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■評価マニュアル 正誤表 （注）赤字は前回（2014/10/8 版）からの変更箇所を表す 

頁 訂正箇所 誤 正 

5 図Ⅰ.1.1 
図の一部修正 

（略） （本紙 4 ページ参照） 

7 表Ⅰ.2.1 
含まれる用途の変更 

事務所 事務所、庁舎、図書館、博

物館、郵便局など 
  
集会所 公会堂、集会場、ボーリング

場、体育館、劇場、映画館、

ぱちんこ屋、展示施設など 
 

事務所 事務所、庁舎、郵便局など 
  
集会所 公会堂、集会場、図書館、

博物館、ボーリング場、体育

館、劇場、映画館、ぱちんこ

屋、展示施設など 
 

15 LR1 エネルギーの解説文 
中段タイトル部 

1．建物の熱負荷抑制    1. 建物外皮の熱負荷抑制 

21 表Ⅰ.3.1 
表下部欄外 1） 2～3 行目 

1）地域区分は～別表第 4 による 1～8

の 8 地域から選択する（集合住宅の場

合のみ入力）。 

1）地域区分は～別表第 4 による 1～8

の 8 地域から選択する。 

22 表Ⅰ.3.2 
詳細用途と含まれる用途の変更 

事務所、

官公庁 
事務所、庁舎、図書館、博

物館、郵便局など 
  
劇場・ホ

ール、展

示施設、

スポーツ

施設 

公会堂、集会場、ボーリング

場、体育館、劇場、映画館、

ぱちんこ屋、展示施設など 

 

事務所、

官公庁 
事務所、庁舎、郵便局など 

  
劇場・ホ

ール、展

示施設、

スポーツ

施設、図

書館等 

公会堂、集会場、図書館、

博物館、ボーリング場、体育

館、劇場、映画館、ぱちんこ

屋、展示施設など 

 

31 図Ⅰ.3.13 
図中の文字修正 

  
39 Q1 室内環境 

説明文 12 行目以降に追加 
（右記追加） ＜会の評価について＞ 

会の評価は、図書館の評価基準である

会（図）と、その他の会（その他）に分か

れている場合があるので、その場合には

適宜いずれかを選択し評価すること。 
39 1.1 騒音 

適用条件の追加 
！適用条件 
会に分類される建物用途においては～ 

！適用条件 
会（図）は閲覧室のみを評価する。 
会（その他）において、博物館・展示施

設は展示室のみを評価する。 
会（その他）に分類される建物用途にお

いては～ （以下原文と同じ） 
39 1.1 騒音 

評価基準のアイコン修正 
学（大学等）・病（診療） 

45＜ [騒音レベル] 
 

学（大学等）・会（図）・病（診療） 
45＜ [騒音レベル] 

 

40 1.1 騒音 
評価基準のアイコン修正 

会 
40＜ [騒音レベル] 

 

会（その他） 
40＜ [騒音レベル] 

 

44 1.2.3 界床遮音性能（軽量衝撃源） 
解説 9 行目 

測定による場合は、JIS A 1418-2 測定による場合は、JIS A 1418-1 

48 2.1.1 室温 
適用条件の追加（4 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～評価基準が異なるため注意のこと。 

！適用条件 
～評価基準が異なるため注意のこと。 
会（図）は閲覧室のみを評価する。 
会（その他）において、博物館・展示施

設は展示室のみを評価する。 
48 2.1.1 室温 

評価基準のアイコン修正 
事 

レベル 2 を満たさない。 
 

事・会（図） 
レベル 2 を満たさない。 

 

2 温熱環境

2.1 室温制御

1 室温

2 負荷変動・追従制御性

3 ゾーン別制御性

2 温熱環境

2.1 室温制御

1 室温

2 外皮性能

3 ゾーン別制御性
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頁 訂正箇所 誤 正 

49 2.1.1 室温 
評価基準のアイコン修正 

物・飲・会 

冬期 18℃、夏期 28℃と多少我慢を強い

る室温を実現するための最低限の～ 
 

物・飲・会（その他） 

冬期 18℃、夏期 28℃と多少我慢を強い

る室温を実現するための最低限の～ 
 

55 2.1.3 ゾーン別制御性 
適用条件の追加（2 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 
会（図）は閲覧室のみを評価する。 
会（その他）において、博物館・展示施

設は評価対象外とする。 
55 2.1.3 ゾーン別制御性 

評価基準のアイコン修正（2 か所） 
事・工・病・ホ 

方位別やペリメータとインテリア別など～ 
 

物・飲・会 
同一フロアで冷暖房のゾーニングが無く～ 

 

