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住宅における持続可能なエネルギー需給

岩船由美子

（東京大学生産技術研究所准耕受）

我が国においては，住宅部門における省エネルギーは，二酸化炭素削減のための重要な施策のーっとして掲げられている。本論文

では住宅におけるエネノレギー消費の現状と将来の動向，各種施策の適用可能性，実現のための政策的課題等について考察する。世帯

当たりの家庭用エネルギー消費量は 1995年頃をピークに頭打ちとなっており，将来的に世帯教が減少に転ずると見込まれていること

から，家庭部門全体としても，追加的な対策なしにいずれは減少に向かうものと考えられる。しかし大幅な二酸化炭素削減を実現す

るためには，太陽光発電等のエネノレギー供給システムや高効率給湯システムの大規模導入が必要で、あり政策による誘導が重要となっ

てくる。

キーワード 1）住宅用エネルギー消費，2）家庭用エネルギ一統計，3）太陽光発電，4）高効率給湯，5）断熱改修，6）エネルギーサービス

SUSTAINABLE ENERGY CONSUMPTION AND SUPPLY IN THE RESIDENTIAL SECTOR 

百1mikoIwafune 

Residential ene匂yreduction is expected as one of e自己ctivemeasures against global warming in Japan. 百1esituation of residential energy 

cons山nptionand出eapplicability of C02 reduction measures in dwellings ar巴P陀sentedin this pa戸r百1eresidential ene問 fconsumption per 

hous巴holdhas gone to pe水 outafter 1995 and it is seemed to start to decline. ＼ゐ.riousenergy supply systems and e缶cientwater heat田 arebeing 

mむ叫ucedgradually suchぉ photovol句icpower systems, solar water heat巴rs,foe! cells and heat ptm1p water heaters. Not only technology 

in1provements but also incentive policies are in1p01tant to accelerate their in甘eduction.

1 はじめに

2009年9月，鳩山首相は国連気候変動サミットで演説し， ￥fill直

効果ガス主要排出国の枠組みへの参加を条件に， 2020年までに

1990年比で25%の温翻果ガス削減を目指す“世界公約”を表明

した。園内排出量取引制度や地1和田劃七対空間見の検討を含むあら

ゆる政策を総動員して，その実現を目指すことになるが，住宅に

おける省エネノレギーはその中で、重要な施策のーっとして掲げられ

ている。本論文では，住宅におけるエネルギー消費の王烏伏と将来

の動向，各閣出来の適用可能性，実現のための政策的課題等につ

いて考察する。

2 日本における家庭用エネルギー消費統計

「家庭で使われる電力，ガス灯油などの家庭用エネルギー消

費量は，世帯教の増加や暮らしの利便性・1拓面性向上に伴し、年々

増加し， 2008年度においては， 日本全体の約14'犯を占めている。」

というような書き出しではじまる文献は多いが，実は我が国にお

いて公式の家庭用のエネルギー消費量に関する統計データとし、う

ものは劉請されているわけではなし則 。我が圏全体のエネルギ一

統計データとしては，「総合エネルギ一統計（資源エネルギー庁）」

があり，官頭の 14%というのは，このなかの最終消費部門の家庭

部門のデータである問。 総合エネルギーr統計は，我が固に輸入あ

るいは圏内釦韮により供給された各種のエネノレギー源似体~fl)

