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EPBD による建物の評価は、
INIVE EEIG による指導協会もし
くは団体によって履行されてい
る。 
› INIVE EEIG 

1 > 指令 Directive (EPBD) 

はじめに 

建物のエネルギー効率に関する欧州議会および評議会において、指令（建物

のエネルギー性能にかかわる欧州指令 :EPBD）2002/90/EC（EPBD、

2003）が全てのレベルにおける活発な討論と加盟国および欧州議会からの

絶大なる支持の後、2002 年 12 月 16 日に採択され、2003 年 1 月 4 日に施

行された。この EPBD は、欧州連合のエネルギー効率活動のとても重要な

法律要素として考えられ、京都会議に見合うようにデザインされ、またエネ

ルギー供給保障に関わる政府文書に記述されている内容に対応するようにデ

ザインされている。 
最近の EC のエネルギー効率に関する活動計画(ポテンシャルを理解する
Realising the potential、2006 年 10 月)では、建物部門におけるエネルギー

効率を最優先事項として確認している。28％と推定される建物部門におけ

るポテンシャルの節約（即ちこれは EU の最終総エネルギー使用量を 11％
削減できることになるが）を理解することは EPBD の主要な役割を予測す

ることである。  
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このプロジェクトは、欧州の

EPBD 要件 

指令 Directive は、加盟国によって実施される以下の要求とともに建物のエ

ネルギー性能の改善を促進するために設定される: 
›   総合的な建物のエネルギー性能の計算手法に関する一般的枠組; 
›  新築建物のエネルギー性能最低要件の採用; 
› 大規模改修が予定されている大規模な既存建物のエネルギー性能最低  

要件の採用; 
› 建物のエネルギー性能の認証;  
› 生産後 15 年以上が経過したボイラーが設置されている暖房設備の評価

及び、建物におけるボイラーと空調システムの定期点検; 
› 建物の認証をするための専門家及び検査官の必要性、付随する推奨要件

の起草、およびボイラーと空調の検査 傘
下団体のさまざまな協力と共に
実施されている。 
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EPBD の影響（効果） 

これらの一般的な原則と方針の範囲内で、その特定の状況に最も一致する手

段を選択することは各 EU 加盟国個々の責任である（補助的原則）。しか

しながら、コラボレーションと情報の交換は EPBD を推進するのに役立つ

ことは明白である。 ウェブサイト情報: 
 
 

 
 
 
 

  Home ホーム 

  指令 Directive 

  テーマ 

  情報誌 

  ヘルプデスク 

  会報 

  出版物&ダウンロード 

  基準＆ツール 

  
イベント 

 
www.buildingsplatform.eu

この指令 Directive は、さまざまな影響や意欲をもつ全てのレベルにある多

くの参加者（デザイナー、住宅組合、建築家、建築設備業者、取り付け業者、

建築専門家、施主、テナント、欧州連合の全てのエネルギー消費者）に関係

する主要な手段である。 
それは、建物でのエネルギー使用の認識に大いに影響し、これらの建物内の

エネルギー効率対策への投資の実質的増加を導くであろう。それは欧州建物

部門がエネルギーの効率化と再生可能エネルギーの使用へと移行する大いな

る挑戦を提示している。 
2006 年 1 月 4 日は、25 の加盟国が指令 Directive を国内法令へ置き換えな

ければならない公式締め切りであった。2 つの新しい加盟国であるブルガリ

ア、およびルーマニアにとっての公式締め切りは 2007 年 1 月である。ただ、

残り 2 つの要件（認証と点検）に関しては、加盟国は、資格を持っている

もしくは公認の専門家が不足しているため、完全に適用するために 3 年間

期間を延長するだろう（2009 年 1 月まで）。 

2 > ５つの EPBD テーマ 

これまで紹介した EPBD の５つのテーマを、以下のように簡潔に述べる。 

「認証手順」に関するテーマ 

このテーマは、どの方法論が既存建物に適しているのか（データ収集）、使

用するツールの品質保証がどのぐらいか、認証枠組みの公的支持および有効

性に関する情報（情報コスト、利益、建物の年数および種類に応じた情報）、

何が省エネルギー提案の有効性か・・・というようなトピックを含んでいる。 

「ボイラーと空調の点検」に関するテーマ 

このテーマは以下に関連する: 
› 建物の暖房に使われている給湯ボイラーの点検 
› 建物内の室内温度の制御に使われている空調システムの点検場合に   

よっては、建物換気、空気湿度、および空気清浄度の制御と組み合わせ

て 
›  
“考慮”の中で EPBD は以下のことを述べている 

資格のある要員によるボイラーと空調システムの定期検査が、製品規
格と一致した正確な調整を保つことに寄与する。その点で、その検査
は、環境、安全、エネルギーの観点から最適の性能を保証するだろう。 
 

