
問題１ 建築物省エネ法における「総論」に関する次の記述のうち、 も不適当なもの

はどれか。 

1) 第 11 条・12 条で規定された基準適合義務において、適合すべき基準は、外

皮基準と一次エネルギー消費量基準である。

2) 住宅トップランナー制度において、適合させるように努めなければならない基

準は、経済産業省令及び国土交通省令で定められている。

3) 建築主等は、建築物の新築、増改築、修繕若しくは模様替え等において、その

建築物のエネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。

問題２ 建築物省エネ法における「規制措置の手続」に関する次の記述のうち、 も不

適当なものはどれか。 

1) 床面積 2,500 ㎡の非住宅建築物を新築しようとするときは、建築物エネルギ

ー消費性能確保計画又はその写しがなければ、確認済証の交付が受けられない。 

2) 床面積 300 ㎡の住宅を新築しようとするときは、建築主がエネルギー消費性

能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければな

らない。

3) 建築主が建築物省エネ法第 30 条に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定を取得している場合には、省エネ適合判定通知書の交付を受けたものと

みなされる。

問題３ 建築物省エネ法における「審査の手順」に関する次の記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

1) 所管行政庁等は、提出された設計図書に断熱材や窓等の仕様、各設備機器の性

能値等の省エネ基準に係る情報が記載されており、作成した建築士の記名・捺

印があることを確認した。

2) 所管行政庁等は、省エネ計画を受け取った日から必ず１４日以内に、省エネ適

合性判定通知書を建築主に交付しなければならない。

3) 所管行政庁等は、申請受付前に申請に必要な図書の種類、部数等の形式的な確

認を行い、建築主に対して図書の不足を指摘した。
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問題４ 建築物省エネ法における「完了検査」に関する次の記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

1) 軽微な変更説明書及び所管行政庁等が交付した軽微変更該当証明書とその申

請図書一式に基づき、再計算による軽微な変更であることを判断した。

2) 空気調和設備の設置状況を現地審査で型番により照合したので、各機器の納入

仕様書による性能値の確認は全数行わず一部の機器のみ行った。

3) 物販店舗のテナント部分において、照明設備および空気調和設備が設置されて

いたが、省エネ適合性判定においては当該設備が設置されていないものとして

評価を行っていたので適合と判断した。

問題５ 建築物省エネ法における「対象面積」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 

1) 非住宅部分が 2,600 ㎡の建築物の新築について、非住宅部分のうち高い開放

性を有する部分の床面積が 800 ㎡あるため、基準適合義務の対象外と判断し

た。

2) 非住宅部分が 2,000 ㎡の建築物について、非住宅部分 200 ㎡を増築する行

為は、基準適合義務の対象外と判断した。

3) 規制措置施行以前に竣工した非住宅部分が 1,800 ㎡の建築物について、非住

宅部分 1,000 ㎡を増築する行為は基準適合義務の対象と判断した。

問題６ 建築物省エネ法における「対象面積」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 

1) 非住宅部分が 900 ㎡、住宅部分が 900 ㎡である建築物に、非住宅部分を 300

㎡増築する行為は、特定建築行為ではないと判断した。

2) 500 ㎡の建築物のうち、非住宅部分が 200 ㎡であったため、所管行政庁への

省エネ計画の届出は必要ないと判断した。

3) 床面積 100 ㎡の駐車場を有する建築物において、駐車場の常時外気に開放さ

れている開口部の合計面積が 10 ㎡であったため、高い開放性を有する部分と

判断した。
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問題７ 基準適合義務の「対象となる建築物」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 

1) 販売又は賃貸を目的とした建築物については、建築主がエネルギー消費性能を

表示するよう努めなければならない。

2) 着工が規制措置施行日以降であったが、従来の省エネ法に基づく届出を規制措

置施行日より前に行っていたので、基準適合義務の対象外とした。

3) 所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の確保のために必要があると認め

るときは、建築主等に対して必要な指導及び助言することができる。

問題８ 建築物省エネ法における「完了検査」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 

1) 建築主事等は、建築主から提出された軽微な変更説明書とこれに係る根拠資料

により、軽微な変更に該当していることを確認した。

2) 建築主事等は、工事監理の実施状況を省エネ工事監理報告書に基づき確認した

が、すべての設備機器に対しては、納入仕様書や品質証明書の抽出確認を行わ

なかった。

3) 省エネ適合性判定時には設置しないとされていた設備機器が完了検査時に設

置されていたが、テナント用の設備機器であったため、建築主事等は完了検査

時においても設置されていないものとみなして検査をした。

問題９ 建築物省エネ法における「審査の手順」に関する次の記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