が，どのように転換され，どの部門で最終消費されたかを明らか

にすることを目的に，各種の一次統計ーをもとに毎年作成される二

恥統計である。総合エネルギ一統計における最終消費部門におい

て，産業部門，業務その他部門，家庭部門，i軍総部門に区分され

ており，家庭部門は，一次統計として主として家計調査（総務省）

を用し、てエネノレギー消費量の推計がなされているが，家言卜誹1査の

世帯人員が実態よりも多いこと，用途（照明・家電製品，厨房，

給湯，冷房，暖房等）別のエネノレギー消費実態を把握で、きない，

という問題がある。環境省は，エネルギー起源の二酸化炭素排出

量を推計し，排出削減対策を論じるために家臨日門のエネノレギー

消費統計の必要性を投げかけている幻）。

参考までに，アメリカでは4年に一回数千戸の家庭を対象に対

面調査を含む家庭用エネルギ一実態調査が 1987年よ切断鮪切こ

劫包されており，第12回目である 2005年までの結果が報告され

ている文＇I)。エネルギー消費量および消費金額のほか，住宅属性，

世帯属性，使用燃料，保有磯器，その使し、方などに関する↑青報が

得られており，暮らし方とエネルギー消費量の関係を羽田霊するう

えでも重要な資料となっている。このような経年の実態調査は，

さまざまな対策の効果を検討する際の手掛かりとなりうる。我が

国における家電製品のトップランナ一規制の定量分析も，家電の
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以降も 1.2%／年と増加傾向にあるので，一世帯当たりの家庭用

エネルギー消費量は漸減傾向にあるとし、える。エネルギー種別に

みると，電力化の進展が顕著である。 2007年値では電力の比率が

統計1で45.9%，統計2で42.3%に達しており，電化住宅の普及

拡大とともに，ますますこの値は大きくなるものと予想される。

世帯当たりの用途別エネルギー消費量にっし、て，（図3-2）に示

すように2轡頁の縮性比較すると，統計2では95年ごろから全

体の消費量がほぼ横品、となっており，暖房用が減州頃向にあり，

給湯や冷房は横ばし、であるが，動力照明用エネルギーは依然増加

傾向にある。 しかし統計1では，気温の影響を加味する必要はあ

るものの，全体としては減少傾向がみられ， 2000年以聞長房 ・給

湯 ・冷房だけではなく厨房や動力照明なども横ばし、あるいは柳I減

となっており，家電製品含めてほぼ消費者のニーズはある程度満

足させられ，かねてより取り組まれてきた家電や住宅の省エネ性
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出荷量と供給側データなど、のマクロデータを駆使していくつカ毛平

価が行われてはいるが，実際家庭でどのような水準の製品が使わ

れているかは十分に把握されていないのが実伏である。

それでも，時系列的に用途別の消費量を推計している我が国の

非公式の家庭用エネノレギー統計は2手重類あり，一般に文献などに

掲載されている図は間違いなくこのどちらかの統計によるもので

ある。一つは日本エネルギー経済研究所が発行している「エネノレ

ギー ・経済統計要覧」 文部（統計1）であり，もう一つは株式会社

住環境計画研宛斤が発行してし、る「家庭用エネルギ一統計年報J

)(6) （統計2）である。それぞれ庁信十方法やバウンダリが異なるた

め値も違っている。前者は日本全体の家庭用エネルギー消費量を

推計しており，内訳として5種類の用途（暖房，冷房，給湯，厨

房，動力イ曲別燃料種別の世帯当たりエネルギー消費量が得られ

る。後者は，主として家計調査に基づいて，二人以上世帯，単身

世帯別の世帯当たりの家庭用エネノレギー消費量を推計しており，

内訳としては4魁買の用途（暖房，冷房，給湯，照明家電他）別

燃料種別が得られ， 全国9地減の原単位が得られることが鞘蜘句

である。

日本の住宅用エネルギー消費の特徴

3. 1 日本の住宅用エネルギー消費の現状

前置きは長くなったが，以上のような点に留意しつつ， 二つの

統計データを眺めてみたい。まず，統計lにおいて 2008年度の家

庭用エネノレギー消費量は日本全体のエネルギー消費量の 15.邸

（文献2より若干大きし、）を占めており， 2000年以降の伸びは

0.5%／年と小さく，飽和傾向にある（図3-1）。世帯数は2000年

3 

家庭用エネルギー消費量の推移図3-1
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世帯当たり用途別エネルギー消費量の推移 （統計1、統計2)
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出典EDMCエネルギー・経済統計要覧2010（日本エネルギー経済研究所）

図3-2
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図3-3 用途別世帯当たりエネルギー消費量の国際比 （加 5年）