同様に以下のことが言える 
費用効果に基づくと、交換が考慮されうるのであれば、暖房設備全体
に対する独立の評価が適切である。 
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「専門家と検査官の要件」に関するテーマ 

このテーマは、例えば国家レベルで必要とされる人的資源の目安（専門家や

調査官の人数および専門知識のレベル）を含む専門家や検査官のための資質

や教育要件、専門家や検査官や認定の品質保証、認証基準、実施の規約、保

証、責任などから成る。 

「計算手法」に関するテーマ 

EPBD は計算手法に関する一般的な枠組を用意する。命令（N° 343）は、

この条項の国家適用内で、加盟国を支援するための適切な計算方法を開発す

るために CEN 委員会へ与えられた。このテーマは、特に命令 343 の下に関

連のある EN(CEN)と EN ISO 基準の評価、その評価の現状もしくは国家レ

ベルでの実施状況、計算方法の品質保証に関する選択、新築建物と既存建物

に対してのデータ入力や方法の差異、法律面（例：国内とＣＥＮの選択）、

実行可能性、技術開発に関する方法論、一層の調和の為のさらなる必要性と

可能性などを含む。 
EPBD に関連した支援活動 

› EPBD 協定活動 
「エネルギー性能 低要件」に関するテーマ 

このテーマは、加盟国でのエネルギー性能要件の導入手法を扱う。加盟国が

それらの要件を新築または既存の建物および機種建物で分けて扱うために、

このテーマは広範囲の項目に言及する。これらの項目は以下のことを含む：

国家の EP 最低要件の戦略；さまざまな加盟国で、どの建築種類が考慮され

ているか；要件はどのように一般的な室内環境条件を配慮するか；どの建築

タイプがエネルギー要件から免除されるか；1000m2 ボーダーラインはすべ

ての加盟国で適用されるのか；大規模改修に対してどの種の要件があるか；

これらの要件はベンチマークに基づくものなのか；評価は測定や計算された

データに基づいているのか；どのくらい順守チェックは体系づけられている

のか；どのような法的制裁があるのか、など 

› 
命令 

活動 

 EPBD（建物のエネルギー性能

にかかわる指令）による建物

枠組み 

EPBD 関連基準にのための

CEN への

› EPBD に関連する SAVE プロ

ジェクト 

› ManagEnergy エネルギー管理

プログラムと欧州持続可能エ

ネルギー

›

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 > 欧州委員会による EPBD に関連した支援活動 

EPBD の巧妙な実施は、大いなる挑戦であり、加盟国による同様のタイプ

の活動を頻繁に必要とする。それ故にエネルギー・運輸総局(DG TREN)に
係る欧州委員会は、直接的にもしくは、インテリジェントエネルギー執行機

関（IEEA）によって遂行されているインテリジェントエネルギー – 欧州

プログラムを通じていくつかの活動を支援している。このプログラムは、指

令の要件がカバーしている問題を広範囲に対処する。 
 

EPBD 協定活動 

2005 年 1 月に EPBD 協定行動は開始し、EU 加盟国における EPBD の実

施に関与している立案者の間で情報交換を第一の目的としている。CA 参加

者は、国家の政府省庁の代表者や、EPBD を各国へ適用するために技術的、

法的、管理上の枠組の立案を担当している政府関連機関である。

 
 
www.epbd-ca.org
 
 

3 



 
CA 実施計画は、29 の参加国の間で取り入れている３ヶ月毎の会議を中心

として編成されている。 
EPBD協定活動(www.epbd-ca.org)における国際目的は以下の通りである： 
› 国内実施からの情報や経験の共有利用を強化し構築すること、および

EPBD の施行に関し、加盟国に要求される活動における優れた事例概念

を促進すること  
 
 

 
 
 
www.cen.eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://europa.eu.int/comm/e
nergy/intelligent/projects/sav
e_en.htm
 
 
 
 

www.managEnergy.net
 
 
 

 
www.sustenergy.org
 

 
 

