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他の情報誌： 
特に以下を参照:  
› CEN 基準について P02  
› 認証について P03、P27 
› 最低 EP（エネルギー性

能）要件について P10  
› 計算手法について P25 
 
› 本誌の全情報は上記のウェ

ブサイトでダウンロード可

能 
 

この報告書は EU 加盟国での EPBD（建物のエネルギー性能に

かかわる欧州指令）の実施を支援するために展開された CEN
（欧州規格標準化委員会）基準に関する情報誌 P02 の追加事項

である。これには CEN 基準に関する更なる詳細及び最新情報

が含まれている。 

1 > 序論 

欧州委員会は、EPBD の国内実施を目的として、加盟国を支援するための

一連の基準の作成を CEN（M343）に委任した。CEN 基準の最初の情報誌

（P02、2006 年 4 月）は CEN 標準化作業の基本的な情報を提供している。

CEN の活動についての 2 番目の情報誌には、より多くの詳細と最新情報が

含まれている。 

2 > 基準間の関係の概観 : "Umbrella Document（包括的文書）" 
(CEN/TR（技術報告書） 15615) 

はじめに 

M343 委任の下、様々な計算方法、システム点検方法、その他関連する方法

の要素を含みながら、約 28 の（草案）基準が作成されている。 
案内書（“Umbrella Document”）は基準の適用に向けて作成されている。

この CEN TR 15615 草案は 2007 年 6 月に完成する予定である。これは基

準間の主要な関係を示すものである。 
様々な（段階の）CEN 基準間の主要な関係を、図 1 に示す。これは

“Umbrella Document”にも記載されている。 
その枠組みは主要な EPBD 要件を反映する: 
› 最低要件（図中の左上） 
› エネルギー性能認証（中央） 
› システム点検（右） 
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CEN 標準化活動： 
› CEN 標準化活動について詳

しくは情報誌 P02 を参照 
› CEN 技 術 報 告 書 草 案

TR15615（通称“Umbrella 
Document”）は共通定義を

含めた EPBD に関係するす

べての基準の概観を示す。 
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図 1 CEN 基準の基本構想 
 

最低要件とエネルギー性能認証に関する基準 

以降のこの文書で我々はエネルギー認証とエネルギー性能の最低要件につい

ての 3 つのトップレベルの基準に焦点を当てる：EN15217、EN15603、
EN ISO13790 
 

システム点検に関する基準 

システム点検基準は暖房システム、空調、換気を対象とする。換気につい

ては EPBD 条項としては記載されてはいない。しかし、換気システムは非

常に頻繁に建物の冷暖房装置に組み入れられる。換気システムを点検しない

ことは愚かな行為であろう。EPBD は、省エネ対策が“例えば不適切な換気

のような”室内気候状態の負の影響に繋がることがないように指摘している。

換気システムは省エネ対策おいて重大な役割を果たすので、これらのシステ

ムの性能点検は不可欠であると思われる。 
ボイラー点検についてのより詳細な情報は情報誌 P04 に示されている（ボ

イラーの定期点検）。 
 

共通定義 

情報誌 P02 に説明されているように、多くの基準は全くのゼロの状態から

作成されたのではなく、それぞれ特有の経歴や高度な専門的知識（建物、暖

房、照明、その他）を伴った CEN 技術委員会で編成された専門家集団によ

って立案された。  
専門用語は必ずしもすべての CEN 技術委員会で統一されていないため、バ

ベルの塔のような混乱状態を容易に招きうる。例として、同様の意味を示す

か異なった意味を示すか明確な理解がない、エネルギー需要、エネルギー使

用という意味で用いられている多数の専門用語を図 2 に示す。 
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図 2 バベルの塔か共通定義か!? 
 
