序．本書の構成と使い方
本書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年６月 23 日公布、平成 12 年４
月１日施行。以下、本書において「品確法」という。）に基づき、告示で定める日本住宅性能
表示基準及び評価方法基準の要点をまとめたものです。
本書は、木造軸組一戸建て住宅の設計を前提に、建設事業者の方が初めて住宅性能表示制
度を利用した場合のお客様に対する本制度の説明の参考として、さらに、理解しにくい「構造」
や「断熱及び一次消費エネルギー」を中心とした各性能表示事項に関する基準解説書として
利用して頂けるよう、以下の３つの章で構成されています。

１章

では、住宅性能表示制度の基となる品確法の解説を行っています。住宅性能表示制
度を含む品確法全体の枠組みや、制度の目的、主旨、並びに住宅性能表示制度を活

用した際のメリットなどを紹介しています。

２章

では、住宅の性能に関する事項を表示する共通ルールである「日本住宅性能表示
基準（以下、本書において「表示基準」という。
）
」に基づいて、表示される住宅

の性能の概要を整理しています。
住宅のそれぞれの性能について、どのように表示すべき事項を定め、どのように表示する
ようにしているかを紹介しています。
本章は、表示される住宅の性能とそのレベル、さらに表示された性能の主旨等を理解する
ためのテキストとしてお役立て下さい。

３章

では、表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する技術的な評価の方法を定
めた「評価方法基準」の解説を行っています。表示基準によって表示する場合には、

評価方法基準に基づき性能の評価が行われていることが必要となります。本書では、木造軸
組戸建て住宅を対象に、評価方法基準に基づく設計の対策について紹介しています。
なお、本書において太線囲み部分は、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 （平成 11 年
法律第 81 号以下「品確法」という。
）
、規則及び関連告示に関する引用であり、細線囲みの中
の文章は 法が引用する他法令 の内容となっています。
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総論

1. 住宅の品質確保の促進等に関する
法律の概要
2. 住宅性能表示制度活用のメリット

第１章

住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要

㧝┨㧚✚⺰

ࠍຠ⏕ᴺోߩᨒ⚵ߺ߿ᐲߩ⋡⊛ޔਥᣦޔਗ߮ߦቛᕈ⢻␜ᐲࠍᵴ↪ߒߚ㓙ߩࡔ࠶
などを紹介しています。

１
住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要
㧝㧚ቛߩຠ⾰⏕ߩଦㅴ╬ߦ㑐ߔࠆᴺᓞߩⷐ


ቛᕈ⢻␜ᐲߪߥ⾰⦟ޔቛࠍᔃߒߡขᓧߢ߈ࠆᏒ႐ࠍᒻᚑߔࠆߚߦߟߊࠄࠇߚຠ
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた
⏕ᴺߦၮߠߊᐲߢߔޕ

劣化の軽減
維持管理・
更新への配慮

␜ᐲࠍޠቯߔࠆߎߣ
能表示制度」を制定すること
㧟㧚࠻ࡉ࡞ࠍㄦㅦߦ⸃ߔࠆߚߩޟᜰቯቛ⚗ಣℂᯏ
3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処
㑐ࠍޠᢛߔࠆߎߣ
理機関」を整備すること

ቛᕈ⢻␜ᐲߪޔᣂ▽ᣢሽࠍࠊߕߩߡߴߔޔቛࠍኻ⽎ߣߒߡ߹ߔޕ

住宅性能表示制度は、新築・既存を問わず、すべての住宅を対象としています。
߹ߚޔᣂ▽ߩᐲࠍ↪ߒߚቛ߇ޔᢙᐕᓟߦᣢሽߩᐲࠍ↪ߔࠆߎߣ߽น⢻ߢߔߜ߽ޕ
また、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度を利用することも可能です。も
ࠈࠎޔᣢሽߩᐲߛߌߩ↪߽น⢻ߢߔ߇ޔᣂ▽ߩᐲࠍ↪ߒߚቛߩᣇ߇ޔᣢሽߩᐲ






ޣᣢሽቛޤ

【新築住宅】

【既存住宅】

光・視環境

٨⹏ଔቛߦઃߐࠇࠆࡑࠢ

空気環境

ちろん、既存の制度だけの利用も可能ですが、新築の制度を利用した住宅の方が、既存の制
↪ᤨߦ⹏ଔߢ߈ࠆᕈ⢻߇ᄙߊߥࠅ߹ߔޕ
  度利用時に評価できる性能が多くなります。
                     

