
2022年5月17日

アダム・ヒンジマネージングディレクター

米国ニューヨーク州タリータウン



建築性能基
準とは何？

建築性能基準は、

建築主が何らかの性能基準（ベンチマーク）や目

標(一般にエネルギー性能評価、エネルギーや炭

素排出の原単位)を満たすことを求める規制や政

策である。

多くの場合、建築主は建築物を基準に適合させる

ために複数年の期間を与えられるが、年を経るにつ

れ厳しさが増す段階的な義務もある。

性能基準は、対象となる全ての建物所有者に行

動を求めることができる。
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建物性能基準（BPS）とエネルギー・コード
との違い

エネルギー・コード パフォーマンス・スタンダード

義務の原則 エネルギーコードは一般的に新築を対象として

策定されますが、新築の基準が大規模改修や

変更プロジェクトに適用される場合もあります。

建物のエネルギーまたは炭素性能の閾値、

一般に測定されたエネルギーまたは炭素の

強度、あるいは性能評価と連動したものに

基づく。

義務の基本的

な発効要件

（トリガー）

既存の建物の改築、改修、または改装を行う際

に、所定のエネルギー効率水準または性能を満

たす「一回限りの」義務。一般に、改修の水準

が、建物の床面積または価額の一定割合を超

える場合に適用される。

所定の期日までに所定のエネルギー（また

は排出）性能レベルを満たすこと。多くの場

合、要求性能レベルは時間の経過とともに

上昇し、将来要件がより厳しくなることにつ

いて長期的なシグナルを送る。
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メリットと課題：エネルギーコードとBPSの関係

エネルギー・コード パフォーマンス・スタンダード

メリット ほとんどの地域で、新築および一部の改築に対し

て、すでに開発および実施プロセスが実施されて

いる。

建設関係者はエネルギーコードにほぼ精通してい

る

ほとんどの管轄区域には建築規制の部署があり、

さまざまな建築法規に対応している

建設行為（リノベーション/リモデリング）をトリガーとせ

ず、主要なエネルギー改修のきっかけを作ることができ

る 。

改築される建物だけを対象にするより、はるかに多くの

既存の建物をエネルギー改修させることができる

定期的な基準引上げによって、長期的により厳しい基

準に誘導する。

数年先の義務レベルを明確に示すことで、建物の通常

の投資計画の中で（エネルギー改修）が検討される。

課題 ほとんどのコード・プロセスは建設行為をトリガーと

しているため、既存の建物ストックの大部分に対

応できていない。

規定の実施・施行は健康と生命の安全の問題に

重点を置き、エネルギー性能の優先順位は低い

比較的新しい政策手段― あまり成熟した政策があま

り実施されていないため、政策の有効性に関して不確

実性と潜在的なリスクがある。

多くの業界関係者が精通しておらず、基準を満たすた

めの技術的な知識が不足している可能性がある。
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アメリカ都市・州における既存建物対策：
建物性能基準（Building Performance Standard）



30以上の都市・州が全米建物性能基準連合に参加
2022年ホワイトハウスにより発足
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ファクトシート：バイデン―ハリス政権は、
州と地方政府が建物性能基準を強化するための

連合を発足



BPS はエネルギー・レポーティング制度を基に造
られた
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アメリカ都市・州における既存建物対策：
ベンチマーキング、透明性、さらに。。。



米国BPSの主要基準

州・都市
法制化年

対象建物の
種類

対象建物の

最小面積
(sq. ft)

算定基準 義務開始年

ワシントンD.C. 2019 C、MF 10,000
ENERGY STARのベンチマー
クスコア （1-100）

2026

ニューヨーク 2019 C、多くのMF 25,000
炭素原単位

（床面積当たり トンCO2e ）
2024

ワシントン州 2019 C 50,000 エネルギー原単位（二次） 2026

セントルイス 2020 C、MF 50,000 エネルギー原単位（二次） 2025

コロラド州 2021 C、MF 50,000 規定で定める 2026

ボストン 2021 C、MF 20,000 年間GHG排出量 2025

メリーランド州 2022 C、MF 25,000 オンサイトのGHG排出量 2030

建物の種類。C = commercial (業務)、MF =multifamily(集合住宅)。
「初年度」とは、少なくとも一部の建物に義務基準が適用される初年度を指す。多くの地域で、基準は段階的に適用され、記載の年には、対象建物の一部だけ
に基準が適用される場合もある。
エネルギー原単位は、一次または二次エネルギー消費として算定され、アメリカでは、二次エネルギーは“site”energy、一次エネルギーは“source”energyと言
われる。ワシントン州とセントルイスが滲エネルギーを算定に使っているのに対し、他の地域では一次エネルギーを使っている。 8



ニューヨーク市法97条（2019年版）
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対象物件の分布 実施スケジュール

