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問題１ 改正建築物省エネ法における「基準適合義務」に関する次の記述のうち、

も不適当なものはどれか。（この問は、改正建築物省エネ法がすべて施行された

時点と想定して回答すること。） 

 

1) 250 ㎡の店舗に、80 ㎡の事務室を増築する行為は、基準適合義務の対象と

判断した。 

2) 平成 26 年に竣工した 1,000 ㎡のオフィスビルに、800 ㎡の店舗を増築する

行為は、基準適合義務の対象と判断した。 

3) 住宅部分が 2,000 ㎡の共同住宅と、1 階の 200 ㎡のコンビニエンスストア

の複合建築物の新築については、基準適合義務の対象外と判断した。 

 

問題２ 改正建築物省エネ法における「改正内容」に関する次の記述のうち、 も不適

当なものはどれか。（この問は、改正建築物省エネ法がすべて施行された時点と

想定して回答すること。） 

 

1) 所管行政庁は、複数建物連携による性能向上計画の認定を行い、省エネ性能の

向上に資する部分に相当する床面積について容積率不算入の特例を適用した。 

2) 地方公共団体は、建築物省エネ法に基づく条例で地方公共団体内の一部の地域

について、省エネ基準を強化した。 

3) 地方公共団体は、建築物省エネ法に基づく条例で、一部の建築物について、届

出義務制度の対象面積を引き下げた。 

 

問題３ 建築物省エネ法における「規制措置」関する次の記述のうち、 も不適当なも

のはどれか。 

 

1) 複数階にまたがる駐車場の 大面積の階において、常時外気に開放された開口

部の面積の合計が、床面積の合計に対し 1/20 以上であれば、駐車場全体を開

放部分とみなすことができる。 

2) 年間に判定を行おうとする特定建築物の棟数が 1,000 棟（すべて 10,000 ㎡

未満とする）である登録省エネ判定機関は、適合性判定員を少なくとも 3 名選

任する必要がある。 

3) 建築主事等は、建築主から省エネ適合判定通知書及び省エネ計画を提出された

場合、省エネ適合性判定を受けた建築物の計画と建築確認申請が出された建築

物の計画が同一のものであることの確認を行う。 
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問題４ 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) 計画変更が、建築物省エネ法の軽微な変更に該当し、建築基準法の軽微な変更

にも該当したので、計画変更に係る確認申請は行わなかった。 

2) 軽微な変更に該当するかどうかを、軽微な変更説明書及び所管行政庁が交付し

た軽微変更該当証明書とその申請図書一式により確認した。 

3) 断熱材の仕様変更により、外壁の平均熱貫流率が約 10%増加したが、再計算

により基準適合が明らかであったため、完了検査申請時に軽微変更該当証明書

の提出は不要と判断した。 

 

問題５ 建築物省エネ法における「規制措置」及び「誘導措置」に関する次の記述のう

ち、 も不適当なものはどれか。 

 

1) 既存建築物の増改築において、既存部分の BEI と増改築部分の BEI がいずれ

も 0.99 と算出された省エネ計画を提出したので、既存部分と増改築部分のい

ずれも完了検査の対象とした。 

2) 住宅部分と非住宅部分を有する建築物の新築において、住宅部分、非住宅部分

それぞれの適用基準を満たしたので、建築物全体の性能向上計画認定を取得し

た。 

3) 法第３６条による認定を受けた建物なので、省エネ適合判定通知書の交付を受

けたものとみなした。 

 

問題６ 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 19 条で規定された届出等において住宅が適合すべき基準は、外皮基準と一

次エネルギー消費量基準である。 

2) 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。 

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。 
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問題７ 建築物省エネ法における「規制措置」に関する次の記述のうち、 も不適当な