温熱環境・エ
ネルギー消費
量

㧔㧞㧕ቛᕈ⢻␜ᐲߩኻ⽎

（2）住宅性能表示制度の対象

●評価住宅に交付されるマーク
ޣᣂ▽ቛޤ

火災時の安全

㧝㧚ᣂ▽ቛߩၮᧄ᭴ㅧㇱಽߩ℩∎ᜂ⽿છᦼ㑆ࠍ ޟᐕ㑆
1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10
⟵ോൻߣߎࠆߔޠ
年間義務化」すること
2.㧞㧚᭽ߥޘቛߩᕈ⢻ࠍࠊ߆ࠅ߿ߔߊ␜ߔࠆޟቛᕈ⢻
様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性

構造の安定

品確法に基づく制度です。
ᐔᚑ  ᐕ㧠㧝ᣣߦᣉⴕߐࠇߚຠ⏕ᴺߪ⦟ߩ⾰ޔቛࠍ
平成 12 年４月１日に施行された品確法は、質の良い住宅を安心して取得できるようにす
ᔃߒߡขᓧߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߚߦߟߊࠄࠇߚᴺᓞߢߔޕ
るためにつくられた法律です。
ߎߩᴺᓞߪޟޔቛᕈ⢻␜ᐲࠍޠޔએਅߩ㧟ᧄᩇߢ᭴
この法律は、
「住宅性能表示制度」を含む、以下の３本
ᚑߐࠇߡ߹ߔޕ
柱で構成されています。


第３章

㧔㧝㧕ຠ⏕ᴺߩⷐߣቛᕈ⢻␜ᐲߩ⟎ߠߌ
（1）品確法の概要と住宅性能表示制度の位置づけ

第２章

࠻ߥߤࠍ⚫ߒߡ߹ߔޕ

住宅性能表示制度

ߎߎߢߪޔቛᕈ⢻␜ᐲߩᩮᴺߣߥࠆຠ⏕ᴺߩ⸃⺑ࠍⴕߞߡ߹ߔޕቛᕈ⢻␜ᐲ
含む品確法全体の枠組みや制度の目的、主旨、並びに住宅性能表示制度を活用した際のメリット

活用のメリット

ここでは、住宅性能表示制度の根拠となる品確法の解説を行っています。住宅性能表示制度を

住宅の品質確保の
促進等に関する

法律の概要

１章．総論

音
環
境

ᑪ⸳ቛᕈ⢻⹏ଔ䋨ᣢሽቛ䋩↪㩷
䈱⹏ଔᦠ䈮ઃ䈜䈼䈐䊙䊷䉪㩷
建設住宅性能評価（既存住宅）
 用の評価書に付すべきマーク

防

̪ᣢሽቛߦߟߡߪ⸳⸘ࠍⴕ߁߽ߩߢߪߥߩߢ⸘⸳ޔቛᕈ⢻⹏ଔᦠߪࠅ߹ߖࠎ
※既存住宅については設計を行うものではないので、設計住宅性能評価書はありません

高齢者等への
配慮

設計住宅性能評価用の評価書 建設住宅性能評価（新築住宅）
ᑪ⸳ቛᕈ⢻⹏ଔ䋨ᣂ▽ቛ䋩↪㩷
㩷 㩷 ⸳⸘ቛᕈ⢻⹏ଔ↪䈱㩷
に付すべきマーク
用の評価書に付すべきマーク
䈱⹏ଔᦠ䈮ઃ䈜䈼䈐䊙䊷䉪㩷
㩷 ⹏ଔᦠ䈮ઃ䈜䈼䈐䊙䊷䉪
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２
住宅性能表示制度活用のメリット
㧞㧚ቛᕈ⢻␜ᐲᵴ↪ߩࡔ࠶࠻