能向上の効果が顕在化したようすがうかがえる。2007年の内訳を

みると，暖房2回，／2羽，給湯 30%/38払 冷 房 3九／羽，厨房 ・動

力43九1/41免（それぞれ統計1／；統計2）となっており， 一般のイ

メージよりも給湯が多く，冷房は少なし、

統計2の家庭用エネノレギー消費量と欧米のエネルギー消費量を

比較したのが（図3-3）である問。 日本は欧米諸国に比べてエネ

ノレギー消費量が小さく，差が大きいのは暖房である。欧米ではセ

ントラノ暖房による坐官24時間暖房が主であり，在室時在室部屋

のみ削暖房が一月掛包な日本とは大きく水準が異なる。（図3-4）に

各国の代表都市の暖房度目（日平均外気温が 18°Cを下回る日につ

いて，室温18°Cと当該日平均外気温との差を累積したもの）と暖

房用エネルギー消費量の相聞を示す。東京や福岡とイタリア（ロ

ーマ）はほぼ暖房度目は同じであるが世帯当たりの暖房需要は

1/3程度である。住宅ののベ床面積はし、ずれも 90～100m2程度と大

きな差はない。 ~ti毎道の暖房用エネルギー消費量は日本のほかの

士似或に比べると倍以上の消費量であるが，住宅の保温十あ萱化が進

んでいるスウェーデ、ンなどに比べても暖房度日のわりに小さめと

なっている。参考までに，日本で2005年に「冬に最も使用した暖

房器具」は，石油ファンヒータ及びストーブ（40%），個別電気暖

房器具（コタツ， エアコン，電気カーペット）が46%となってい

る文剖。

3.2 住宅用エネルギー消費の今後の動向

日本の人口は 2005年をピークに既lこ減少しており，世帯数も

2015年をピークに減少すると推計されている）（ 9）。 したがって国

全体の住宅用エネノレギー消費とし、うことでいえば， 一時は世帯数

の増加に伴し、増加するかもしれないが，最終的には追加的な対策

がなくとも減少に向かうだろう。

では世帯当たりのエネノレギー消費量はど、うなるか。一般世帯の

世帯人員は2005年の2.56人から 2030年の2.27人に減少すると

推計されており川，これは世帯人員と関連が大きい給湯需要の減

少要因となりうる。また，住宅種類では，戸建て住宅の比率が 1998

年の 62%から 2008年の 56%へと減少する傾向にあり文10），これ

』割長冷房需要から考えると減少要因となりうる。一般に集合住宅

のほうが面積が小さい上に断熱性気密性がよく，隣接住戸¢影響

もあるため暖冷房効果が高く冷暖房消費原単位は小さい。

用途ご、との各戸の充足水準はとeうなるれ充足水準という観有、
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図 3-4 各国の暖房度目と世帯当たり暖房用エネルギー消費

