は しがき
低炭素社会を目指し、我が国の長 期目標として 2050 年までに 1990 年から 80％の二酸化
炭 素排出 量削 減が掲 げら れてい るが 、建築 物の 高断熱 化や 機器効 率の 向上の 進展 にもか かわ
ら ず、住 宅・ 建築分 野に おける 二酸 化炭素 排出 量の増 加が 続いて いる 。上記 の長 期目標 を達
成 するに は、 住宅・ 建築 分野で は、 さらな る省 エネル ギー 化の推 進に よる二 酸化 炭素排 出抑
制 を図る こと が必要 不可 欠であ る。 また、 平成 23 年 3 月 の東日 本大 震災後 の電 力需給 の不
均 衡解消 の点 からも 、住 宅・建 築分 野にお ける 省エネ ルギ ー化の 推進 がより 一層 強く求 めら
れ ている 。一 方で、 我が 国の住 まい には健 康増 進、利 便性 ・快適 性の 向上と いっ た点に おい
て 、改善 や質 向上が 求め られて いる ところ であ り、省 エネ ルギー 化と 質的向 上の 二つの 課題
を 同時に 解決 するた めに 、より 合理 的な建 築技 術の確 立と 普及が 求め られて いる と言える。
国 土技術 政策 総合研 究所 と独立 行政 法人建 築研 究所は 、平 成 13年度～ 21年度にか けて実 施
し た一連 の住 宅技術 開発 研究の 成果 として 、「 自立循 環型 住宅設 計技 術資料
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ネ ルギー 消費 50%削減を 目指す 住宅 設計― 」（ 平成 22年1月 ）、「既存 住宅の 省エ ネルギ ー改
修 技術資 料」（平 成 22年 4月）を公表 してい る。そ の後、国 土技術 政策 総合研 究所 では「住宅
省 エネル ギー 基準策 定支 援のた めの 実証的 研究 （平成 20年 度～ 22年度 ）」、 「住 宅種別 に応
じ たエネ ルギ ー消費 性能 評価法 の開 発（平 成 22年 度）」 とし て、建 築研 究所で は「 建築・ コ
ミ ュニテ ィー のライ フサ イクル にわ たる低 炭素 化のた めの 技術開 発（平 成 2 1年度～ 2 2 年度 ）」、
「 省エネ 基準 運用強 化に 向けた 住宅 ・建築 の省 エネル ギー 性能評 価手 法の高 度化 （平成 23年
度 ）」と して 、更に 住宅 の省エ ネル ギー技 術開 発研究 に取 り組ん でき た。
本 資料は 、国 土技術 政策 総合研 究所 が中心 とな ってま とめ た住宅 省エ ネルギ ー基 準の評 価
指 標とな る総 合的か つ定 量的な 省エ ネルギ ー効 果の評 価法 と、独 立行 政法人 建築 研究所 が中
心 となっ てま とめた 自然 エネル ギー 利用、 建物 外皮、 省エ ネルギ ー設 備に関 する 要素技 術の
設 計手法 に関 する成 果を 、とり まと めたも ので ある。
本 資料の とり まとめ にあ たって は、 財団法 人建 築環境 ・省 エネル ギー 機構の 研究 会「自 立
循 環型住 宅開 発委員 会」 （委員 長： 坂本雄 三東 京大学 大学 院教授 、顧 問：三 井所 清典芝 浦工
業 大学教 授） に参加 され た大学 等研 究機関 及び 民間企 業に 所属す る多 数の研 究者 ・技術 者の
方 から多 くの ご意見 を頂 き、専 門的 なノウ ハウ や多様 な知 見を本 資料 の中で 参考 とさせ て頂
い た。ま た、 準寒冷 地に 関する 調査 におい ては 、地域 の実 務者の 方々 に多大 なる 協力を 頂い
た 。ここ に記 して、 心か ら敬意 を表 する。
本 資料の 一部 は、財 団法 人建築 環境・省エ ネル ギー機 構が 実務者 向け に準備 され ている「自
立循環型住宅への設計ガイドライン －準寒冷地版－」に反映されると聞いており、両研究
所 におけ る研 究成果 の普 及活動 への 同財団 の取 り組み に対 して謝 意を 表する 。
最 後に、 本資 料の作 成に ご協力 頂い たすべ ての 関係各 位に 敬意を 表す るとと もに 、今後 、本
資 料が、 住宅 の建設 に関 わる読 者諸 兄の理 解を 助け、 我が 国の住 宅の 省エネ ルギ ー性及 び利
便 性・快 適性 等の向 上の 一助と なる ことを 期待 する次 第で ある。
平成 24 年 6 月
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