住宅性能表示制度

活用のメリット
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㧔㧝㧕ᣂ▽ቛߩޟᑪ⸳࠻࠶ࡔߩᤨޠ⾼ޟ߿ޠ
㧞㧚ቛᕈ⢻␜ᐲᵴ↪ߩࡔ࠶࠻
٨ઁߩቛߣᕈ⢻ߩᲧセ߇ߢ߈߹ߔ
（1）新築住宅の「建設」や「購入」時のメリット
㧔㧝㧕ᣂ▽ቛߩޟᑪ⸳࠻࠶ࡔߩᤨޠ⾼ޟ߿ޠ
⥄േゞ߿ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤࠍ⾼ߔࠆ႐วߪޔᕈ⢻ࠍᲧセߒߡㆬ߮߹ߔߩࠄࠇߎޕຠߩ
٨ઁߩቛߣᕈ⢻ߩᲧセ߇ߢ߈߹ߔ
●他の住宅と性能の比較ができます
႐วߦࠣࡠ࠲ࠞޔ㚍ജ߿ឃ᳇㊂ޔ㧯㧼㨁ㅦᐲ߿ࡂ࠼࠺ࠖࠬࠢኈ㊂ߥߤޔᲧセߢ߈ࠆᖱႎ߇
⥄േゞ߿ࠦࡦࡇࡘ࠲ߥߤࠍ⾼ߔࠆ႐วߪޔᕈ⢻ࠍᲧセߒߡㆬ߮߹ߔߩࠄࠇߎޕຠߩ
自動車やコンピュータなどを購入する場合は、性能を比較して選びます。これらの製品の
ᦠ߆ࠇߡ߅ࠅޔᲧセᬌ⸛߇◲නߢߔޕ
႐วߦࠣࡠ࠲ࠞޔ㚍ജ߿ឃ᳇㊂ޔ㧯㧼㨁ㅦᐲ߿ࡂ࠼࠺ࠖࠬࠢኈ㊂ߥߤޔᲧセߢ߈ࠆᖱႎ߇
場合、カタログに馬力や排気量、ＣＰＵ速度やハードディスク容量など、比較できる情報が
ቛߩ႐วߢ߽ޟޔ㔡ߦᒝኅߩࡀࠛ⋭ޟޠኅߩߘޔߤߥޠቛߩ․ᓽ߇ᦠ߆ࠇߡࠆ
書かれており、比較検討が簡単です。
ᦠ߆ࠇߡ߅ࠅޔᲧセᬌ⸛߇◲නߢߔޕ
ߎߣ߇ࠅ߹ߔ߇ߩࠄࠇߎޔᕈ⢻ߪޔ
住宅の場合でも、
「地震に強い家」
「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれている
ቛߩ႐วߢ߽ޟޔ㔡ߦᒝኅߩࡀࠛ⋭ޟޠኅߩߘޔߤߥޠቛߩ․ᓽ߇ᦠ߆ࠇߡࠆ
ࡂ࠙ࠬࡔࠞ߿⽼ᄁળ␠ߦࠃߞߡ
ことがありますが、これらの性能は、
ߎߣ߇ࠅ߹ߔ߇ߩࠄࠇߎޔᕈ⢻ߪޔ
ޟᒝߐߩޠࡀࠛ⋭ޟ߿ޠቯ⟵߇⇣ߥߞ
ハウスメーカーや販売会社によって
ࡂ࠙ࠬࡔࠞ߿⽼ᄁળ␠ߦࠃߞߡ
ߡࠆߎߣ߇ᄙߊޔᲧセ߇࿎㔍ߢߒߚޕ
「強さ」や「省エネ」の定義が異なっ
ޟᒝߐߩޠࡀࠛ⋭ޟ߿ޠቯ⟵߇⇣ߥߞ
ߒ߆ߒޔᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲࠍ
ていることが多く、比較が困難でし
ߡࠆߎߣ߇ᄙߊޔᲧセ߇࿎㔍ߢߒߚޕ
ߞߡᑪ⸳ߐࠇߚቛߢࠇ߫ޔቛ
た。
ߒ߆ߒޔᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲࠍ
ߩᕈ⢻߇หߓၮḰߢ⹏ଔߐࠇߡࠆߩ
しかし、新築住宅の性能表示制度
ߞߡᑪ⸳ߐࠇߚቛߢࠇ߫ޔቛ
ߢޔᕈ⢻ߩᲧセ߇น⢻ߦߥࠅ߹ߔޕ
を使って建設された住宅であれば、
ߩᕈ⢻߇หߓၮḰߢ⹏ଔߐࠇߡࠆߩ
住宅の性能が同じ基準で評価されて 
ߢޔᕈ⢻ߩᲧセ߇น⢻ߦߥࠅ߹ߔޕ
いるので、性能の比較が可能になり