事・会（図）・工・病・ホ 
方位別やペリメータとインテリア別など～ 
 

物・飲・会（その他） 
同一フロアで冷暖房のゾーニングが無く～ 

 

60 3.1.1 昼光率 
アイコンの修正（会を適用に変更） 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

60 3.1.1 昼光率 
適用条件の追加（2 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 
会は図書館のみを評価対象とする。会

（図）は閲覧室のみを評価する。 
60 3.1.1 昼光率 

評価基準のアイコン修正 
事・学・工・病・ホ・住 

[昼光率] ＜1.0％ 
 

事・学・会（図）・工・病・ホ・住 
[昼光率] ＜1.0％ 

 

64 3.1.3 昼光利用設備 
アイコンの修正（会を適用に変更） 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

64 3.1.3 昼光利用設備 
適用条件の追加（2 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 
会は図書館のみを評価対象とする。会

（図）については、閲覧室のみを評価す

る。 
64 3.1.3 昼光利用設備 

評価基準のアイコン修正 
物・飲・病・ホ・住 

（該当するレベルなし） 
 

物・飲・会（図）・病・ホ・住 
（該当するレベルなし） 

 

64 3.1.3 昼光利用設備 
解説 8 行目、11 行目 

なお、天窓（トップライト）については、～

共用部分への積極的な昼光利用を意

図したものである場合には、トップライトが

評価される。 

なお、天窓（トップライト）、頂側窓（ハイ

サイドライト）については、～共用部分へ

の積極的な昼光利用を意図したもので

ある場合には、トップライト及びハイサイド

ライトが評価される。 
66 3.3 照度 

アイコンの修正（会を適用に変更） 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

66 3.3 照度 
適用条件の追加（4 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～異なるため注意のこと。 

！適用条件 
～異なるため注意のこと。 
会は図書館のみを評価対象とする。会

（図）については、閲覧室のみを評価す

る。 
66 3.3 照度 

評価基準のアイコン修正 
事・病（診療）・工 

（該当するレベルなし） 
 

事・会（図）・病（診療）・工 
（該当するレベルなし） 

 

67 3.3 照度 
解説 3 行目 

事・病（診療）工における 事・会（図）・病（診療）・工における 

68 3.4 照明制御 
アイコンの修正（会を適用に変更） 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 
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頁 訂正箇所 誤 正 

68 3.4 照明制御 
適用条件の追加（3 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 

！適用条件 
～評価する（評価基準は共通）。 
会(その他)では博物館・展示施設のみ

を評価対象とする。博物館・展示施設

は展示室のみを評価する。 
68 3.4 照明制御 

評価基準のアイコン修正 事・学（大学等）・物・工・病・ホ・住 
制御区画が分かれていない、かつ～ 

 

事・学（大学等）・物・会（その他）・工・

病・ホ・住 
制御区画が分かれていない、かつ～ 

 

72 4.2.2 自然換気性能 
アイコンの修正（会を適用に変更） 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

72 4.2.2 自然換気性能 
適用条件の追加（3 行目以降に追

記） 

！適用条件 
～レベル 3 と評価する。 

！適用条件 
～レベル 3 と評価する。 
会は図書館のみを評価対象とする。会

（図）は閲覧室のみを評価する。 
72 4.2.2 自然換気性能 

評価基準のアイコン修正 
事・学（大学等）・工 

レベル 3 を満たさない。 
 

事・学（大学等）・会（図）・工 
レベル 3 を満たさない。 

 

78 Q2 サービス性能 
説明文 4 行目以降に追加 

（右記追加） ＜学の評価について＞ 
学の評価は、小学校・中学校・高校の

評価基準である学（小中高）と、大学等

の評価基準である学（大学等）に分か

れている場合があるので、その場合には

適宜どちらかを選択し評価すること。 
86 1.3.1 維持管理に配慮した設計 

解説⑪ 6 行目 
凹凸の高さをが 5mm としている。 凹凸の高さを 5mm としている。 

100 2.4.3 電気設備 
評価する取り組み No.4 
（延べ面積に関するコメントが No.4 全体

に掛かるものであることが分かるように、コ

メントの位置を移動し※を追加。） 

4  電源設備・精密機械（住宅の場

合は、～ブレーカー、分電盤～ 
ア) 電源設備・精密機械～ 
イ) 地下への浸水の防止～ 
ウ) 浸水の危険性がない。 

（延べ面積 2,000 ㎡未満は適用

外） 
 

4※ （※延べ面積 2,000 ㎡未満は適

用外） 
電源設備・精密機械（住宅の場

合は、～ブレーカー、分電盤～ 
ア) 電源設備・精密機械～ 
イ) 地下への浸水の防止～ 
ウ) 浸水の危険性がない。 

 