ものはどれか。 
 

1) 平成 29 年 4 月の規制措置施行日以降に省エネ計画に係る計画変更を行った

が、旧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ため、適合

義務の対象外と判断した。 

2) 一部に空気調和設備を設ける管理人室があったが、建築物全体としての用途が

「自動車車庫」であったため、適合義務又は届出の対象外と判断した。 

3) 平成 29 年 4 月の規制措置施行日以前に建てられた建築物の増築において、高

い開放性を有する部分を除いた増築部分の床面積が増築後の非住宅部分全体

の床面積の 1/2 以下であったため、適合義務の対象外と判断した。 
 

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

ものはどれか。 
 

1) 建築物の一部に空気調和設備を設ける必要がない畜舎があるため、当該建築物

を省エネルギー基準の適用除外と判断した。 

2) 建築物の一部に外気に対して高い開放性を有する駐車場があるため、その床面

積を除いて、適合義務の対象となる建築物かどうかを審査した。 

3) 建築物の一部に住宅部分があり、当該住宅部分の床面積が 300 ㎡を超えてい

たため、当該住宅部分は届出の対象であり、所管行政庁による指示等の対象と

判断した。 
 

問題９ 改正建築物省エネ法における「BEST 省エネツール」に関する次の記述のう

ち、 も不適当なものはどれか。（この問は、改正建築物省エネ法がすべて施行

された時点と想定して回答すること。） 
 

1) 所管行政庁に、BEST 省エネツールを活用した申請が提出されたが、当該行政

庁は審査体制が出来ていなかったため、登録省エネ判定機関に審査を委ねた。 

2) 建築物総合エネルギーシミュレーションツール「BEST 省エネツール」は、建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定や省エネ適合性判定の申請時に、新た

に使える方法として国土交通大臣に認められた。 

3) モデル建物法を使用して当初申請された建築物エネルギー消費性能確保計画

について、BEST 省エネツールを使用した変更申請が提出されたが、省エネ性

能が向上する変更内容であったため、計画の軽微な変更として取り扱った。 
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問題１０ 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) 現場の施工状況との整合性の確認を、直前の適合性判定に要した図書の内容で

行った。 

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１１ 建築物省エネ法における「計画変更に係る手続き」に関する次の記述のうち、

も不適当なものはどれか。 

 

1) 省エネ適合性判定を受けた後、窓を一部外壁に変更したが、省エネ性能が向上

する変更であるため、「軽微変更該当証明書」の交付は不要と判断した。 

2) 建築基準関係規定に係る確認申請が必要な計画変更が生じたが、省エネ計画に

関して変更がなかったので、建築確認変更申請の際に当初の省エネ適合判定通

知書及び省エネ計画の写しを建築主事等に提出した。 

3) 軽微な変更があって一次エネルギー消費量を再計算したため、完了検査申請時

に「軽微な変更説明書」、「軽微変更該当証明書」及びその申請図書を建築主事

等に提出した。 

 

問題１２ 改正建築物省エネ法における「基準適合義務」に関する次の記述のうち、

も不適当なものはどれか。（この問は、改正建築物省エネ法がすべて施行され

た時点と想定して回答すること。） 

 

1) 平成 28 年 4 月の規制措置以前に竣工した 200 ㎡の非住宅建築物に、200

㎡の住宅部分と 300 ㎡の非住宅部分を増築する行為は、基準適合義務の対象

外と判断した。 

2) 非住宅部分 200 ㎡、住宅部分 50 ㎡の建築物に、非住宅部分 50 ㎡、住宅部

分 250 ㎡を増築する行為には届出が必要と判断した。 

3) 非住宅部分 100 ㎡、住宅部分が 150 ㎡の建築物に、非住宅部分 200 ㎡、住

宅部分 150 ㎡を増築する行為は、基準適合義務の対象と判断した。 
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問題１３ 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) 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。 

2) 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。 

3) 基準適合義務の対象である建築物のうち、高い開放性を有する部分については、

基準適合義務除外となるため、一次エネルギー消費量を計算しなかった。 

 

問題１４ モデル建物法における「エネルギー効率化設備」の評価について、 も不適

当なものはどれか。 

 

1) モデル建物法では、コージェネレーションシステムによる省エネルギー量は評

価できない。 

2) 屋根建材一体型の太陽電池アレイは、「屋根置き形」として評価する。 

3) アモルファス太陽電池は「結晶系以外の太陽電池」として評価する。 

 

問題１５ モデル建物法における「外皮性能」の評価に関する記述のうち、 も不適当

なものはどれか。 

 

1) 断熱仕様入力シートにおいて、空調室の外壁だけではなく、非空調室の外壁や

断熱がない壁についても仕様を作成した。 

2) 外気に接する外皮のみを評価の対象とし、地盤面以下の外気と接しない壁につ

いては対象としなかった。 

3) 外皮仕様入力シートにおいて、図面上でブラインドの設置を確認できたものは、

ブラインド「有」と入力し、カーテンのみのものはブラインド「無」と入力し

た。 
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問題１６ 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

適当ものはどれか。 

 

1) 病院用途の場合、病室の浴室は評価対象とし、管理部門の浴室は評価対象外と

した。 

2) 燃焼式給湯システムを採用したため、定格消費電力には補機等が消費する電力

量を入力した。 

3) 集会場モデル（博物館）を選択したので、厨房用途の給湯設備を入力対象とし

た。 

 