ます。
٨࡙ࠩߩᏗᦸߔࠆᕈ⢻ߩࡌ࡞ࠍ⏕ߢ߈߹ߔ

ᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲߪޔᏗᦸߔࠆᕈ⢻ࠍߔࠆቛࠍᑪ⸳ߒߚࠅ⾼ߒߚࠅߔࠆߣ߈
٨࡙ࠩߩᏗᦸߔࠆᕈ⢻ߩࡌ࡞ࠍ⏕ߢ߈߹ߔ
●ユーザーの希望する性能のレベルを確認できます
ߦᓎ┙ߟᐲߢߔޕ
ᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲߪޔᏗᦸߔࠆᕈ⢻ࠍߔࠆቛࠍᑪ⸳ߒߚࠅ⾼ߒߚࠅߔࠆߣ߈
新築住宅の性能表示制度は、希望する性能を有する住宅を建設したり購入したりするとき
ᵈᢥቛߩ⦟ߣߎࠈߪߩ࡙ࠩޔᏗᦸߦวߞߚቛ߇ᑪߡࠄࠇࠆߎߣߢߔޕઍ⊛ߥ
ߦᓎ┙ߟᐲߢߔޕ
に役立つ制度です。
Ꮧᦸߪޔ㑆ขࠅ߿ᄖⷰߦኻߔࠆ߽ߩߛߣᕁ߹ߔ߇ޟޔ㔡ߥߤߦኻߔࠆᒝߐࠢ࠶ࠪޟ߿ޠ
ᵈᢥቛߩ⦟ߣߎࠈߪߩ࡙ࠩޔᏗᦸߦวߞߚቛ߇ᑪߡࠄࠇࠆߎߣߢߔޕઍ⊛ߥ
注文住宅の良いところは、ユーザーの希望に合った住宅が建てられることです。代表的な
ࡂ࠙ࠬኻ╷ࠆࠇ߹ᦸ߽ߡߟߦߤߥޠ႐วߪޕ߁ࠂߒߢߩࠃ߫ࠇߔ߁ߤޔ
Ꮧᦸߪޔ㑆ขࠅ߿ᄖⷰߦኻߔࠆ߽ߩߛߣᕁ߹ߔ߇ޟޔ㔡ߥߤߦኻߔࠆᒝߐࠢ࠶ࠪޟ߿ޠ
希望は、間取りや外観に対するものだと思いますが、
「地震などに対する強さ」や「シック
ޟ㔡ߥߤߦኻߔࠆᒝߐࠬ࠙ࡂࠢ࠶ࠪޟ߿ޠኻ╷ޔߪߤߥޠኾ㐷⊛ߥ⍮⼂߇ߥߣᏗᦸ߽
ࡂ࠙ࠬኻ╷ࠆࠇ߹ᦸ߽ߡߟߦߤߥޠ႐วߪޕ߁ࠂߒߢߩࠃ߫ࠇߔ߁ߤޔ
ハウス対策」などについても望まれる場合は、どうすればよいのでしょう。
વ߃ࠄࠇߥߒޔቢᚑᓟߦߪ㓝ࠇߡߒ߹߁ㇱಽ߇ᄙߩߢ߽⏕ޔ࿎㔍ߢߔޕ
ޟ㔡ߥߤߦኻߔࠆᒝߐࠬ࠙ࡂࠢ࠶ࠪޟ߿ޠኻ╷ޔߪߤߥޠኾ㐷⊛ߥ⍮⼂߇ߥߣᏗᦸ߽
「地震などに対する強さ」や「シックハウス対策」などは、専門的な知識がないと希望も
ߘߎߢޔᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲࠍ߃߫ޟޔ⠴㔡╬⚖ߪ㧞ߦ߁ࠃߩߤߥޠ᭽ߥޘᕈ⢻ࠍ
伝えられないし、完成後には隠れてしまう部分が多いので、確認も困難です。
વ߃ࠄࠇߥߒޔቢᚑᓟߦߪ㓝ࠇߡߒ߹߁ㇱಽ߇ᄙߩߢ߽⏕ޔ࿎㔍ߢߔޕ
ಽ߆ࠅ߿ߔᢙ୯㧔╬⚖㧕ߢᜰቯ⏕ߢ߈ࠆ߫߆ࠅߢߪߥߊޔᜰቯߤ߅ࠅߦߢ߈ߡࠆ߆