必然的に、基準を開発するために利用できる時間が限られていたため基準の

起草と同時に行われた、重要な活動のひとつは、主概念と物理量の一連の共

通定義の準備であった。この活動は調整作業部会（CEN/BT TF 173）の責

任下で行われ、トップレベルの基準に使用されている専門用語の一致に重点

的に取り組んだ。図 3 に示されているリストには近年の CEN TR 15615 の

草案（“Umbrella Document”）が加えられている。 
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図 3 共通定義に含まれている専門用語の種類の実例 
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CEN 基準の全草案  
図 1 の枠組みに示されているよ

うに、一連の基準は異なった部

門やレベルを包括している。 
さらに、下記のような異なった

タイプの使用者に対して異なっ

た対応の基準を包括している：

› 参照方法、例えば単純化さ

れた方法と表にされた値、

またはその一方の開発者に

よって使用される 
› 特定の成分特性の評価方

法、例えば製造業者で使用

される  
› 建物や適用のタイプに合わ

せた全国レベルの選択を可

能にする種々のオプション 
› 有益な情報や実例を伴った

参考になる付録 
› その他 

それに加え、共通の記号やギリシャ文字のリストはトップレベルの基準で一

般に使用されている主な物理量のために作成された。 

3 > EPBD と関連した CEN 基準 - “えっ！そんなにページが多い
の？” 

これは EPBD に関連した CEN 基準が 2000 ページに及ぶと聞いた人々によ

る最初の反応である。 
“実用的な手段になりえない” 
ページ数を減らすことの長所を否定しなければ、一連の基準が、様々なタイ

プの使用者とともに広く多様な種類を含んでいることが明らかになるだろう。 
例えば: 
› 一連の基準は計算の特定要素のための簡易手法もしくはソフトウェアツ

ールを開発またはテストするための、参考手法や検証手法を含んでいる。 
› この一連の基準は、欧州建設製品指令（CPD）下では、既に義務化され

ている建設製品の熱的特性や太陽熱特性を提供しており、多くの場合

EPBD 使用者にとっては、“plug-and-play”のように容易に入手できる

ようになっている。 
› 同様に、いくつかの基準またはその一部分は特定のシステム要素に対す

る評価手順を提供している。 
› その上、その基準は多くの実用的で有益な付録や例を含んでいる。 
› 加えて、ほとんどの手順はソフトウェアに変換されるだろう。 
最後に、各基準またはその一部は、表題紙、目次、前書き、序論、目的、引

用規格、用語、定義、記号を含む完璧な文書である。 

 “簡潔にする”はどうか？ 

前述に加え、以下の事柄に関して CEN 基準のボリュームに配慮しながら注

意することが重要である: 
› 多くの手順は法的意味とともに建物法規において役割を果たす（情報誌

P25、26 参照）。このことは多義性を避けるために特別な注意を必要と

する。 
› 基準は革新的な製品や技術の促進においても役割を果たすだろう。革新

的な技術に対する評価手法が、既に確立された方法や条件に見合ってい

るならば、基準に示されている方法は革新的な技術に対する評価手法と

しても用いれるだろう。その技術が一般的でないほど、より複雑なほど、

より長い説明が必要となる。 

国家基準 

エネルギー性能国家基準はずっと短くなるだろう: 
› CEN 基準から国家適用に対して、特定の選択だけが選ばれているので。 
› 国家基準は直接的または間接的に CEN や EN ISO の基準のいくつか

（例えば建物外皮要素の熱抵抗や日射透過率、換気ユニットの熱交換効

率）を引用するだろう。 
› ある前提条件についてデフォルト値を使用する際、各国の係数や表デー

タが作成される前の段階においては、国家基準は CEN の方法を参照す

るだろう。 
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4 > 欧州インテリジェントエネルギーに関連した計画 

欧州インテリジェントエネルギー計画によって支援された、いくつかの計画

は、EPBD の実施のため何らかの方法で支援を提供している。これらの計

画の概略図は EPBD 建物枠組み情報誌 P01、P29 に記載されている。 

2 つのほぼ完成された関連計画 

CEN 標準化活動に最も関連のある 2 つの計画は: 
 

 