量の相関 （2005年）

からは，まだまだ日本の暖房は十分ではなく，さらなる快適性をど

求めて，暖房面積が拡大したり，暖房時聞が長期化する可能性も

ありうる。しかし，これまでの暖房用消費量の傾向をみる限り，

ニーズ増加よりも住宅性能・暖房機器↑鋪Eの向上のほうが効し、て

いるように見受けられ，日本人のもったいない志向も大きく変化

するとは思えず，将来的にも暖房用エネルギー消費量の大幅な増

加はないものと考えられる。冷房も同様であろう。給湯に関して

はサービス量としづ面ではほぼ充足しており，あとは揚縁劫率の

改善で1肱少していくことが予想される。

残るは照明家電であるが，これは2つの高話十で傾向が異なって

いたように，まだまだ拡大すると考える派と充足したと見る派で

意見が分かれるところである。家電製品の中で、エネノレギー消費量

の大きい冷蔵庫は買い替えによる省エネの傾向がしばらくは進む

であろうし，照明も L回化という省エネ余地が残されている。テ

レビは画面のブゼ型化と省エネが同日鴇行してきた感があるが，住

宅面積が変わらないので，これ以上画面サイズが大きくなるとは

考えにくく，横ばし、といったところではなし治も 将来的に普及そ

のものが拡大しそうなのぽ鼎R系の家電であるが，ノj型のものは

電力消費量は大きくないので影響l刻、さい。通信伏態を維持する

ための電力消費は，現状ではかなり大きな量であるが，これはし、

ずれ通信する時だけ電力を使用するような方法lこ変わっていく も

のと考えられる。基本的に人間の時間というリソースは有限で、あ

るため，女児車三系家電に費やされる電力消費量はさほど変わらない

だろう。問題は省力化のための家電であり，食器洗し、車訣搬，衣

類車鵠剥幾などの繋¥fl閥系の家電はエネノレギー消費量が大きいため，

明らかに増エネ要因で、ある。人が不在の時に掃除するロボットな

ども最近人気があるようえ以上のように照明家電部門はなかな

か思重しが立てにくし、が，世帯人員も減ってくる住宅の中で，そ

れほど新しいニーズが増えるとは考えにくく，これまでのトレン

ドで主要家電の省エネが進めは現肢の消費レベノ同盟主には収ま

るのではなし、かと筆者は考える。ただ，厨房キ給湯含めて電力化

が進む傾向ははっきりしており，家電と時限通信協貯の複合化

はさらに進み，そのことが新たな増エネや省エネを生み出す可能

性も否定できない。

以上を総括すると ，住宅におけるエネノレギー消費量は，

BAU(Business as usual）で全体としては減少し，世帯ベースでも

漸減するものと考えられる。ただし， 2020年までに 90年比で温
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室効果ガスを 25＇先削減させることに見合う程度の削減を住宅部門