そこで、新築住宅の性能表示制度を使えば、
「耐震等級は等級２」などのように様々な性
ߘߎߢޔᣂ▽ቛߩᕈ⢻␜ᐲࠍ߃߫ޟޔ⠴㔡╬⚖ߪ㧞ߦ߁ࠃߩߤߥޠ᭽ߥޘᕈ⢻ࠍ
ߤ߁߆ࠍኾ㐷ኅ߇࠴ࠚ࠶ࠢߒߡߊࠇ߹ߔޕ
能を分かりやすい数値（等級）で指定・確認で
ಽ߆ࠅ߿ߔᢙ୯㧔╬⚖㧕ߢᜰቯ⏕ߢ߈ࠆ߫߆ࠅߢߪߥߊޔᜰቯߤ߅ࠅߦߢ߈ߡࠆ߆
ಽ⼑ቛߩ႐ว߽ޔᕈ⢻␜ᐲࠍ↪ߒߡࠇ
きるばかりではなく、指定どおりにできている
ߤ߁߆ࠍኾ㐷ኅ߇࠴ࠚ࠶ࠢߒߡߊࠇ߹ߔޕ
߫ᕈ⢻߇ಽ߆ࠆߩߢޔห᭽ߦ࡙ࠩߩᏗᦸߦߞ
かどうかを専門家がチェックしてくれます。
ಽ⼑ቛߩ႐ว߽ޔᕈ⢻␜ᐲࠍ↪ߒߡࠇ
ߚቛࠍㆬࠎߢ㗂ߊߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
分譲住宅の場合も、性能表示制度を利用して
߫ᕈ⢻߇ಽ߆ࠆߩߢޔห᭽ߦ࡙ࠩߩᏗᦸߦߞ
ߥ߅ޔቛଏ⛎⠪߇ᄾ⚂ᦠ㕙ߦቛᕈ⢻⹏ଔᦠ߿
いれば性能が分かるので、同様にユーザーの希
ߚቛࠍㆬࠎߢ㗂ߊߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
ߘߩ౮ߒࠍᷝઃߒߚ႐ว߿ޔᶖ⾌⠪ߦቛᕈ⢻⹏ଔ
望にあった住宅を選んで頂くことができます。
ߥ߅ޔቛଏ⛎⠪߇ᄾ⚂ᦠ㕙ߦቛᕈ⢻⹏ଔᦠ߿
ᦠ߿ߘߩ౮ߒࠍઃߒߚ႐วߦߪޔ
ቛᕈ⢻⹏ଔᦠ
なお、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価
ߘߩ౮ߒࠍᷝઃߒߚ႐ว߿ޔᶖ⾌⠪ߦቛᕈ⢻⹏ଔ
書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅
ߦ␜ߐࠇߚᕈ⢻ࠍᜬߟቛߩᑪ⸳Ꮏࠍⴕ߁⧯ޔ
ᦠ߿ߘߩ౮ߒࠍઃߒߚ႐วߦߪޔቛᕈ⢻⹏ଔᦠ
性能評価書やその写しを交付した場合には、住
ߒߊߪߘߩࠃ߁ߥቛࠍᒁ߈ᷰߔߎߣࠍᄾ⚂ߒߚ
ߦ␜ߐࠇߚᕈ⢻ࠍᜬߟቛߩᑪ⸳Ꮏࠍⴕ߁⧯ޔ
宅性能評価書に表示された性能を持つ住宅の建
߽ߩߣߺߥߐࠇ߹ߔޕ
ߒߊߪߘߩࠃ߁ߥቛࠍᒁ߈ᷰߔߎߣࠍᄾ⚂ߒߚ
 設工事を行う、若しくはそのような住宅を引き
߽ߩߣߺߥߐࠇ߹ߔޕ
渡すことを契約したものとみなされます。
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第１章