› EPBD 関連事項おいて、国内手順の一元化の度合いを増すために有益な

状態を構築すること 
› エネルギー需要管理委員会と CEN 基準と認証作業に関する特別グルー

プの作業を補完すること 
 

 EPBD 関連基準に対する CEN への命令 

欧州委員会は、加盟国の専門家、利益団体、およびCENとの協議の後、

EPBDを支援するための基準への緊急の必要性があると決定した。一連の基

準の作成のためにCENに指令(Mandate 343)を与えた。この一連の基準は、

建築部材やシステムのレベルに応じた計算、測定、点検手順をカバーする約

40 の項目のリストに基づいている。2007 年内には、加盟国での国内手順に

基 づ く 一 連 の 基 準 が 公 表 さ れ る だ ろ う 。 CEN 基 準 の 概 要 が

www.buildingsplatform.euで閲覧できる。特に、EPBDの分野においてとて

も限られた経験を持つ加盟国は、これによって短期間で利益を得られるだろ

う。さらに、それは一般に加盟国内でのエネルギー性能評価のアクセスのし

易さ、透明性、および客観性を増加するだろう。CEN関連活動の概要は、

情報誌P02、P40 及び他の関連書類に記載してある。 

EPBD に関連する SAVE プロジェクト 

一般に、欧州インテリジェントエネルギー計画の枠組みの中にある SAVE
プロジェクトは、特に法的措置やそれらの適用の調整を含んでいる建築及び

工業部門で、エネルギー効率の改善と合理的なエネルギーの使用に関係して

いる。かなりの数のプロジェクトは結果を成している、又は EPBD（建物

のエネルギー性能にかかわる欧州指令）の効率的な実行への直接の支援を

行っている。そのプロジェクトは、新築または既存建物のエネルギー需要、

エネルギー認証、ボイラーと空調システムの点検という EPBD の項目をカ

バーしている。他の SAVE プロジェクトの多くもまた、指令の実施に関連

する。SAVE 活動の概要は、情報誌 P1、P29 及び他の関連書類に記載して

ある。 

欧州のエネルギー管理と持続可能エネルギー 

ManagEnergyエネルギー管理の目的は、地域や自治体レベルでエネルギー

効率と再生可能エネルギーに取り組んでいる個人や団体の作業を支援するこ

とである。主な手段は、研修会や、インターネットビデオ番組を含むオンラ

イン事業である。加えて、事例研究、優れた実例、ヨーロッパの法律、およ

びプログラムに関する情報が提供される。EPBDに関連したイベントのイン

ターネット番組はwww.buildingsplatform.eu( 出版物、ダウンロード)で閲

覧できる。 
 
2005 年から 2008 年の欧州持続可能エネルギー活動は、ヨーロッパ各地に

わたる、個人や団体、民間企業や公共企業、専門家やエネルギー機関、企業

団体や NGO において公的な認識を向上させ、持続可能エネルギーの生産及

び使用を促進することを目的としている。 
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EPBD による建物枠組みは以下

のものを伝達する： 
 

› Web サイト

4 >  EPBD 建物枠組み：あなたはそれから何を予想できますか？ 

EPBD 建物枠組みは、2008 年 6 月までの 2 年半の期間をもって 2006 年 1
月に公式に開始された。 

 

› 

› 
ジェクト、EPBD 関

› ヘ

および

と対象とした活動

› 欧州活動の要求に対して作成さ

 

› EP

›  
ースの中

項なく、PD

› 月刊会報 

出版物、基準、ソフトウェア
ツール、イベント等をカバー
する多種データベース。 

国内での履行状態、CEN 情報、
SAVE プロ
連会議の主要
のトピック掲載している EPBD
情報誌。 

ルプデスクと FAQ リスト 

点、欧州活動等

› ManagEnergy エネルギー管
理、欧州持続可能エネルギー
活動と他の欧州活動、
主要な欧州会議の活動的なコ
ラボレーション 

› ヘルプデスク
を通した加盟国および関係者
への活動的な支援。 

れた特別な報告書。 

データベース 

BD の遂行は、地方、国家も
しくは欧州レベルの多くのワ
ークショップ、会議、教育イ
ベントのトピックである。こ
れらはイベントデータベース
data-base で閲覧できる。 

EPBD 関連情報に関する出版物
は、出版物データベ
に収集される。各出版物に対
して、要約がつけられるで
しょう。全ての自由出版物に
は著作権の制約事

ウェブサイトwww.buildingsplatform.eu

このウェブサイトは、EPBD 建築枠組みの普及戦略全般において主要な要

素である。原則として、その枠組みに関連して生じたすべての情報は、特定

の問題（トピック、国）におけるウェブサイトへのリンクを含め、ここで得

られる。   

会報 

関心のある人達の間で定期的かつ効率的な情報交換を可能にするために、月

ごとの会報がある。この会報は、電子形式で配信される。 
 
会報の無料予約購読はウェブサイトを通して入手できる。 

データベース 

容易で集中型の情報へのアクセスが、枠組みの主要目的である。従って、

データベースは、枠組みの普及戦略において主要な役割を果たしている。  

情報誌 

情報誌(IP)は、比較的小さな冊子である（標準的な長さは 2 ページから 8
ページ）。主な目的は、特殊分野で作業する立場である幅広い人々に情報を

提供することである。2006 年 9 月から 2007 年 4 月の間に、約 30 冊の情報

誌が刊行された。 
 
 
 
