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Ⅰ．はじめに 
 
平成 27 年 7 月 8 日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律（平成 27 年法律第 53 号）」（以下「建築物省エネ法」といいます。）が、平成 28 年

4月 1日に部分施行されます（なお、規制的措置の本格施行は平成 29年 4月を予定。）。

関連する政令等として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令、建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令および建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律施行規則が公布されており、いずれも平成 28 年 4 月 1 日に施行され

る予定です。 

 

国土交通省によると、この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネ

ルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向

上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合

義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもので

あり、現行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「現行省エネ法」と

いいます。）による規制を強化するものとなっています。 

 

これらの内容は多岐にわたりますが、本ニュースレターにおいては、その中から

REIT に関連のある項目について概説します。なお、制度の詳細をすべて記載してい

るものではないことにご留意ください。 
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Ⅱ．REIT への影響 

 

建築物省エネ法の REIT 実務への影響のうち、主要なものとして考えられるのは以

下の 2 点です。 

 
1．エネルギー消費性能基準への適合義務への対応 
 
確認申請が平成 29 年 4 月 1 日以降になされる、大規模な非住宅建築物の新築・

増改築を行う場合、または、平成 29 年 4 月の本格施行時に現に存する建築物の一

定規模以上の増改築（政令にて増改築後の建築物における増改築部分の比率が規定

される予定です。）を行う場合は、建築確認申請を行う前に、建築物エネルギー消費

性能基準に適合させる必要があります（ただし、平成 29 年 4 月 1 日以前に現行省

エネ法に基づく届出を行っている場合は除きます。）。このため、今後、REIT が将

来の増改築を視野に入れて資産を組み入れる場合または REIT への組入れを見越し

てスポンサーが建物を取得しもしくは新築する場合において、当該建築物のエネル

ギー消費性能の程度および基準への適合性の有無が組入れ時の物件選定の考慮材料

となることが想定されます。 

 
2．エネルギー消費性能の表示（省エネ表示制度）の有効活用 
 
建築物が建築物省エネ法に定める省エネ基準に適合する場合（既存建築物を改修

して、基準に適合させた場合を含みます。）、所管行政庁（一定の場合を除き、建築

主事を置く市町村の区域については市町村長を、その他の市町村の区域については

都道府県知事をいいます。以下同じです。）から基準適合認定マークを取得し、認定

を受けた建築物とその利用に関する広告等において同マークを表示することができ

ます。また、建築物省エネ法に定める特に優れた省エネ性能をもつ建築物の場合、

第三者認証（BELS）ラベルを取得してエネルギー性能を表示することができます。

REIT に当該マークまたはラベルを取得した物件を積極的に組み入れることで、グ

ローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）などの既存の指標の活

用と併せて、環境面やエネルギー性能を重視した REIT というポジティブなメッセ

ージを投資家に対して打ち出すことが可能となり、他 REIT との差別化を図る一材

料とすることが考えられ、各 REIT におけるポートフォリオ組入れ基準に一定の影

響があるものと思われます。 

 
Ⅲ．建築物省エネ法の概要 

 

建築物省エネ法は、一定規模以上の非住宅建築物の新築等を行う際の基準適合義務

等の規制的措置（本格施行は、平成 29 年 4 月を予定）のほか、省エネ基準適合建築
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物の表示制度や誘導基準に適合する建築物への容積率特例等の誘導的措置（平成 28

年 4 月 1 日施行）を講じることとされています。 

 

