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なぜ、そしてどのようにして、建物の高い環境質を創り出すのか? 

非居住用建物に関するフランスの経験 

 

パトリック・ノッサン、CSTB 担当副理事兼品質・認証部部長、2004 年 8 月 

 

 

持続可能な開発は全ての経済的参加者

が共有する見解であるので、建設部門

はその活動が与える環境影響に関する

具体策をとることが要求されている。  

ここ数年間、高い環境質(HQE)の建物、

環境的な建設用敷地、および建築製品

の環境パフォーマンスに対するラベリ

ング（標識付け）について実験がなさ

れてきた。 高い環境質を有すると言わ

れる多くの建物プロジェクトが国の至

る所で完成するには、これらの建物プ

ロジェクトのために定められ、使用さ

れる HQE®アプローチを検証すること

が必要である。 

ADEME(フランス環境・エネルギー管

理機関)の支援で 2002 年 6 月に CSTB
が始めた、「HQE®アプローチおよび

非居住用建物」と題する提案の要請は、

実験的な認証を策定しテストする一つ

の機会である。 

しかし、このような監視に加えて、な

ぜ建物の高い環境質を創り出すのだろ

うか。 

経済的参加者は二つの答えを見いだす

ことになる。 
  すなわち、長期生存および社会問題

への貢献である。  

 
 

 
社会問題に対する対応 
エネルギー 

建物は、ヨーロッパではエネルギーを

最も消費し、温室効果ガスの発生につ

いては 2 番目に位置している。 建物の

エネルギー使用量は、全エネルギー使

用量の 40%に相当し、温室効果ガスの

22%をしめる。 

ARENE IDF のために行われた研究によ

ると、2010 年までに、イル･ド･フラン

ス地方および全ての建物に HQE アプ

ローチを実行すると以下のようになる。  
すなわち、 30%の省エネルギーと 温室

効果ガスの 40%の削減である。

 

パリ、デファンスの「Granit」タワー 
おそらくフランスで最初の環境タワー 
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廃棄物 

建物に関する廃棄物の問題は二通りあ

る。 建設、保全、維持および解体の間

に建物に発生する廃棄物を考慮に入れ

られなければならない。同時に、建物

を利用する間に発生する廃棄物も忘れ

てはならない。 二つを合わせると、年

間約 3 千万メートルトンに相当する廃

棄物が発生する。 

水 

各世帯は、年間 140m3から 160m3の飲

料水を消費する。 水全体の内、飲料水

(食物および個人衛生用)として必要な

分は 38%だけであることを考えると、

年間フランスで消費される 24 億 m3 の

うちの 15 億 m3 は雨水からとることが

できる。   

イル･ド･フランス地方の IDF のために

行われた研究によると、飲料水は 16%
節約できる可能性があると結論づけて

いる。 

健康  

人は都市の空気を必要とする動物であ

るということは、1 つの社会現象であ

る。都市に住む人は、24 時間のうちの

22 時間を、家庭、仕事場、学校、移動、

レジャーセンターなどの屋内で過ごす。

屋内の空気の質は大きな問題となって

いる。 汚染物質の集中度は外気の場合

よりもかえって大きくなりうる。  

国際的な公衆衛生への関心として認め

られている、屋内の空気汚染は、慢性

病(癌、呼吸障害、受胎能力問題、免疫

系障害および神経系障害)の進展の主要

な原因ではないかと疑われている。  

子供たちにおいてこれらの病気の発生

率が増えてきている中で、屋内の空気

質に可能な役割は、特に気がかりであ

る。  

包括的適用 

単一の基準が持つデメリットや危険は、

70 年代の石油危機において判明した。 
建物は一つの完全な体系(多変数の式)
である。 式のある条件を変更するには、

必ず残りのものをすべて修正する必要

がある。 エネルギー使用量を変更する

と、心地よさ、換気および屋内の空気

質、聴覚の心地よさ、視覚的な環境等

が変わる。 

住宅の断熱度を高めると、居住者の健

康（コナダニ、カビ)および二次的には

建物自体の衛生に悪影響を及ぼすこと

になることが確認されている。ただし、

居住者が常識的な範囲で窓を開けてい

ると、これらの悪影響は除去される。 

したがって建物の環境質の異なる側面

を管理する方法を用意しておくことが

2080 年の気象 
化石燃料を主たるエネルギー源として使用し続けた場合の今日から 2080 年
までの年間変化 
 
温度(℃)      降水量(mm/日) 