問題１７ 建築物省エネ法における「エネルギー評価方法」に関する次の記述のう

ち、 も不適当なものはどれか。 

 

1) モデル建物法において、同一の熱源機器が複数の建築物用途に冷温熱を供給し

ていたので、室内機の定格加熱能力に応じて定格能力を按分した。 

2) 建築用途が 08340「工場」と判断されたので、モデル建物法で事務室部分も

含めて「工場モデル」とした。 

3) 明視性確保のためのタスク照明のうち、コンセント接続されて設計図書上にも

記されている照明器具を評価対象とした。 

 

問題１８ モデル建物法における「照明設備」の評価について、 も不適当なものはど

れか。 

 

1) 工場の屋外荷捌き駐車場に設けられた照明設備を評価した。 

2) 10,000 ㎡の百貨店を評価する際に「大規模物販店舗モデル」を選択したので、

当該建物の事務室の照明設備は評価しなかった。 

3) 博物館の展示室において、天井の照明設備及び展示物を演出するカラー照明設

備を評価した。 
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問題１９ モデル建物法における「外皮性能」の評価方法に関する記述のうち、 も不

適当なものはどれか。 

 

1) 石膏ボード等が天井面止め（横架材まで面材が達していない）であるため、当

該石膏ボード等は無いものとして熱貫流率を算出した。 

2) 鉄筋コンクリート造の建築物の外壁と屋根において、柱・梁等による断熱欠損

部分があるため、当該断熱欠損部の影響を見込んで熱貫流率を算出した。 

3) 外壁に小口径のダクトが貫通するスリーブがあるが、当該スリーブ部は周囲と

同様の断熱仕様の壁があるものとして熱貫流率を算出した。 

 

問題２０ モデル建物法における「機械換気設備」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) 空調をしていない倉庫に設置された機械換気設備について、その仕様・性能を

入力した。 

2) 機械換気設備の評価において、単相の送風機だったので入力を省略した。 

3) 高効率電動機の有無の入力について、高効率電動機を採用した送風機の送風量

の割合が、全送風機の合計風量の 80%以上であったため「有」を選択した。 

 

問題２１ モデル建物法における「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) 売電のために設置された太陽光発電設備を含め、計算対象建物内に設置される

すべての太陽光発電設備を対象とした。 

2) 1 から 8 地域の省エネルギー基準地域区分に加えて、年間日射地域区分を入力

した。 

3) 太陽光発電設備を壁面に設置したため、「アレイ設置方式」には「下記に掲げる

もの以外」を選択した。 
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問題２２ モデル建物法における「給湯設備」の熱源に関する入力で、 も不適当なも

のはどれか。 

 

1) 定格加熱能力の入力において、ガス給湯機の号数に 1.74 を乗じた値を入力し

た。 

2) 浴室シャワー水栓について、小流量吐水機構を有する水栓の適合条件を満たす

湯水混合水栓を採用したため、入力シートの「節湯器具」には節湯Ｂ１を入力

した。 

3) 複数ある熱源機器のうち、 も容量の大きな熱源機器の熱源効率を算出し入力

した。 

 

問題２３ 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) 物販店舗用途の建物でテナント等が決まっていなかったが、設置する空気調

和設備については図面に記載し評価対象とした。 

2) 事務所と物販店舗の複数用途の建物において、同一の熱源機を用いて空調を

行うため、より面積が大きい事務所の空気調和設備として入力し、物販店舗

には空気調和設備を入力しなかった。 

3) 熱源機種が複数混在するため、その中で定格能力の合計値が 大の機種を主

たる熱源機種とした。 

 

問題２４ モデル建物法における「照明設備」の評価について、 も不適当なものはど

れか。 

 

1) 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、売場及び事務

室の照明設備を評価した。 

2) 事務所の事務室において、照明制御盤で昼休みに自動的に減光するシステムを

採用したため、タイムスケジュール制御の有無を「有」とした。 

3) 学校の教室において、連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自

動で調光するシステムを採用したため、明るさ検知制御の有無を「有」とした。 
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問題２５ モデル建物法に関する次の記述のうち、 も不適当なものはどれか。 

 

1) モデル建物法による評価を行い、設計一次エネルギー消費量と基準一次エネル

ギー消費量の値を算出した。 

2) 8,000 ㎡の非住宅建築物について、モデル建物法でエネルギー消費性能の評

価を行った。 

3) 北海道札幌市の事務所ビルを評価するため、地域区分は「2 地域」を選択して

評価を行った。 

 