法制定

排出削減を
更に強化

最初の遵守レ
ポート期限

仕様による
算定期限

排出
制限
開始

届出、ルール
締め切り

調整期限

炭素取引

低 床面積当たり排出 高

このグラフはコンセプトの説明を目的としており、実際の物件やその排出を表している訳ではない

出典）Urban Green Council Local Law 97 Summary
https://www.urbangreencouncil.org/sites/default/files/2020.07.09_u
rban_green_building_emissions_law_summary_revised_11.17.2020.
pdf 

about:blank


ボストンBPSの排出規制

ボストンの「建築物排出
削減および情報公開条
例」（BERDO）

2050年までにゼロエミッ
ションを達成するために、
建物用途別に排出原単
位の制限を定めている。
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建物用途ごとのCO2e 排出基準

建物用途

集会場

カレッジ／大学

教育

食品販売・サービス

健康関連

宿泊

製造業／
産業

集合住宅

オフィス

小売

サービス

倉庫

テクノロジ／サービス



ワシントンDC 建築物エネルギー性能基準（BEPS）

DCのBEPSでは、既存建物の
エネルギー性能の最低基準
値を定めている

これらの基準は、ENERGY
STARのスコア（1～100 点）で
算定された建物のエネルギー性
能に基づいている
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BPS指標の違いによる課題
メトリックス 長 所 短 所

エネルギー

消費原単位

ENERGY STAR などの確立されたプログラムを
使用して重要な正規化（ノーマライゼーション）
を行うことができる； 多くの利用者はこれらの指
標とツールに精通している。

エネルギー効率を重視

電力供給源は排出量にとって非常に重要であるにも
かかわらず、電力網で何が起こっているかをほとんど無
視している。

エネルギー使用量のみを対象とするため、80%以上
の排出量削減を達成する長期目標を策定すること
が困難である。

GHG排出量

GHG排出量の削減という、ほとんどの都市・地
域の究極の目標につながる。

オフセットと取引が認められれば、建物所有者に
さらなる柔軟性を提供する。

2050年までの長期目標が立てやすい

グリッドからの排出を含むが、建物所有者のコントロー
ルできる範囲を超えている；これらの排出係数は時
間の経過とともに変化する。

クレジットやオフセットが広く利用できるようになれば、
エネルギー効率が軽視される可能性もある。効率が
低下すれば、ピーク時や風の吹かない曇りの日の電
力供給がより困難になる可能性がある
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増え続ける都市向けリソース

www.usdn.org/uploads/cms/documents/bps-framework_july-
2021_final.pdf 13

BPSの内容 条例の主な内容 主な検討点

１）対象建築物の範囲を
定める

・建物の種類（例：業務、共同住宅、
産業、等）
・建物の規模基準（例：25,000スク
エアフィート超）

・特定の除外対象

２）建物性能の算定手法
を選定する

・主要な算定方法（例：エネルギー消
費原単位EUI,GHG排出原単位、エナ
ジースタースコア）

・算定手法の選択が建物の対策にどのように影
響を与えるか
・BPSの様々な目標を達成するための算定手
法の組み合わせ

３）対象建物の目標設定 ・目標（基準）設定
・目標（基準）は時と共に強化

・長期及び中間目標
・算定基準は、パーセンタイル値または絶対値
どちらで定めるか

４）スケジュールを決める ・義務化の開始時期
・遵守（猶予）期間の長さ

・資金等の限られた建物への対応
・建物タイプ／規模による段階的導入

５）執行の手法を決める ・プロセスの確立／遵守手法や罰則を
決める機関を確立

・仕様基準のオプション
・資金等のリソースが限られた建物への道筋

６）順守義務違反への罰
則を決める

・罰則の額の変化など枠組みの明確化
（条例で学まで決めると必要な柔軟性
が発揮できない）

・金銭による／よらない
・罰則を遵守コストと関連させるか否かの判断
・罰則を何に使うか
・資金調達が困難なケースにどう対応するか

７）支援の制度を示す ・適切な制度を作るためのスタッフ選定 ・制度を経済的インクルージョンにどうつなげるか
・十分な資金限のない建物所有者への支援

http://www.usdn.org/uploads/cms/documents/bps-framework_july-2021_final.pdf


気候変動に加え公平性の問題が注目されるように
なった
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気 候 公平性

壊滅的な気候変動を避ける

もはや人種問題の結果ではない

グリーンジョブ
住宅
健康

カーボン
エネルギー消費
化石燃料



BPS政策の詳細については、Institute for Market 
Transformationを参照（ボストンの事例）

15出典：https://www.imt.org/resources/comparison-of-u-s-building-performance-standards/ 
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米国BPS政策に関する資料
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• Institute for Market Transformation (IMT) BPS Resources (Comparison of 
different US BPS, Model BPS Ordinance)
• www.imt.org/bps

• National BPS Coalition
• nationalbpscoalition.org

• Building Performance Standards – A framework for existing buildings, 
for the American Cities Climate Challenge
• www.usdn.org/uploads/cms/documents/bps-framework_july-2021_final.pdf

• Relationship of BPS with Building Energy Codes: International Energy 
Agency/Building Energy Codes Working Group report Building Energy 
Codes and Other Mandatory Policies Applied to Existing Buildings
• https://www.iea-ebc.org/Data/Sites/1/media/docs/working-groups/building-energy-

codes/ebc_wg_becs_codesothermandatorypolicies-existingbuildings_june_2021.pdf

about:blank
about:blank
http://www.usdn.org/uploads/cms/documents/bps-framework_july-2021_final.pdf
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