ENPER-EXIST:既存建物のエネルギー性能要件
改善のためのEPBDの適用 

http://www.enper-exist.com/
最も密接にCENの活動に関連したENPER-EXISTの目的の一つは、CEN基

準の既存建物への適用可能性を検討し、状況に応じてCENへの勧告を用意

することである。 
 
 

   
 

EPA-NR:既存の非居住建物に対するエネルギー
性能評価 
 
http://www.epa-nr.org/
 

最も密接に CEN の活動に関連した EPA-NR の目的の一つは、主要な CEN
基準に基づいたエネルギー計算ソフトウェアパッケージを開発することであ

る。 
 

標準化に関連した新しく提案された 4 つの計画  
ウェブ上でのより詳細な情報: 

› EPBD に対する CEN

インテリジェントエネルギー実行委員会（IEEA）による資金調達のための

新しい計画が、2007 年秋を予想開始日として提案されている。これらの計

画のいくつかは標準化活動と高い関連性を持つテーマを含んでいる。例え

ば:  

の活動 

 

下の箇所に記され

› EPBD のテーマ

› その他 
 
これらは以

› EPBD を支援し、事例（障害や良い実例）を収集・解析し、CEN への

改善勧告及び更なる調和を準備するための CEN 基準の認知及び効果的

な利用に関する加盟国及び他のグループへの支援（提案された計画

CENSE ） て
いる 

› 情報誌 

›

› 新築及び改修建物に対する加盟国での EPBD 要件の相互比較とベンチ

マークの基本理念を発展させること（提案された計画 ASIEPI ） 
› CEN 基準の prEN15251 を、温熱・室内空気質・光・騒音環境への詳

細な推奨値とともに公表し、基準の適用及びエネルギー使用への影響に

関 わ る ガ イ ダ ン ス を 提 供 す る こ と （ 提 案 さ れ た 計 画

COMMONCENSE ）。この基準を実際にパッシブまたは低エネルギー

冷房の建物に適用する方法（提案された計画 THERMCO ） 

 ヘルプデスク（頻繁に質問や発

 発表のウェブストリーミング 

› リンク集 
 

www.buildingsplatform.eu
 

行が訪ねられる） 

›
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5 > 3 つのトップレベル基準への注目 

本誌では 3 つのトップレベル基準に焦点を当てる。 
 

EN15217：“建物におけるエネルギー性能 - 建物におけるエネルギー性能の

表示およびエネルギー認証の方法” 

これは認証に対しての種々の可能性のある取り組みを分類する基準である。 
この基準は以下のことを定める: 
› 暖房、換気、空調、給湯、照明システムを含む、建物全体のエネルギー

性能を表す国際指標。これは指標を標準化する方法と同様に他の考えら

れうる指標も含む。 
› 新築を設計するまたは既存の建物を改修する際の必要エネルギーの表示

方法 
› 参照値や性能基準の定義手法 
› エネルギー認証枠組みの設計方法 
 
関連するオプションの選択は各加盟国によって成されなければならない。 
 
図 4 に加盟国内におけるエネルギー性能評価と分類の種々の表示方法の各

事例を示す。 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 

 

1

Sonstiges (freiwillig)Vermietung / VerkaufNeubau
Modernisierung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Gebäudenutzfläche (AN)

Anzahl Wohnungen

Baujahr Anlagentechnik

Baujahr Gebäude

Gebäudeteil

Adresse

Gebäudefoto 
(freiwillig)

Gebäudetyp

Gebäude

Erstellt am:

AusstellerEigentümer

Unterschri ft des AusstellersAussteller

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das 
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist vor allem dafür gedacht, 
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden und Gebäudeentwürfen zu ermöglichen.

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse 
sind auf Seite 2 dargestellt. Diese Art der Ausstellung darf bei allen Wohngebäuden genutzt werden und ist 
Pflicht bei Neubauten. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Die angegebenen Vergleichs-
werte wurden an Hand von Modellrechnungen bzw. Verbrauchsauswertungen ermittelt und sollen überschlägige 
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten 
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die 
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben 
unterscheidet.