1) 所管行政庁等は、省エネ計画の受理後、添付図書の不備等により省エネ適合性

判定を行えない場合は、判定を行えない旨の結果とその理由を通知する必要が

ある。

2) 省エネ基準に係る計画変更を実施した場合、他の建築基準関係規定に係る変更

が行われていなくても、建築主は計画変更に係る確認申請を行う必要がある。 

3) 大臣認定の取得後に、大臣認定書に記載されている仕様等に該当しない省エネ

基準に係る計画変更を行う場合、建築主は再度、大臣認定を取得する必要があ

る。
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問題１０ 建築物省エネ法における「省エネ適合性判定の適用除外の判断」に関する次

の記述のうち、 も不適当なものはどれか。 

1) 建築物の用途が「自動車車庫」であり、空気調和設備が設置された管理人室が

一部分にあるが、駐車場には空気調和設備が設置されていないため、省エネ適

合性判定の適用除外と判断した。

2) 建築物の用途が「水泳場」であり、空気調和設備が設置されておらず、外壁に

開放可能な窓が床面積の 1/20 以上設置されていなかったため、省エネ適合性

判定の適用除外と判断した。

3) 建築物の用途が「倉庫業を営む倉庫」であり、全て常温倉庫で空気調和設備が

設置されていなかったため、省エネ適合性判定の適用除外と判断した。

問題１１ 建築物省エネ法における「規制等対象部分」に関する次の記述のうち、 も

不適当なものはどれか。 

1) 適合性判定対象の建築物の増築において、建築主は既存部分を含めた建築物全

体での省エネ計画を提出した。

2) 適合性判定対象の建築物が、通常の省エネ基準で評価ができない特殊な設備を

用いていたため、建築主は当該設備について大臣認定を取得し、適合判定通知

書の交付を受けたものとみなした。

3) 性能向上計画認定を受けた建築物において、建築主はコージェネレーション設

備の設置に要した床面積のうち通常の建築物の床面積を超える分の面積（床面

積の 10％を上限）を容積率算出時の床面積から除外した。

問題１２ 建築物省エネ法における「性能向上計画認定、基準適合認定・表示制度」に

関する次の記述のうち、 も不適当なものはどれか。 

1) 性能向上計画認定を取得し容積率の特例を受けた建築物については、当該認定

を取得した旨の表示をしなければならない。

2) 性能向上計画認定を取得した建築物のうち、適合性判定の対象となるものにつ

いては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなした。

3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、建築物の新築、増改築、及び、

修繕・模様替、建築物への空気調和設備等の設置・改修が対象となる。
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問題１３ 基準適合義務の「規制等対象部分」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 

1) 建築基準法第 85 条の許可を受けた仮設建築物であるが、2,000 ㎡を超えて

いたため基準適合義務の対象と判断した。

2) 基準適合義務の対象となる建築物について、高い開放性を有する部分に設けら

れた計算対象設備についても、エネルギー消費量の計算を行った省エネ計画を

所管行政庁等に提出した。

3) 居室を有せず空気調和設備を設ける必要がない建築物であったので、基準適合

義務除外と判断した。

問題１４ 標準入力法とモデル建物法の入力方法の違いに関する記述のうち、 も不適

当なものはどれか。 

1) 空気調和設備の「熱源機種」の選択肢は、モデル建物法より標準入力法の方が

多い。

2) 照明設備の「制御」の選択肢は、モデル建物法より標準入力法のほうが多い。 

3) 窓の「ガラスの種類」と「建具の種類」の選択肢は、モデル建物法より標準入

力法の方が多い。

問題１５ モデル建物法における「昇降機」の評価に関する次の記述のうち、 も不適

当なものはどれか。 

1) 昇降機入力シートについて、同一機種が複数台設置される場合も、1 台ずつ仕

様を入力する必要がある。

2) 計算対象建築物に複数の速度制御方式が混在していたため、 も積載量が大き

い昇降機の速度制御方式を選択した。

3) 「可変電圧可変周波数制御方式（回生あり）」を選択するためには、評価対象

の昇降機すべてがその方式を採用している必要がある。
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問題１６ モデル建物法における「設備の入力項目」に関する次の記述のうち、 も不