 3 

必要である。「建物プロジェクト管

理」の部分は、同様の外国でのプロジ

ェクトではしばしば欠けているが、問

題の複雑性を理解し全ての関係者の相

互作用を整理するためには欠かせない

ものであることは、強調すべきである。 

HQE アプローチは、多数の建物プロジ

ェクトに一般化された場合、素早い対

応を必要とする特定の課題に対する対

応策になることは明らかである。  
 

経済的参加者自身が期待する利点  
 
意志決定者の最も大きな課題は、時間

要素を戦略的思考に適切に統合する方

法、および中長期的な経済成果をもた

らす持続可能な開発の適用の管理であ

る。   

また、関係者の要求に企業利益(競争力、

価値創造力)を同時に適応させる方法を

知ることも必要であるが、そのことは

むしろ相反する形で社会問題を伴うこ

とになる場合がある。 

経済的参加者自身が期待する利点はし

たがって特定する必要がる。 

市場差別化 

どの新しい市場でもそうであるように、

当初新たな制限と見えるものを、企業

にやる気をおこさせる、課題、発展の

機会、そして競争会社から企業を差別

化する一要素へ転換する方法を知るこ

とは経営者の利益になることである。 
認証を得ることは他に対してそのよう

な取り組みを示しかつ証明する方法で

ある。 

 

 
 
責任ある資金へのアクセス 

ここ数年、社会的責任のある投資が、

証券アナリストや投資家の側では関心

の対象となってきている。 社会・環境

上の期待の認識度は、今では特定の投

資家の金融取引を支配する管理指標と

なっている。 HQE アプローチの認証

は、「環境・社会」ファイルのために

具体的な要素を提供し、かつ「持続可

能な開発」に向けての取り組みの具体

的な証明を提供し、おそらく「倫理的

資金」の入手を促進する。 

よりよいリスク管理 

環境側面および健康側面を統合する、

より注意深くより包括的なリスク管理

は、企業イメージを傷つける危険、お

よび起こりうる環境破壊の財務上の影

響を回避し管理することを可能にする。  

例えば、企業は、レジオネラ病と関係

した出来事が企業イメージを傷つける

場合には、空調設備を放棄する準備が

できている。 

 

太陽志向 

自然換気 

夏の日よけ 

元の地表面 

放射性床暖房 水効率が良い
配管備品 雨水タンクへ 

日陰と風よけ
になる野菜 

光起電性パネル 

太陽光温水収
集器

エネルギー
効率が良い
照明 

継続的な熱の取
り込み 

新鮮な空気
の通路 

日光 

天井扇風機の
空気循環 

毒性が低い仕
上がり 

自 生の
植物

非居住用建物の高い環境質を 
証明するロゴ 
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内部および外部の動機づけ 

自発的で責任ある環境方針に対する取

り組みは、企業の社員およびパートナ

ーを、動機づけおよび奮い起こす要素

である。 HQE アプローチの適用は、

したがって新しい分野でもなく、新し

い部門または立場で扱うべき事項でも

ないが、手段を目的、すなわち建物の

環境質の目的とその目的を達成するた

めに開発すべき技術および管理的手段、

に関連づけるためのプロセスの結果で

ある。 

さらなる建設可能性 

HQE アプローチはまた、建物へのアク

セスを促進する場合があるが、これは

その利用が政治的圧力による環境規制

の適用を受けているか、あるいはその

建物が特にそこで働くことになる人た

ちが使用する前にレイアウト（汚染

等）により特別の処置が要求されてい

るか、どちらかの理由による。 

節約   

最終的に、それはまた運営コストを節

約するか、または建物の既知のパフォ

ーマンスに基づく「追加家賃」を正当

化することができるが、このことによ

り、諸費用の削減(エネルギーコスト

等)、より容易な管理、(健康および快

適さによる)長期欠勤の低下および生産

性の向上が可能になる。 特定の環境上

の利害関係は、施主にとって投資の直

接のリターンによっては測定できない

もの(快適さ、健康、高い環境バランス

等)であることを憶えておくことは重要

である。 おそらく、このアプローチが

もつ経済的メリットを具体的な形にす

ることができる金融商品を提案しなけ

ればならない。 

 

