化して買い手と

北電総合設計

小 売 手

小口クレジット

案件発掘、計画支援

金融機関、
オフセットプ
ロバイダー、
商社 等

大口化して買い手と
マッチングする機能

・売り手のPR機能

・地域での需要の創出 等

小口売り手

北電興業㈱

小口売り手

小口クレジット

売却益

売却益

売却益・地域での需要の創出 等売却益 売却益

情報
道内事務所ビル
第１号案件 特に地域業務用建物で

省CO2地域波及へ

札幌市内では

2727

発信
第１号案件
を目指して
ポートと連携

特に地域業務用建物で
最大多数を占める

中小規模事務所ビル

札幌市内では
業務用建物エネルギー消費
の約３分の１を占める。
CO２排出量は推定６０万t/年

①省①省CO₂CO₂対策を水平展開する工夫、仕組みづくり対策を水平展開する工夫、仕組みづくり

総合的な省エネ改修事業と
水平展開の工夫

（物産ビル/東京都港区）（物産ビル/東京都港区）

2828

 



①省①省CO₂CO₂対策を水平展開する工夫、仕組みづくり対策を水平展開する工夫、仕組みづくり

入居者・地域・オーナーメリットの創出による省ＣＯ２型賃貸住宅の普及（積水ハウス）

 

入居者メリット入居者メリット 地域メリット地域メリット

・ 高い入居率を継続
・ 高い家賃設定による早期の初期投資回収

・ 地域の自然環境を保全する社会貢献
・ 良質な街並みを形成する地域貢献

入居者メリット入居者メリット 地域メリット地域メリット

・ 高い家賃設定による早期の初期投資回収 ・ 良質な街並みを形成する地域貢献

オーナーメリットオーナーメリット

2929
・ 高い資産価値 → 適切に管理し続けられ、長寿命となることが期待できる。

②街 集 的な り組 る波 普②街 集 的な り組 る波 普

（３）波及・普及への工夫をこらした対策（３）波及・普及への工夫をこらした対策

②街区・集団的な取り組みによる波及、普及②街区・集団的な取り組みによる波及、普及

 中小規模施設等への省ＣＯ２対策の 中小規模施設等への省ＣＯ２対策の
波及、普及に向けた新たなビジネスモデル

 関連事業者が連携・協同する仕組みづくり

省 型住宅等 普及に向けた体制 整備等 省ＣＯ２型住宅等の普及に向けた体制、ツール整備等

3030



②街区・集団的な取り組みによる波及、普及②街区・集団的な取り組みによる波及、普及

中小ビルに対する
マネジメントサービス

 

（京橋三丁目1地区/
東京都中央区）

(仮称)
ＡＥＭＳ推進
センター 
(仮称) 
ＡＥＭ推進 
センター

エリアエネルギー
マネジメントの概念図

中小施設の集団的
省エネ改修

 
東京都社会 福祉施設の集団

社会貢献・ＣＯ２削減
量 確保

設置運営
報告

CO 排出量の算定省エネ改修
（東京都社会福祉法人

協議会・
ネルギ アドバンス/

東京都社会
福祉協議会

福祉施設の集団

的省CO2検討会

量の確保

ＣＯ２削減量管理・保証

CO2排出量の算定

協力・
取りまとめ

エネルギーアドバンス/
東京都） エネルギー

アドバンス

ＥＳＣＯ契約

低コストで省ＣＯ２

改修を実現効率的なＥＳＣＯ事業展開 中小施設群

情報提供
報告

3131

②街区・集団的な取り組みによる波及、普及②街区・集団的な取り組みによる波及、普及

地場工務店が連携・協同する仕組みづくり
（京都省エネ住宅研究会）（京都省エネ住宅研究会）

「省エネ住宅研究会」京都市 

 京都型省ＣＯ２住宅モデルハウスの活用 

「省エネ住宅研究会」京都市 

発信力強化 

｢環境モデル都市｣ 

に向けた取組 
提案 

 
 

 

 

省 技 有

京都市中心部での取組 

「平成の京町家」 信頼獲得 

技術力向上

建設 

公開 

効果

検証 

検証結果の 

活用・情報発信 

情報交換 

省ＣＯ２技術の共有 

省ＣＯ２建材の共同購買 

郊外 周辺部を中心とした取組

技術力向上 

価格競争力向上 ＣＯ２削減 

目標に寄与  郊外、周辺部を中心とした取組

省ＣＯ２住宅の エンドユーザーへ研究会参加 省ＣＯ２住宅の 

普及拡大 の訴求効果向上 工務店の増加 

3232



②街区・集団的な取り組みによる波及、普及②街区・集団的な取り組みによる波及、普及

北方型住宅普及に向けたマネジメントツール整備
（北方型住宅ECO推進協議会）（北方型住宅ECO推進協議会）

これまでの取組み 今回の提案 提案の成果 提案の効果 
北方型省CO2マネジメントシステムの構築

これまでの取組み 今回の提案

意識啓発の取組み

設計支援 効果検証 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ

提案の成果 提案の効果

省CO2に向けた

意識改革
低
炭
素

(仮称)住まいの
省CO2ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 育成

設計支援
ﾂｰ ﾙ開発

効果検証
ﾂｰ ﾙ開発

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ
支援ﾂｰ ﾙ開発

汎用版支援ﾂｰ ﾙ
の一般への公開

建築主へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

検証 検証

素
社
会
の
実
現

省エネ住宅の建設

省CO2型住宅のﾃ゙ ﾀ測定

省CO2型住宅の建設 建設した省CO2型住宅の各種ﾃﾞｰ ﾀをﾂｰ ﾙ開発に活用

ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ住宅要
素技術確立

1年目 2年目以降

北方型住宅
北方型住宅ECO

現省CO2型住宅の
全道展開

国内外への
展開

CO2排出量60%超
削減住宅の建設

協議会
CO2排出量60%超
削減住宅の建設

協議会 更なる省CO2化協議会

ﾃｰ ﾀ測定

・北方型住宅基準への反映
・道内外への普及啓発

北海道
・北方型住宅基準への反映
・道内外への普及啓発

北海道
・ﾂｰ ﾙ開発･改良
・技術検証
・技術開発

北総研

・ﾂｰ ﾙ開発･改良
・技術検証
・技術開発

北総研
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３．平成２４年度募集における期待

被災地の復興を始め、被災地の復興を始め、
全国の多様な省全国の多様な省CO₂CO₂対策を促進する積極的な応募に期待対策を促進する積極的な応募に期待全国の多様な省全国の多様な省CO₂CO₂対策を促進する積極的な応募に期待対策を促進する積極的な応募に期待

（例えば）（例えば）

○波及性の高い中小規模プロジェクト、地方都市等の
プロジ クト 共同住宅プロジ クトプロジェクト、共同住宅プロジェクト

○躯体や建築計画上の工夫、波及・普及の工夫などを○躯体や建築計画上の工夫、波及 普及の工夫などを
含めて総合的に行う改修プロジェクト

築 ゼ ギ○学校など建築物のゼロ・エネルギー化、街区・地域の
ゼロ・エネルギー化につながる取り組み

○戸建住宅におけるＬＣＣＭの観点からの取り組み
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○住宅とＥＶ等との連携など他分野との連携 等