適当なものはどれか？ 

1) 空気調和設備の入力において、吸収式冷凍機のための冷却塔ファン消費電力を

入力する必要はない。

2) 照明設備の入力において、シティホテルモデルにおける客室ではユニットバス

の照明器具の消費電力を入力する必要はない。

3) 機械換気設備の入力において、第一種換気の場合は排気用送風機の消費電力を

入力する必要はない。

問題１７ モデル建物法における「給湯設備の評価」に関する次の記述のうち、 も不

適当なものはどれか。 

1) 全ての浴室シャワー水栓において、手元止水機構を採用したため、節湯器具に

は「節湯 B1」と入力した。

2) 新築旅館の浴場に自閉式水栓を採用したが、節湯器具「自動給湯栓」とはみな

さず、節湯器具は「無」とした。

3) 管径 65mm の主たる配管について保温材の厚さを 20mm としたため、保温

仕様には「保温仕様 2 または 3」と入力した。

問題１８ モデル建物法における「外皮」の入力に関する次の記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

1) 外皮が敷地内の別建物に近接しており日射が当たらないことが明らかなため、

外皮の方位を「日陰」と入力した。

2) 地階の外皮について、ドライエリアの外気に接する部分の面積を算出して入力

した。

3) ホテル客室の窓部分の図面にカーテンレールの記載があったので、ブラインド

の有無を「有」と入力した。
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問題１９ 標準入力法等における「空気調和設備」の入力に関する次の記述のうち、

も不適当なものはどれか。 

1) 大学の実験施設にクリーンルーム用の空気調和設備が設置されていたが、評価

対象外と考えて入力しなかった。

2) 寒冷地の事務所の便所内にパネルヒーターが設置されていたが、配管凍結防止

用の設備と考えて入力しなかった。

3) 空調設定温度の緩和など、室の使われ方の違いに起因する差は評価の対象とし

なかった。

問題２０ モデル建物法に関する次の記述のうち、 も不適切なものはどれか。 

1) 売り場面積 1,000 ㎡の物販店と、2,000 ㎡の事務所の複数用途建築物につい

て、建物用途「小規模物販モデル」と「事務所モデル」に分割して入力した。 

2) 太陽光発電設備が無い建築物だったので、年間日射地域区分を入力しなかった。 

3) コージェネレーション設備が備わっていたが、この省エネルギー効果は無いも

のとして評価した。

問題２１ モデル建物法における「外皮」の入力に関する次の記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

1) 塔屋階が建築基準法上の階数算入対象となっていたため、塔屋の外皮も入力対

象とした。

2) 窓に庇が付いていたため、「改訂 拡張デグリーデー表」の「日除け効果係数

チャート」で日除け効果係数を求めて入力した。

3) 既存部分の外壁の断熱仕様が不明であったため、無断熱の外壁として入力した。 
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問題２２ 「太陽光発電設備」の評価に関する次の記述のうち、 も不適当なものはど

れか。 

1) 計算対象部分に設置された太陽光発電設備において、当該建築物以外にも発電

電力が供給される計画なので、売電の有無によらず評価の対象外とした。

2) 太陽電池アレイのシステム容量が不明だったので、当該アレイを構成するすべ

ての太陽電池モジュールの一枚あたりの標準太陽電池モジュール出力の合計

を入力した。

3) 太陽電池パネルの設置状況として、パネルの方位角と傾斜角の両方を入力した。 

問題２３ 「一次エネルギー消費性能評価」に関する次の記述のうち、 も不適当なも

のはどれか。 

1) 建築物省エネ法では、標準室使用条件を設計一次エネルギー消費量及び基準一

次エネルギー消費量を算出する際に共通して使用している。

2) モデル建物法では、設計一次エネルギー消費量と基準一次エネルギー消費量が

それぞれ表示される。

3) 設計一次エネルギー消費量には、パソコン・プリンターなどの OA 機器等によ

るエネルギー消費量が含まれる。

問題２４ モデル建物法における「空気調和設備の入力項目」に関する次の記述のうち、

も不適当なものはどれか。 

1) 熱源機種が複数混在する際の熱源効率として、主たる熱源機種で選択した熱源

機器の COP を一次エネルギー換算値で入力した。

2) 外壁や窓等の仕様についても入力した。

3) 暖房を温水発生機のみで行うので、暖房の個別熱源比率をゼロとした。

8



問題２５ モデル建物法における「照明設備」の評価に関する次の記述のうち、 も不

適当なものはどれか。 

1) 蛍光灯器具の型番が未定だったので、（一社）照明工業会による「ガイド

114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参

考値」に記載されている数値を入力した。 

2) 物販店舗の屋上駐車場に照明設備が設置されていたが、屋外照明と考えて入力

しなかった。

3) 10,000 ㎡の百貨店を評価する際に「大規模物販モデル」を選択したので、当

該建物の売場及び事務室の照明設備を評価した。
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