建物の環境上の認証をいかにして実行

するか？    

公共および民間の一部のビル所有者が

表明した要求にしたがい、また公共機

関および政治家の支持を受け、CSTB
は、認証制度の形による HQE®アプロ

ーチの資格を 2002 年に創り出した。 
この作業は、実務家たちの協力および

様々な専門家の支援を得て行われた。 
このプロジェクトには、ADEME(フラ

ンス環境・エネルギー管理機関および

CSTB が資金提供している。 HQE®協

会も関わっており、最近、認証目的で

作業委員会を立ち上げた。 

現在のところ、すなわち 2004 年時点

では、非居住用 HQE®建物のこの認証

は、パイロット・プロジェクトでテス

トされ、その後正式なものとなる。  

範囲については、認証制度は目下、事

務所、学校、ホテルおよびショッピン

グ・センターという 4 つの区分に着目

して、新しい非居住用建物を取り扱っ

ている。   

CSTB は非居住用の建物を扱うが、

QUALITEL 協会は、社会住宅に関する

新しい法律(署名による法令)と連携し

た複合住棟のための別の認証を開発し

ており、それは別の体系に基づき、現

在実用化されている。   

CSTB が開発した非居住用建物用の国

家的認証制度には、本質的に 2 つの側

面がある。 一つは、14 の環境関心事

に応じて表される建物の環境質(EQB)
で、もう一つは、プロジェクトに沿っ

た環境管理システム(PMS)である。  

2003 年フランスの洪水 
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これらの 2 つの側面は、パフォーマン

ス基準および管理要件をそれぞれに含

む、2 つの連携する照会体制に結果的

になっている。 この、プロセスと結果

を主体とした、「二つで一つ」の概念

は、本認証システムの主たる独創性を

構成している。  

 

プロジェクト管理システムは、施主が

14 の環境課題に優先順位をつけ、運営

プロセスの質を管理しながら、その課

題を達成するようプロジェクトを組織

化することを可能にする、一組の組織

的要素と定義することができる。  

自己のプロジェクトについて、上流段

階で 14 の課題の優先順位付けを行い

ながら具体的な環境上の目的を確定す

ることは施主の責任である。  この優

先順位付けは必然的に施主自身の環境

戦略を反映するが、それはまた、現地

の情況の特徴、利害関係者のニーズお

よび規則上の制約と矛盾してはならな

い。  

施主は、最初の決定から建物の顧客お

よびユーザーへの引き渡しに及ぶまで、

プロジェクトの始終、継続的な方法で

環境管理システムを実行しなければな

らない。  

また、施主は自己の目的が正確に達成

されたことをチェックするために、ま

たはそうなるように適切な時間で対処

するために、施主は、(施主自身でまた

は援助者の支援を受けて)いくつかのプ

ロセスで建物の環境パフォーマンスを

査定しなければならない。  

  
建物の環境質は、1997 年にフランス

HQE®協会が定めた 14 の環境課題にし

たがって構成されており、それには、

現場との相互作用、エコ建設、エコ管

理、快適さ、健康等が含まれる。 パフ

ォーマンスの 3 つの段階は、現行の規

則または実務慣行に相当する「基本

的」と「良い」および「非常に良い」

に分けられている。   

証明書の引渡しは、「最低限の環境プ

ロファイル（概要）」の達成に託され

ている。 このプロファイルは、以下の

図にあるように、最低 3 つの課題に対

する、「非常に良い」パフォーマンス

のレベル、最低 4 つの課題に対する、

「良い」パフォーマンスのレベル、お

よび残りの課題（最高 7 つ）に対する

「基本的」パフォーマンスのレベルに

分けられる。 これらのパフォーマンス

は、照会体制に定めるパフォーマンス

基準を使用して査定しなければならな

い。  

Basic level

High level

Very High level

Environmental profile 
according to the 14 issues 

3 issues 
at 

least 4 issues 
at least 7 issues at most

Basic level

High level

Very High level

Environmental profile 
according to the 14 issues 

3 issues 
at 

least 4 issues 
at least 7 issues at most

 

建築上または技術上の新方式を統合す

ることを可能にするために、ある程度

の柔軟性が取り入れられている。 プロ

ジェクトの主体は、「良い」および

「非常に良い」パフォーマンスのレベ

ルについては、「等価原理」を適用す

ること、すなわち照会体制で示された

ものに対して代替的な査定手法を提案

することが許される。 また、これは関

連性が正当化されれば、14 の課題のい

ずれに対しても許される。  

認証機関、この場合は CSTB は、管理

システムを監査し、かつ建物の環境パ

フォーマンスをチェックするために 2
人の監査人からなるチームを任命する。 
これはプログラムにおける 3 つの主要

PMS
framework

EQB
framework

CERTIFICATION RULES

PMS
framework

EQB
framework

CERTIFICATION RULES
認証規則 

PMS 枠組 EＱB 枠組 

 
14 の課題に応じた環境プロファイル 

非常に高レベル

高レベル

基本的レベル

最高 7 課題 最低 
4 課題 

最低 

3 課題 
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な段階で行われる。すなわち、 説明段

階の終わり、設計段階の終わり、およ

び建設段階の終わりに行われる。 これ

までのところ、約 30 人の監査人が

CSTB の訓練を受けている。 最初の担

当官による証明書は、事務所および学

校について、2004 年の終わりに発行さ

れる。  

 