住宅性能表示制度活用のメリット

「地震などに対する強さ」
「火災に対する安全性」
「省エネルギー対策」など 10 分野の性
専門知識がなくても分かりやすく理解していただけます。

第２章

能項目について、
等級や数値で表示します。外見からでは判断できない建物の性能の違いが、

住宅性能表示制度

ことが重要です。

活用のメリット

住宅の設計・建設にあたっては、事業者とユーザーが内容についてきちんと合意している

住宅の品質確保の
促進等に関する

●住まいの性能が等級や数値で表示されているので分かりやすくて安心

法律の概要

（２）ユーザー・事業者双方の安心感

第３章
構造の安定
火災時の安全
劣化の軽減

外見や簡単な間取図からでは判断しにくい事項が優先的に採用されています。

高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要です。また、10 の性能の中には、窓
を広くすると地震などに対する強さの等級が低くなるなどという関係のものもあります。

したがって、費用とユーザーの希望を考慮しつつ、どの性能を重要と考えるかが決め手と

光・視環境

また、建築基準法にもともと定められている性能事項については、最低等級である等級１
は建築基準法相当の性能として設定されています。

空気環境

●すべての等級が最高等級である必要はありません

温熱環境・エ
ネルギー消費
量

新築住宅の性能の表示事項には 10 分野 33 事項あります。これらのモノサシは、住宅の

維持管理・
更新への配慮

●住まいの安心は 10 分野のモノサシではかります

なります。
音
環

住宅性能表示制度のなかでは、日本住宅性能表示基準と評価方法基準を定めています。

評価方法基準では、住宅性能に関する設計図書の評価の方法（基準）や、現場検査の方法

防

が定められています。
（次頁参照）

高齢者等への
配慮

日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関し、表示すべき事項、表示の方法の基準を定め
ています。

境

●表示の基準と評価の基準があります。

犯
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第１章
住宅の品質確保の

促進等に関する

法律の概要

●日本住宅性能表示基準と評価方法基準の主な内容
表示事項

評価の方法

（日本住宅性能表示基準で規定）

（評価方法基準で規定）

住宅性能表示制度

活用のメリット

①構造の安定に関 地震や風などで力が加わった時の建物 壁量、壁の配置のつりあい等
すること（７項 の強さに関連すること
目）

…【耐震等級】
、
【耐風等級】など

第２章

②火災時の安全に 火災が発生した場合の避難のしやす 感知警報装置の設置、延焼の
関すること（７ さ・建物の燃えにくさに関連すること

おそれのある部分の耐火時間

項目）

等

…【感知警報装置設置等級】

第３章

【耐火等級】など
③劣化の軽減に関 建物の構造躯体等の劣化（木材の腐食・ 防蟻・防腐処置、床下・小屋
すること（１項 鉄のさび等）のしにくさに関連するこ 組の換気等

構造の安定

目）

と
…【劣化対策等級（構造躯体など）】

④維持管理・更新 配管等の日常の維持管理（点検・清掃・ 地中埋設管の配管方法等

火災時の安全

への配慮に関す 修繕）や、排水管の更新のしやすさに
ること（４項目） 関連すること
…【維持管理対策等級（専用配管）】

劣化の軽減

⑤温熱環境・エネ 住宅の断熱性能及び一次エネルギー消 躯体・開口部の断熱性能及び
ルギー消費量に 費量の低減に関連すること

設備機器等のエネルギー消費

関すること（２ …【断熱等性能等級】

量等

維持管理・
更新への配慮

項目）

【一次エネルギー消費量等級】

⑥空気環境に関す 化学物質等の影響の抑制等室内の空気 居室の内装材の仕様、換気措
ること（３項目） の清浄さに関連すること

置等

温熱環境・エ
ネルギー消費
量

…【ホルムアルデヒド対策等級】
【全般（局所）換気対策】
⑦光・視環境に関 採光等の視覚に関連すること

空気環境

、
【方位別開口比】
すること（２項 …【単純開口率】

居室の床面積に対する開口部
分の面積割合等

目）
⑧音環境に関する 騒音の防止等聴覚に関連すること

光・視環境

こと（４項目）

サッシ等の遮音等級

…【透過損失等級】

⑨高齢者等への配 加齢等に伴う身体機能の低下に配慮し 部屋の位置、段差の解消、階
慮に関すること た移動・介助のしやすさ、転落等事故 段の安全性、手すりの設置、

音

（２項目）

の防止に関連すること

通路・出入口の幅員等

環
境

…【高齢者等配慮対策等級（専用）】
⑩防犯に関するこ 開口部の侵入防止に関連すること

高齢者等への
配慮

と（１項目）

…【開口部の侵入防止対策】

防
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開口部の鍵やガラスの仕様等