で実見できるのか，というと，それは時間的な問題もあり，非常

に難しいと言わざるを得なし、

4住宅における低炭素化・省エネルギー施策

4. 1 住宅類型別エネルギー施策

家庭における低炭素化は省エネだけで、莞見で‘きるわけではなし、

最近では，太陽光発電（PV）・太隣抑制て器，燃料電池（FC）のよ

うなエネルギー4場合システムが，住宅設備として少しずつ浸透し

始めている。住宅の内部の話で、ある家電については，既築・新築 ・

戸建て ・集合問わず買し替えとともに省エネがそれなりに進むで

あろうが，住宅の外皮や設備における各種エネルギー施策（高効

率給湯設備，エネルギ→共手首交備，住宅性能の改善）については，

住宅のセグメントごとに適用可能なものを考え，それぞれどのよ

うに浸透させていくか，政策面含めて検討していく必要がある。

セグメント別に取りうるエネノレギ一泊諌及ひ骸当する住宅数を

概数で示したものが（図 4-5）である。総務省住宅土地統計調査

2008年及ひ国土交通省住宅着L備 十の20082009年を参照して各

概数を推計した。図の縮尺のイメージは，新築分を 10倍（10年

分）として示しである。

設備が導入されそ寸し、のは当然新築住宅的 100万戸／年），そ

れも戸建て住宅であり， PVや FCなどの発電設備から給f掛E，断

熱 ・気創生能までし、ろいろな手段が取りやすし、が，その数比約35

万戸／年程度である。住まい手が完全に設備を選べる注文住宅は

このうち約25万戸／年とさらに少ない。戸建て及び集合分譲住宅

約 30万戸においては，住まい手の甜尺の幅は小さいものの，近年

では物件のアヒ。ーノレポイントとして，断熱性能や高効率給湯設備

が注目されるようになってきており 特に大手デベロッパーが供

給する分譲マンションなどでは高効率給湯器¢採用が増えてきて

いる。集合住宅のうち，比率の高い賃貸住宅納45万戸／年）で

は，オーナーによって安価な設備が魁隠れやすく，また住まし、

手にとっても省エ材婦が物件濁尺の理由にはなりにくし、ため，

意匠性などに比べて省エネ性は帯性にされやすし、傾向がある。し

かし，平成21年度に改定された省エネ法により，床面積の合計が

巴~ き~
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図4-5 住宅用エネルギー施策の適用可能性

300m2以上の建築物についても，省エネ措置の届出等が義務付けら

れるなど，規制が強化されてきており，新築物牛の半動丘くを占

める賃貸集制主宅におし、ても相当数が該当してくるものと考えら

れる。

構萱的.＇.金多封切こ新しし、エネノレギー設備が入りやすし、注文新築

戸建て住宅をすべて省エネ型にしたとしても， 10年かけても既築

戸建て住宅の 1/10程度にしカせ車用できなし、そもそも近年は住宅

建設数が減ってきており，将来の人口 ・世帯が減っていくことを

考えると，やはり既築住宅対策が重要である。日本全体では約

4800万戸の既劉主宅があるが，このうち約 1800万戸は賃貸住宅

であり，ユーザーに設備の甜尺余地はまずな川分譲集制主宅約

600万戸における対策としては，発電設備の敷設や給湯設備の燃

車SJ申或奥などは難しく，関口部の断衆性向上が唯一確実に導入しう

るオフ。ションと考えられる。既存のガス給働経高効率のものに

換えるとしづ施策は，排出されるド、レン水（酸性J駒林）がエア

コンのドレン水のように開放の垂れ流しは認められていないため，

集創主宅の場合給湯器の（立置によっては敷設不可能な場合があり，

可能だとしても専用排水管の工事が必要だとしづ。 ドレン水は中

和タンクで中和処理を行っているため，エアコンの排水と同じよ

うに流しても実質的には問題はなく，単純に士賄りの問題であると

いう。既築分譲集合住宅600万戸の大部分は従来型ガス給湯器を

使用していると考えられるので，その給湯用エネルギー消費量の

15%が削減できるとしづポテンシャルは非常に大きく，この規制

の緩和に関しては早急な対応が望まれよう。持家戸建て住宅は，

集合住宅に比べれは 発電設備の敷設や給湯設備の交換などが比

較的容易であり，断奏！故修工事含めて，導入の効果，工事方法な

どに関するわかりやすしオ静症の提供と，手軽な設備導入を可能と

することが重要ではなし、かと考えられる。

4.2 既築住宅における断熱改修の必要性

既築住宅における断熱改修は， 一般世帯における暖房用エネル

ギー消費量の大きさ，そのターゲ、ツトの多さから住宅部門におけ

る低炭素化オフ。ションのーっとして大きな期待を寄せられている。

2010年3月に開始した住宅版エコポイントは，地;f)j守副長化紺衰の

描隼及ひ耀済の活性化を図ることを目的として，エコ住宅を新築

あるいはエコリフォームを行った消費者に対して一定のポイント

を発行し，これを使って様々な商品との交換明直加工事の費用に

充当することができる制度である。制度開始川半い，窓の断繋L改

修，外壁，屋根 ・天井又は床の断索L改修などの具体的なエコリフ

ォームの内容がメディアでも取り上げられるようになり，これま

であまりなじみがなかった↑青報lこ一見知肖費者がアクセスする良し、

きっかけとなっている。しかし，一般にリフォーム業者と言えば，

水回り，タ凶主 ・内装が中心で，断勲性 ・気密性の向上を諮った業

者は非常に少ないのが現伏である。半端な断熱リフォームは効果

が小さかったり，あらたft.結露による建物被害などの新たな問題

を引き起こす可能性もあるとし、う。正しし、闘停を持った業者が，

現在の住宅の断熱や気密の工法や性能の状況を確認した上で，予

算に応じてどのレベノレまで性能を上げるかを検討する必要がある

のだが，そのような業者を見つけるのは非常に難しいのが現実で

ある。さらに，費用面の問題も大きし、仮に現状の新築レベルま

po
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で水準を上げようとすると，何百万円もかかり，工期も長く，断