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 

 

2

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

SchachtlüftungFensterlüftung
Die Lüftung erfolgt durch:

Lüftungskonzept
KühlungLüftung
WarmwasserHeizung

Erneuerbare Energieträger werden genutzt für:

Einsetzbarkeit alternativer 
Energie-versorgungssysteme nach § 5 EnEV vor 
Baubeginn berücksichtigt

Erneuerbare Energien

**        

Vergleichswerte Endenergiebedarf

HilfsgeräteWarmwasserHeizung
Gesamt in kWh/(m2a)Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2a) für

Energieträger

Endenergiebedarf „Normverbrauch“

W/(m²K)EnEV-Anforderungs-Wert HT’kWh/(m²a)EnEV-Anforderungs-Wert

W/(m²K)Gebäude Ist-Wert HT’kWh/(m²a)Gebäude Ist-Wert 

Energetische Qualität der Gebäudehülle Primärenergiebedarf 

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV (Vergleichswerte)

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

CO2-Emissionen * kg/(m²·a)

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die EnEV vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-gungen erlauben 
die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

* freiwil lige Angabe ** EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf     „Gesamtenergieeffizienz“
kWh/(m²·a)

kWh/(m²·a)

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
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Durchschnitt

KennwertWarm-
wasser

Heizung 
einschl. 

Korrektur-
zuschlag

Heizungbisvon

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²⋅a) 
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Klima-
faktor

Anteil 
Warm-
wasser
(kWh)

Brennstoff-
menge
(kWh)

Abrechnungszeitraum

Energieträger

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Warmwasserverbrauch: enthalten
nicht enthalten

Energieverbrauchskennwert

Gemessener Energieverbrauch des Gebäudes

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Dieses Gebäude:
kWh/(m²·a)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 
auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-
gestell t wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, 
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, 
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-
größe 20 – 40 kWh/m²? a entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder 
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist 
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 – 30 % 
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren 
Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

*        

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen 
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die Werte 
sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach der EnEV.

* EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Verfahren

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude   
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 
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Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage 
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen 
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet worden. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzer 
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen 
Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Endenergieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte (grüner Bereich) signal-
isieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Ener-
gienutzung. Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte 
für grobe Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Berei-
che angegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte 
auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen 
CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden. 

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, 
Lüftung und Warmwasserbereitung an („Normverbrauch“). Er wird unter Standardklima und -nutzungsbedingungen 
errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergie-
bedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Ener-
gieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die not-
wendige Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte (grüner Bereich) signalisieren einen geringen Bedarf 
und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualität Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HT’). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-
übertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wärmschutz.

Energieverbrauchskennwert – Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und 
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und anderer Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die 
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde 
gelegt. Über Klimafaktoren wird der gemessene Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtli-
chen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert mit Klimafaktoren umgerechnet. So führen beispielsweise 
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der 
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. 
Kleine Werte (grüner Bereich) signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwar-
tenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten 
stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten 
abhängen. Dies trifft auch zu auf die Energieverbrauchskennwerte kleiner Gebäude. Ein Korrekturzuschlag soll hier 
dazu beitragen, dass die statistisch zu erwartenden Fehler kompensiert werden.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder für 
Wohnungen und für die übrigen Nutzungen zwei getrennte Energieausweise auszustellen; dies ist auf Seite 1 der 
Ausweise erkenntlich.

Erläuterungen

 

 

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV) 

W. MüllerBeratende Ingenieure

Unterschrift des Ausstellers

55555 Musterstadt
Südstraße 3

Dipl.-Ing. Walter Müller und Partner
Aussteller

WohngebäudeHauptstraße 11, 55555 MusterstadtAdresse Hauptnutzung / 
Gebäudekategorie

Gebäude

Dämmung gemäß EnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)Oberste Geschossdecke8

Dämmung gemäß EnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)Heizungsrohre im Keller7

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Zwischen-/Untersparrendämmung 16 cm (altern. zu Nr. 8)Dachschräge9

Austausch gegen Gas-Brennwertkessel (altern. zu Nr. 8)Heizkessel6

Erneuern gemäß EnEV (ges. Pflicht ab 12/2006)

Rahmen abdichten, neue Verglasung UF= 1,0 W/(m²·K) 

Gegen Holzfenster UF= 1,3 W/(m²·K) austauschen

Innendämmung 8cm (Achtung: fachgerechte Anschlüsse!)