1．規制的措置 
 
(1) 大規模な非住宅建築物に対する適合義務と適合性判定義務 

非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模な

ものとして政令で定める規模（床面積 2,000 ㎡を予定）以上である建築物（以下

「特定建築物」といいます。）について、新築時等におけるエネルギー消費性能基

準への適合義務と適合性判定を受ける義務を課し、これらを建築確認手続きに組

み込むことで実効性を担保することとしています（建築物省エネ法 11 条、12 条

および 15 条）。 

具体的には、建築主は特定建築行為（①特定建築物の新築、②特定建築物の増

改築（非住宅部分の増改築の規模が政令で定める規模（床面積 300 ㎡を予定）以

上であるものに限ります。）、③特定建築物以外の建築物の増築（非住宅部分の増

築の規模が政令で定める規模以上（床面積 300 ㎡を予定）であるものであって、

当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限ります。）。なお、平成 29

年 4 月施行時に現に存する建築物についても、増改築面積が増改築後全体面積の

一定割合以上である場合も含まれます。）をしようとするときは、建築確認申請を

行う前に、まず、建築物エネルギー消費性能基準に適合させたうえで、工事着工

前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、所管行政庁による建築物エネ

ルギー消費性能適合判定を受ける必要があります。そして、建築物の確認申請を

行う際に、建築主事または指定確認検査機関に対して適合判定通知書の写しを提

出する必要があります。この規定に反した場合、所管行政庁は是正命令およびそ

れに必要な検査等を行うことができます。 

なお、所管行政庁は、登録省エネ判定機関に適合性判定を行わせることができ

るとされ、登録省エネ判定機関が指定確認検査機関を兼ねるときは、申請者は建

築確認と省エネ基準適合性判定を同時に申請することができるものとされていま

す。 
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＜申請フロー図＞ 

 

（出典：国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室作成「建築物省エネ法の概要」48 頁） 

 

以上のような規制的措置の適用除外となる建築物として、以下のものが挙げら

れます（建築物省エネ法 18 条）。 

・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける

必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物（前者につき畜舎・自

動車車庫・自転車駐輪場等、後者につきスポーツ練習場・観覧場・屋外駐車場

等） 

・法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がと

られていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難

なものとして政令で定める建築物（文化財に指定された建築物等） 

・仮設建築物のうち政令に定められるもの（応急仮設建築物等） 

 

(2) 中規模以上の建築物に対する届出義務（建築物省エネ法 19 条） 

中規模以上の建築物（床面積 300 ㎡以上を予定）について新築・増改築を行う

際、所管行政庁への省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適

合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができるとされて

います。こちらは、(1) の基準適合義務とは異なり、住宅についても適用があり

ます。 
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2．誘導的措置 
 
(1) 省エネ向上計画の認定（容積率特例）（建築物省エネ法 29 条～35 条） 

新築または改修の計画が一定の要件を満たす場合、所管行政庁の認定を受けて

容積率の特例を受けることができるものとされています。 

・認定基準として、①誘導基準に適合すること（エネルギー消費性能基準を超え

るものとして、経済産業省令・国土交通省令で定める基準）、②計画に記載され

た事項が基本方針に照らして適切であること、③資金計画が適切であることが

必要です。 

・その場合、容積率の特例として、省エネ性能向上のための設備について、通常

の建築物の床面積を超える部分を不算入とすることができます。 

・省エネ性能向上のための設備例としては、太陽熱集熱設備、太陽光発電設備、

燃料電池設備、コージェネレーション設備、地域熱供給設備、ヒートポンプ式

熱源措置と併せて設ける蓄熱設備、蓄電池設備（再生利用可能エネルギー発電

設備と連携するものに限る）、全熱交換器が挙げられます。 

 

(2) エネルギー消費性能の認定・表示（建築物省エネ法 7 条、36 条） 

優れた省エネ性能をアピールすることを可能とするべく、第三者認証（BELS）

ラベルを取得し、エネルギー消費量等の表示と星表示を行う制度が創設されます

（7 条）。また、既存建築物を省エネ基準に適合させた場合、認定を受けた建築物

とその利用に関する広告等について、所管行政庁の認定を受けた旨の表示（基準

適合認定マーク）を行う制度が創設されます（36 条）。 

これらの表示制度によって、建築物のエネルギー消費性能の「見える化」を通

じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備の

ための信頼性の高い評価のものさしおよび第三者による認証制度・表示制度の充

実・普及を図り、建築物の所有者の性能向上のインセンティブが図られ、建築物

のエネルギー消費性能の向上につながることが期待されます。 

 
Ⅳ．現行省エネ法と建築物省エネ法との比較 

 