勲性能が特に思曜になりそうな古し、家に長く住んでいる高齢者世

帯が許容できるレベルで、はなし冶もっとも手軽なのは窓の断索げ七

であり， 2枚のガラスの聞に真空層があるべアガラス（視言ガラ

ス）に変更する方法と，現在のサッ、ンの室内側にもう 1つの内容、

を設けて，二重サッシにする方j封ミ一般に良く採用されていると

しづ。開口部ーか所当たり 10-20万円程度で済むため，費用の面

で現実的であるといえよう。

研究レベルでは，実際に既存住宅の断索敵修を実施し，費用対

効果を検討してしもグ、；L-ーフ。があるものの，プ掛かりな工事を要

するためその事例はけっして多くなし、文献11では昭和55年省

エネルギー基準の性能を持つ木造戸建て住宅に部分港特敏修を施

し，得られる熱性能改善効果を計測し光熱費の削減効果を算定し

ているが，光秀！噴削減のみによって工事費用を回収することは困

難となっている。もちろん，健康に不安をもっ高齢世帯などでは，

住宅内の温熱環境を改善することはエネルギー費用には表れなし、

いわゆる間接的便益（NEB:Non-Energy Benefit）を有する。その

ような便益を含め，希望する投資回収年（想定余命で決まるワ）

と投資可能費用，そして断索L改修レベノレと，省エネ ・閃直性向上

の相聞を得ることができるような研究がもっと必要ではなかろう

－／）下。

4.3 f静尉劃共の必要性

既に述べたように，最近は低炭素化社会を目指すための住宅用

のエネルギー機器が多様化してしも。太陽光発電，太隣！的合湯器，

ヒートポンプネ合湯器（エコキュート），潜熱回収型ガス給7財号（エ

コジョーズ），燃料電池（エネファーム），太陽光＋燃J料電池のダ

ブル発電，ガスエンジンコージェネレーション（エコウイノレ）。太

際刷用エコキュートもあれば太陽新l開ガス給湯器（ソラモ）

もある。将来は，直湘己電の住宅ができるかもしれず，家で電気

自動車の充電を行う日が来るかもしれなし、

このような甜朋支の増加は，住宅の低炭素化を進めるうえで大

変望ましし、ことであるが，あまりにも多すぎる甜尺肢ほ↑静脈混

苦しから逆に消費者の適切な溜尺を妨げる要因ともなりうる。それ

ぞれの消費者の住宅や求めるエネルギーサービス水準にあったエ

ネルギ一利用システムを提案で、きるような構造が必要ではないだ

ろうヵ、 エネルギー供給会社や製造メーカ聞の激しい競争により

各干重設備・機器の開発が進むのは結構なことであるが，消費者に

与えられる情報は，その立場によって異なったものとなる。重要

なのは中立な立場からの↑青報発信却、う点である。これらのエネ

ルギ一機器の導入が検討されるのは，基本的に住宅の新築時が多

川そしてこの時望ばれた設備及び燃料種類は，設備の寿命がき

た場合に，同じような設備に更新されることが多く，家の寿命の

分だけ30年も総統的に使用されることになる。この重要な最初の

甜尺に貢献できるような役割を，中立な立場である大学が担う可

育旨性もあるのではなし、かと考えている。

5 エネルギーサービスを考える

5. 1 エネルギーサービス水準とは

ここまで，消費ベースで住宅用エネルギーを見てきたが，本来，

エネルギ一利用の目自ワはエネルギーの消費そのもので、はなくそれ

を用いて得られる効用の増加であり，それにより人間の享受でき

る快適性，生産性の正樹守向上とし、う「エネノレギーによるサービス」

である。

エネノレギー消費量とし、うものは次の式であらわせる。

エネルギー消費量＝サービス水準×サービス水準当たりのエネ

ルギー消費量

後者はエネノレギー消費効率の逆数で、ある。後者を改善するため

に多くの労力がはらわれてきた。 トッフ。ランナ」規制によりエア

コンや冷蔵庫の効率ヰ七は進み，税指噌~・品質表示などの政策に

より住宅の断熱性 ・気密性能の向上は進み，品館廓号は燃料聞の競

合が盛んである。濁尺するのはユーザーであるが，基本的には製

造者へ制動きかけであるため実効性が高い。

サービス水準とは，給湯でいえば，給湯温度であり，お湯の使

用量であり，使いたいときにいつでも使えるかどうかということ

である。厨房でし、えば，カ暇瀕度であり，力瞬時間であり，カ幌高