Wärmedämmverbundsystem m. 12cm Hartschaum u. Reibeputz

Maßnahmenbeschreibung

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Heizkessel5

Fenster Ostseite4

Fenster Westseite3

Ostfassade (=Straßenseite)2

Westfassade (=Rückseite)1

Bau- oder AnlagenteileNr.

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

6833Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

5033Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

125167250Endenergiebedarf 
[kWh/(m²·a]

285887CO2-Emissionen 
[kg/(m²·a]

5033 Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]

150200300Primärenergiebedarf 
[kWh/(m²·a]

1, 2, 3, 4, 6, 7, 91, 3, 4, 5, 7, 8Modernisierung 
gemäß Nummern:

Modernisierungsvariante 2Modernisierungsvariante 1Ist-Zustand

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

And others…

 
図 4 EN15217 に基づき、EU 加盟国内にて実施されているエネルギー性
能認証の区別 
 
この基準の多くの紹介については情報誌 P03 を、国家の適用例については

P27 を参照すること。 
 
多様性の主な理由は、ほとんどの加盟国では実際的な建物のエネルギー認証

がまだなかったり、ほとんどなかったりするからである。認証は互いに矛盾

することがあったとしても多様な側面から実行されるべきである。（質の側

面については P26 も参照）  
数年のうちに初期の実例からのフィードバックにより、より収束したものへ

と導かれるであろう。 



 

EN15603:建物エネルギー性能‐全エネルギー使用及び評価の定義 

この基準は以下の全体的な枠組みを指定する: 
› 建物の全エネルギー使用評価; 
› 全エネルギー評価計算（一次エネルギー、CO2 排出量、エネルギーコス

ト） 
 
この基準は建物内のエネルギー消費量の計算について明記した他の基準から

の結果を参照する。建物内で生産したエネルギーのいくらかは他の場所に輸

送されていると考える。それは建物の全エネルギー使用に関わる表形式の概

要を示し、新築と既存建物のエネルギー性能評価を考慮するためのエネルギ

ー使用を定義する。 
それは以下を設ける: 
› 在室者の行動、実際の天候、およびその他の実際の（環境や入力）条件

に左右されない標準エネルギー使用量である、標準算定値の計算手法 
› 供給されたエネルギーおよび送出されたエネルギーに基づく、計測され

たエネルギー値の算定方法 
› 実際のエネルギー消費量との比較による建物算定モデルにおける信頼性

を向上させるための方法論 
› 改良可能なエネルギー効率の算定方法. 
 
これは前述の概説（情報誌 P02）において重要な意味を持たない基準であ

る。これは prEN15315（作業項目 2）と prEN15203（作業項目 4）の組み

合わせた結果であり、現在は CEN/BT TF173 の責任下にある。 
この基準は 2007 年 7 月に正式な票決によって公刊されることが予定されて

いる。  
 
図 5 に EN15603 に詳細に記述されている集計過程の簡潔な概観を示す。 

建物熱要求

（技術的建物システム
を使用しないで）
暖房

家庭用温水（DHW)
冷房

技術システム

（システム損失）
暖房＋DHW
冷房

電力

補助装置

照明

エネルギー発生
（重み付けなし）
ガス

電力

木材

地域暖房

etc.

エネルギー排出
（重み付けなし）
温熱

電気

エネルギー発生

（重み付けあり）

一次エネルギー

CO2排出量

etc.

エネルギー排出
（重み付けあり）
一次エネルギー

CO2排出量

現場で生産された
再生可能エネルギー

温熱
電気

エネルギー評価

建物熱要求

（技術的建物システム
を使用しないで）
暖房

家庭用温水（DHW)
冷房

技術システム

（システム損失）
暖房＋DHW
冷房

電力

補助装置

照明

エネルギー発生
（重み付けなし）
ガス

電力

木材

地域暖房

etc.