現行省エネ法と建築物省エネ法における新築にかかる措置については、下表のとお

り、①大規模建築物（2,000 ㎡以上）、②中規模建築物（300 ㎡以上 2,000 ㎡未満）、

③小規模建築物（300 ㎡未満）ごとに、手続きの相違点があります。 

なお、現行省エネ法は、建築物省エネ法の施行後も現時点では存続予定ですが、現

行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度につい

ては、平成 29 年 3 月末をもって廃止予定となっています。 
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 現行省エネ法 建築物省エネ法 

大規模建築物

（2,000 ㎡以上） 

非住宅 

届出義務 

（著しく不十分な場合、指

示・命令等） 

適合義務 

（建築確認手続きに連動） 

住宅 

届出義務 

（著しく不十分な場合、指

示・命令等） 

届出義務 

（基準に適合せず、必要と

認める場合、指示・命令等） 

中規模建築物

（300 ㎡以上

2,000 ㎡未満） 

－ 

届出義務 

（著しく不十分な場合、勧

告） 

届出義務 

（基準に適合せず必要と

認められる場合、指示・命

令等） 

小規模建築物

（300 ㎡未満） 
－ 

努力義務 

（必要と認められる場合、勧

告・命令等（注）） 

努力義務 

（必要と認められる場合、

勧告・命令等（注）） 

（注） 住宅の建築（年 150 戸以上）を業として行う建築主（住宅事業建築主）に対してのみ適用あり。 
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NEWS 
 2016 年 1 月付けで、新人弁護士（26 名）が入所しました 

 

 MHM ジャカルタデスク開設のご挨拶 

森・濱田松本法律事務所は、インドネシアのジャカルタに MHM デスクを開設する

ことを決定いたしました。 

 

当事務所は、アジアの 前線でのクライアントの皆様のビジネスにより貢献するた

めに、今般、アジアの新興国の中でも も成長著しく、また、多くの日本企業にと

って非常に重要な海外事業拠点として位置づけられるインドネシアにおいて、提携

関係を有している ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL TISNADISASTRA 法律事
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務所（AKSET Law）に、当事務所の弁護士が常駐するデスクを設けることにしたも

のです。 

 

当事務所は、2012 年よりインドネシアに弁護士を派遣し、2014 年からは AKSET 

Law に竹内哲弁護士が駐在しインドネシア業務をサポートしておりましたが、今回

の AKSET Law との提携関係の強化に伴い、同弁護士は AKSET Law から更なるバ

ックアップを受け同事務所の圧倒的なノウハウを活用しながら、より充実したサー

ビスを提供いたします。また、竹内哲弁護士に加えて、今年中ごろには細川怜嗣弁

護士が赴任予定です。 

 

当事務所は、今後とも、東京、大阪、名古屋、福岡、北京、上海、シンガポール、

バンコク、ヤンゴン、そして新たに加わるジャカルタの各拠点・全弁護士が一丸と

なって、より一層クライアントの皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 鈴木 克昌 弁護士が IBA（国際法曹協会）証券法委員会委員・M&A 部会 副議長

に就任しました 

2016 年 1 月 18 日付にて、鈴木克昌弁護士が国際法曹協会、証券法委員会委員・

M&A 部会 副議長（Vice-chair of the Mergers and Acquisitions Subcommittee in the 

Security Law Committee of International Bar Association）に就任しました。 

 

 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 6 名の弁護士がパートナーに就任致しました。 

【パートナー】  

秋本 誠司、岡谷 茂樹、横田 真一朗、熊谷 真和、大野 志保、松下 憲 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任致しました。 

 【オブ・カウンセル】 

池村 聡、玄場 光浩、佐伯 優仁 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 
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 名古屋オフィス移転のお知らせ 

弁護士法人森･濱田松本法律事務所名古屋オフィスは 2015 年 9 月より業務を行っ

て参りましたが、この度、2016 年 3 月 1 日より下記に移転いたしましたのでご案

内申し上げます。 

 

移転先： 

愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号 大名古屋ビルヂング 23 階 

TEL：052-446-8660（代表）/ FAX:052-446-8661（代表） 

※各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

  

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

www.mhmjapan.com