強度である。照明でいえば明るさであり，点止刊寺間であり，色の

好みが選べるかどうかである。テレビでいえば，視聴時間であり，

画面の大きさであり，明るさ ・音の大きさである。暖房でいえば，

気流や湿度などの他の要素と関連するため，他に比べると単純化

できない部分もあるが，基本的には，暖房する面積であり，暖房

温度であり，暖房時間であり，暖かくなるまでの時間が短いこと

である。家庭におけるエネノレギー消費の話題とし、うと，し、くら電

力やガスを消費するかとしづ視点のみで語られがちであるが，本

来は，一体ユーザーはどの程度のサービ‘ス水準を求めているのか，

という視点のほうがより重要ではなかろうか。必要なサービス水

準を見組めて，それを満足させる最も効率のよい手段を提案でき

れば，持続可能なエネルギ一帯合が実現で、き，「省エネJのもつネ

ガティブなイメージを払しょくできる。

ただし，もう一つの視長は，低炭素化社会の実見をより描隼す

るために，サービス水準そのものの多寡もいずれは問題になるか

もしれない，という点である。パスタオノレを毎日洗う。人が入る

たびにお湯を入れ替える。それは確かにその人にとって必要なサ

ービス水準かもしれず，批判することはできないが，求めるサー

ビス水準に応じて漣動するエネノレギー消費量に応じて）' g却皆的

にエネルギー料金を決定するような方法は考えられるのではない

か。人が理想とするエネルギーサービスの水準，実現されてし、る

水準，我慢できる水準とし、うものにつし、て砂院を行ってみたいと

し、うのが一つの目標である。

5. 2 暖房サービスとエネルギー消費量の相関分析

エネルギー消費をサービス量としてとらえるという観長から，

筆者らは住宅における暖房需要を対象に，居住者が実際に必要と

しているエネノレギーサービス水準を指標化し，エネルギー消費量

や住宅属性との相関について分析を行った文12）。 居住者が必要と

している暖房水準は室内温度々唱呈房時間など、の実測データより定

量化した。（図 5-6）は，主要事長房源別に全国60戸じだ暖房水準と

エネノレギー消費の相関を見たもので、ある。ジューノL奏担を用いる電

気ボイラ，蓄熱のエネルギー消費量が比較的多いことがわかる。

同じ暖房源で、も暖房水準に比してかなりぱらつきがあり，その関

ウ
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係数の相関 （主要暖房種類別）

係を合理的に説明できない点をヒアリング怠どで補うことによっ

て，各戸特有の問題を抽出することが可能となると考えられる。

各戸の暖房水準を計算することによって，単なるエネノレギー消費

量の多寡ではなく，消費量にあった水準が得られているかを効率

的にチェックすることができ，改善できる余地を発見できれば，

省エネに寄与するものと考えられる。さらに，このような調査を

積み上げ，暖房水準の地域別，世樹買型別の特徴を時系列的に把

握できれば，将来の暖房用エネルギー消費量を見通すための重要

な手掛かりとなりうる。

5. 3 サービスを売るビジネス

快適性を売る，とし、う事業が現実に成立しているとしづ。冷温

熱々電力 ・ガスを供給する従来のエネルギ寸異議命事業に対し，冷

温熱号電力等のL場合によって建物内で最糊切こ生じるサービス，

すなわち， 「熱環境」や「光環歩むをビジネスの提供支橡とし，た

とえは熟親克の場合，建物イ則の空調二次側の運営管理まで、をエネ

／レギーサーヒ、、スビジネス会社が行う「室内環境保詑型エネノレギー

サービス」とし、うものが，スウェーデ‘ンイエテボリ市のイエテボ

リエネノレギ－（こおし、て事業化されている文へもちろん制撤H共

給と接続された建物側の空調暖房システムの運用管理であるため，

大規模であり，住宅一戸ずつで成立するようなものではないが，

エネノレギーソースから最終的なサービスの形成までのプロセスを

一貫して行うことで、エネルギー効率の向上に寄与でらきるとしづ。

エネルギー消費削減がエネルギー供給者の利益となるため，省エ

ネルギーインセンティブが大きいのである。イエテボリエネノレギ