 
 
 

第1条 第2条 第3条 第4条

第5条 第6条 第7条

第8条

第9条 第10条 第11条 第12条

第13条

第15条

第14条

ボイラーの点検

＆

暖房システム

空調システムの点検 独立した専門家 総覧

1000m2以下の改修に関
しての補完的な計測

＆

他の計測に関するインセ
ンティブ

情報 ＆ コミュニケーション

フレームワークへの適応

＞ ２年

委員会

援助提供規則や原則による転置

目的

1 計算

２ 新築

３ 既存建物

４ 認定

５ 点検

定義

EPB = 実際に消費されるエネルギーの総量、または、建物の

使用に関連されるあらゆる要求を満たすためのエネルギー総
量の見積もり

計算方法

国もしくは地方レ
ベルにおいて

低EP要件

新築と既存建物の改
修に対して

新築

低EP要件と代替エネル

ギー

既存の建物の改修

低EP要件

認定

・販売/レンタル

・基準と推薦書

・公共建築の表示
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EPB = 実際に消費されるエネルギーの総量、または、建物の

使用に関連されるあらゆる要求を満たすためのエネルギー総
量の見積もり

計算方法

国もしくは地方レ
ベルにおいて

低EP要件

新築と既存建物の改
修に対して

新築

低EP要件と代替エネル

ギー

既存の建物の改修

低EP要件

認定

・販売/レンタル

・基準と推薦書

・公共建築の表示

 

F
フォーマットで入手できる。 

› 標準データベースは、EPBD 実
施での最適な CEN 基準につい
ての情報を含む。 

› 有効ツールであるソフトウェア

データベースツールはまた、

他の建築エネルギー関連ツー

ル情報を含む。 

 
EPBD 建築基準項目の簡易概要マウスパッド 
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EPBD による建物の枠組み情報

誌(IPs) 
› すべての欧州レベルでの実施と

同様に、国内レベルでの EPB
の実施に関する EPBD 履行情
報誌（例：エネルギー認定、
ボイラーと空調設備

入出力の増加 

その枠組みは、既存システムとネットワークの使用による入出力の増加の可

能性を最大化する為に構築される。：「マルチイン・マルチアウト方法」 
› 関心を持つ組織や個人は、データベースにイベントや出版物を投稿でき

る。投稿物の有効性は審査され、認可されればデータベースにアップ

ロードされる。 

D

の点検に

› E
展

ジェントエネル

› EP

› E 議に係る情報誌

は、EPBD 関連が主要な議題で

ある主な欧州会議の要点を記

載する。 
 

係る総合的情報）  

PBD 実施を支援する SAVE プ
ロジェクトの状況および進
に係る、年に 2 回発行の情報
誌。これらのプロジェクト
は、インテリ
ギー行政機関によって管理さ
れている。 

BD 履行に直接的に連結した

CEN 基準の進展と計画案およ

び状況を記載する、標準化活

動に関する情報誌。 

PBD 関連会

› 第三者は複製の同意条件を守るなら、そのプラットフォームから資料の

複写をすることが出来る。これは、例えば特定の関心を持つ国家や地方

の団体への普及を拡大させるだろう。 
› 関連団体は、プラットフォームの出版物（そして/または）イベント 

データベースのサブセットへの専用の直接クリンクを張ることが出来る。

これは専門家（例えば部門機関）が、彼らのウェブサイトにおいて建物

枠組みのデータベースの一部もしくは全部を公表することを可能にし、

ここから彼らの対象としている支持者の特定の興味をカバーするトピッ

クが抽出され、彼らのウェブサイトのレイアウトと文体を完全に使用し

ながら、建物枠組みウェブサイトにおける独自のデータベースが常時更

新される。 
 

ヘルプデスク 

電子ヘルプデスクは、プラットフォームの一部である。時間とともに情報量

は増加していくため、EPBD に関する質問の回答は、広範囲にわたって得

られるようになる。加えて、個人もまたヘルプデスクへ質問できる。 
 

会議とウェブストリーミング 

EPBD の遂行は、地方、国家もしくは欧州レベルの多くのワークショップ、

会議、教育イベントのテーマである。さまざまな会議が、例えば、EPBD
関連セッションの団体の形で建物枠組により支援されている。いくつかプ

ラットフォームが支援しているイベントを含む、エネルギー効率と再生可能

エネルギーに関する欧州イベントは、ManagEnergy エネルギー管理によっ

てビデオに録画され、インターネット番組で録画ビデオとして利用できる。 
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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.org)によって管理されている。 
 
この出版物の免責事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 
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