エネルギー排出
（重み付けなし）
温熱

電気

エネルギー発生

（重み付けあり）

一次エネルギー

CO2排出量

etc.

エネルギー排出
（重み付けあり）
一次エネルギー

CO2排出量

現場で生産された
再生可能エネルギー

温熱
電気

エネルギー評価

 
図 5 EN15603 に従った下位レベルの基準からの結果の集計の図式的概観 
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EN ISO 13790 建物温熱性能-空間冷暖房におけるエネルギー使用量の計算 

EPBD 

EPBD は、欧州委員会が空調システムや照明に関する配慮を含んだ EN ISO 
13790 のような基準をさらに発展させようとしているということを明記し

ている。  

歴史 

前世紀の 90 年代初頭、欧州基準 EN 832 は作成された：”建物温熱環境-暖
房によるエネルギー使用量の計算 - 住居建物”。これに続くものとして、非

居住建物を含んだ前述の EN ISO 13790:2004 がある。 
月間計算方法は新しい EN ISO 
13790 のオプションの 1 つであ
る。 この図は熱バランスと建物
慣性に応じている有名な”利益
利用率”を示す。同様の取り組
みが”利用率の損失”とともに
空間冷房に導入されている。 

EPBD を支援する CEN への命令 343 項の一部として、この国際基準の

2004 年度版は、空間冷房および付加的な設備のエネルギー使用量の計算を

含むようになっている。  

新バージョン 

要するに、2007年7月に正式な票決によって公刊が予定されている新しい

EN ISO 13790は、居住・非居住建物またはその一部の空間冷暖房における

年次エネルギー使用量の評価の計算手法を示す。 
それは以下を含む: 
› 計算のための種々のゾーンへの建物の分割; 
› 一定の室温に暖房または冷房されている際の、建物の貫流および換気に

よる熱伝導の計算; 
› 暖房・給湯・冷房システムなどの技術的な建物システムによる回復可能

な熱損失を含む、建物熱バランスへの建物内部の熱源および太陽熱源の

寄与; 
› 建物熱容量および間欠冷暖房の効果; 
› 冷暖房の年間必要エネルギー量; 
› 空間冷暖房のための建物冷暖房システムにより要求される年間エネルギ

ー; 
簡易な毎時間の計算方法は新し
い EN ISO 13790 の新たなオプ
ションである。下図は’RC ネッ
トワーク’として表されるモデル
を示す。 

› 換気システムによって要求される年間付加エネルギー 
これらの項目は他の基準から、建物部品や技術的な建物システムに関する情

報を必要とする。  
 
時間ごと・日ごと・週ごとのパターン（例：制御、利用者行動）を計算条件

に組み込むために、月間の（季節ごとの）冷房エネルギー計算方法および

時間毎の冷暖房エネルギー計算方法も加えられた。 
動的シミュレーション方法の適用も考慮して、境界条件および物理的な入力

データの共通ルールが加えられた。これは計算法の選択にかかわりなく公

平な条件を生み出す。（図 6 参照） 
 
国または地方の建物基準の状況下で使用が適切であることに対して特別な

配慮がされている。そのような適用においては、算出方法が明白であり、繰

り返し可能であり、証明できることが重要である。これらの状況と他の状況

に係る適用に配慮するために、この基準は種々の選択を提供する。必要消費

量のための特別なオプションを選ぶかどうかはどうかは、例えば国の地域や

建物のタイプや用途、そして評価の目的に依存し、国家機関次第である。 
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図 6 EN ISO 13790：冷暖房におけるエネルギー使用を計算する種々の方
法に対する公平な条件 
 