131 1.建物外皮の熱負荷抑制 
□適用のアイコン表示 
工場を対象外とする。 

事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

133 ■参考１ 
表中の用途名称 

集会所当 集会所等 

137 3.設備システムの高効率化 
図中の文字 
 
 
 

  

137 3.設備システムの高効率化 
図中の文字 
 
 

  

143 4.1 モニタリング 
採点基準の下の注記部分 

※2）概ね、表 3 に示す中から 4 種類以

上の～ 
※概ね、表 1 に示す中から 4 種類以上

の～ 
143 4.1 モニタリング 

解説 下から 6 行目 
～表 3 に示す事例等、3 つ以上の評価

が可能なこと。 
～表 1 に示す事例等、4 つ以上の評価

が可能なこと。 
154 2.4 躯体材料以外におけるリサイク

ル材の使用 
リサイクル資材の例） 
表中の文字 

エコマークを取得

した～商品類型

138） 

建築用石材 
排水・通気用硬室

ポリ塩化ビニル管 
宅地ます 

 

エコマークを取得

した～商品類型

138） 

建築用石材 
排水・通気用硬質ポ

リ塩化ビニル管 
宅地ます 

 

集合住宅の専用部

以外の評価 

集合住宅の専用部の評価 

設備システムの高効率化の評価 

 集合住宅の専有部

以外の評価 

集合住宅の専有部の評価 

設備システムの高効率化の評価 

 

集合住宅の場合は、共用部分と専用部分の評

 

 

集合住宅の場合は、共用部分と専有部分の評
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頁 訂正箇所 誤 正 

160 3.1有害物質を含まない材料の使用 
説明文 5 行目 

②建築構成材に～ MSDS（ Material 
Safety Data Sheet）が整備されていな

い。 

②建築構成材に～SDS（Safety Data 
Sheet）が整備されていない。 

160 3.1有害物質を含まない材料の使用 
説明文 15 行目 

評価の際には、MSDS を用いる～ 評価の際には、SDS を用いる～ 

185 ■参考１） 
2 行目 タイトル部 

1.除外施設の設置等に関する条例の基

準 
1.除害施設の設置等に関する条例の基

準 
188 2.3.4 廃棄物処理負荷抑制 

解説 3～5 行目 
Ⅰゴミの種類や量の計測 
1）建物内から～実際の排出状況を把

握・管理することが重要である。日常的

に発生するゴミの種類や量について調

査・把握している場合に評価する。 

Ⅰゴミの種類や量の推計 
1）建物内から～実際の排出状況を予

測し、適切な対策を行うことが重要であ

る。日常的に発生するゴミの種類や量に

ついて推計している、または推計するこ

とを計画している場合に評価する。 
193 3.1.2 振動 

解説 4～5 行目 
ただし、振動規制法や大規模小売店舗

立地法で定める計測期間～ 
ただし、振動規制法で定める計測期間

～ 
195 3.1.3 悪臭 

評価基準 レベル 1 
臭気指数の許容限度を下回るレベルで

ある 
臭気指数の許容限度を超えるレベルで

ある 

 

(p.5) 図Ⅰ.1.1 の修正 
 

 
 

CASBEE-建築（既存） 

CASBEE-建築（改修） 

2002 年事務所版完成、2014 年改訂 

2004 年 7 月完成、2014 年改訂 

2005 年 7 月完成、2014 年改訂 

CASBEE-戸建（新築）  

2012 年 5 月完成、2014 年改訂 

2006 年 7 月完成、2014 年改訂 

2007 年 9 月完成、2014 年改訂 

2004 年展示施設版完成、2008 年改訂 

建築系 

CASBEE-街区 

自治体版 CASBEE※1 

CASBEE-不動産 

2011 年 7 月完成 

CASBEE-都市 
2011 年 3 月完成、2013 年改訂 

住宅系 

CASBEE-住宅健康チェックリスト CASBEE-戸建（既存）  

CASBEE-短期使用 

街区系 

都市系 

CASBEE-コミュニティ健康チェックリスト 

2005 年 7 月完成、2010 年改訂 

CASBEE-ヒートアイランド 

CASBEE-学校※2 
2010 年 9 月完成 

2011 年 7 月完成 

2013 年 6 月完成 

CASBEE-建築（新築）  

CASBEE-住戸ユニット（新築）  
2014 年 5 月完成 

CASBEE-インテリアスペース 
2015 年 3 月完成 

CASBEE-すまい（改修）チェックリスト 
2015 年 7 月完成 

CASBEE ファミリー 