ーの「ClimateAgreement」歎批建物の空調区域内について年

間を通じて一定の熱環境（室温，たとえば「年間を通じて20°C以

上」）に保つことを保証する長期契約を結び，床面積当たり一定額

のサービス料金を受け取るとし、うものである。計量が重要なカギ

である。 このような町や kWhではなく，快適性を取引の対象とす

るとしづ考え方は，新しいエネルギービジネスモデルの可能性を

秘めていると考えられる。

6 エネルギーマネジメント

住宅単体が省エネでかつ太陽光を教官吋それですべてがうま

くいくかというと，そう単純ではなし、。ガスキ吠T油など、の一次エ

ネルギーは確かに減らせば減らしただけ低炭素化に寄与する。し

かし二次エネルギーである電力は，それを車お宣する一次エネルギ

ーによって二酸化炭素排出量が異なってくること，電圧や周波数

などを維持する必要がありかっ貯蔵容易性が低し、ために毎時の需

給バランスが重要であることなどにより，電力供給事業者の全体

のネッ トワークを考慮する必要がある。

我が国では， 2030年に5300万kWという高い太陽光発電の導入

目標が発表されている。未利用面積の利用とし、う ことから考える

と，おそらくは戸建て住宅の屋根に多数敢せられることになるこ

とは予想に難くないが，太陽光発電はその出力の不安定性により，

配電系統の電圧変動や周波数の変動，需会バランス制御の因鮪ヒ

など，様々な課題を引き起こす可能性が懸念されている。このよ

うな問題を解決するためには大規模な蓄電システムの導入が必要

であるが， 二次雷也は高価であるため，需要側の機器を調整する

ことにより，輯合バランス確保するとし、う観点が重要となってく

るものと考えられる。そこで，我々のグノトプでは，住宅やオフ

ィスビ、パ倖の需要側建材則において，閃直な住空間・働空間の維

持ぞ省エネノレギーを実現しつつ，太陽光発電・太陽熱温水器や即

給湯器， EV用電池などの需要機器を適切に瀞訓御し，系統側と

協調しつつマネジメントする分散エネノレギーマネジメントシステ

ムに関する研究を行っている（図6-7）。

太陽光発電が大規模に導入された時点では，従来のような固定

的な電力料金制度が維持されない可能性がある。たとえば，晴れ

た昼間に電力が余るようになり，このような時間帯には電力料金

が安くなり，需要を誘発するような対策がとられることになるで

あろう。建物側のエネルギーマネジメントシステムは，このよう

な電力封土から送られてくる翌日の変動電力料金に関する情報と，

翌日の電力 ・給湯の需要量予測，その地長における翌日の日射量

予測などを基に，快適な環境をf樹寺した上で，翌日の需要機器の

運転計画を行う。将来の住宅にはこのような，供給側と協調して

うまく機器を制御し，快適性と省エネ性を維持するようなエネル

ギーマネジメントが必要になるものと考えられる。筆者はこのう

ち特に需要予測のための住宅内機器別エネルギー消費量の把握方

法にっしマ研究を進めており，手法の有用性について検討するた

めに，実際の50世帯のエネルキー－温熱環境の実測を開始したと

ころである文H）。

口。
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図6-7 再生可能工ネルギーを含むエネルギーマネジメントシステムの概念

7 おわりに

住宅における各種の低炭素イ回節約ま，資源的に，環境的にサス

テイナブ、ルな手段で、あっても 住まい手がそれを経済的に， H離子

的に許容可能と判断できなければ実見には至らない。そして適切

な判断がなされた後も，それを実際の行動に反映するに至るまで

には高し、ハード、ノレが宿生する。サステイナブ、ルな住宅を実現する

ためには， f話情が重要なのはもちろんであるが，政策的な取り組

み果たすオ嬉1）は大きい。家庭におけるエネルギー消費実態を詳細

に調査し，住まい手の属性にあった施策に関する情報を提供し，

さらに実際の行動へつながるような各種インセンティブについて

検討していく必要がある。
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