6 > 現状と可能性 

全 44 の CEN の作業項目は研究段階を経て、正式な票決（FV）の準備が整

っている。約 10 項目は既に FV を経ており、近々公表されるだろう。その

他の項目は FV に公開され 2007 年夏期の間に票決が行われ、2007 年末に

は公表することが予定されている。 

国内での実施 

EPBD を支援するための CEN の全基準は、それらすべてが公式の票決を通

過すると仮定すれば、国家基準機関によって 2007 年末には利用できるだろ

う。それらは国家の表紙に含まれ、適用できるならば国家の付録が組み込ま

れるだろう。 

重要な次の段階 

気候、建物様式、利用者の行動における欧州内の地域差は、入力データおよ

び計算手法に影響を与え、その結果エネルギー性能に影響を与えるだろう。

これらの違いは正確さと簡単さのバランスをとる上での異なる手法をとるこ

とにつながるだろう。  
それに加えて、国内政策に関する検討は重要である。 
 
我々が EPBD の実際的な実施を支援するために開発した CEN 基準を考慮

する際、それらは異なる適用や目的および国や地域の違いを適応させるのに

かなりの柔軟性を呈する: 
いくつかの基準は国家レベルで作成された種々のオプションの中からの選択

が許されている。 

› 基準のいくつかは（大抵詳細にわたる）参照方法を含み、（大抵簡易化

された）国内版付録を国内方法とともに認めている  
› ほとんどの基準は入力データおよび境界条件が国家レベルで特記される

ことを認めている  
EPBD に関連した CEN 基準の状態に関しては情報誌 P02 を、計算手法と

関連した品質面については情報誌 P25 と情報誌 P26 を参照すること。 



また、多くの加盟国は建物法規に関連した総合 EP（エネルギー性能）計算

手法を用いた限られた実例しか持っていないので、MS（加盟国）間のより

進んだ一致の必要性への同意があると仮定すれば、その取り組みは今後数年

の間に加盟国内で用いられる実際の経験からのフィードバックと既存の

種々の方法の相互比較を組み入れるべきである。  
 
既存または新しい欧州インテリジェントエネルギー計画は、EPBD 協定活

動および EPBD 建物枠組みと一緒に、より進んだ改良と一致を目指しなが

ら、基準の認識の拡大および基準の効果的利用、および加盟国や利用者から

必要なフィードバックを得ることにおいて、重要な役割を果たすだろう。 

国際的な展望：ISO 

基準形式での実際的なツールは国際レベルでも必要とされている。それ故に、

建物におけるエネルギー性能の基準化において ISO に主導権がある。いく

つかの改良及び更新された EPBD CEN 基準はすでに平行して票決されてい

る。このことは、これらの基準は CEN 基準であり、同時に ISO 基準でも

あることを意味している。これは熱貫流特性を扱う一連の基準と同様に EN 
ISO 13790 を含む。この作業は ISO 技術委員会 TC 163 “室内環境におけ

る温熱性能とエネルギー使用”と同時に行われた。他の ISO 技術委員会もま

た、ISO/TC 205 ”建物環境設計”のような建物のエネルギー性能に関係した

基準の草案に向けて準備を行っている。 
さらにいっそう多くの現在の EPBD CEN 基準もまた ISO/TC 163 によって

承認されることが予想される。これは現在の EN 基準は EN ISO 基準にな

るということもまた意味する。これは現在の EN 基準の技術内容を変更す

ることなしに行われるだろう。 
 
そのような方法の世界的合意はすべての関係者への透明性を与える。それは

実際のエネルギー使用と省エネルギーおよび世界レベルの再生可能エネルギ

ー技術の可能性との有意な比較を可能にする。環境や気候変化問題を解決す

るためには国際的な協力が不可欠である。 
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欧州で 2003-2006 年に設置されているインテリジェントエネルギー枠組みに関する

欧州委員会によって EPBD 建物枠組みが開始された。それはエネルギー・運輸総

局に変わり INIVE EEIG（www.inive.orp）によって管理されている。 
 
この出版物の免責条項及び著作権情報は以下を参照する； 
 http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html
 
© 欧州委員会, 2007  
出典が承認されているならば再版は公認される。 

http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html
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