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　　　　This　study　described　the　energy　consumption　of　various　electric　apphances　in　the　houses　in　Japan．　In　order　to　obtain　the

fUndamental　infbmaation　fbr　discussing　residential　energy　gaving　strategie＄long－term　investigation　of　detai　l　energy　consumption

have　been　done　fヤom　2002　to　2003　fbr　80　dwellings．

　　　　The　results　are　as　fbllows；

（1）Energy　consumption　ofthe　re」団gerators　in　actual　condition　exceeds　ofcatalog　value．（2）Relationship　between　the　re伍gerator

capacity　and　the　annual　energy　consumption　of　the　refhgerator　is　lov肱（3）The　standby　electricity　is　20％or　less　of　total　energy

consumption　in　the　house．（4）The　electricity　consumption　fbr　the　amusement　use　in　the　house　is　the　most　representative　use．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギー消費量，家電機器，待機電力，住宅

1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．’研究対象の概要

　地球温暖化に対する関心の高まりの中で、住宅における省エネル　　　対象住宅の概要を表1に示す。北海道、東北、北陸、関東、近畿、九

ギー対策が求められている。住宅において具体的な省エネルギー対策　　州（沖縄を含む）のそれぞれの地域で戸建住宅9戸、集合住宅4戸の

を計画するためには、生活用途別・機器別にエネルギー消費の実態を

詳細に把握する必要がある。目本建築学会住宅内のエネルギー消費に、　　　　　　　　　　　　表1　対象住宅の概要

関する全国的調査研究委員会（委員長：村上周三慶磨義塾大学教授）で

は、住宅におけるエネルギー消費構造を明らかにする目的で、日本全

国の住宅80戸を対象に2002年から2003年にかけて電力・ガス・灯油　　北海道

の消費量および室温、水温の実測調査を実施した。別報（参考文献1）　　東北

において、対象住宅の属性（床面積、世帯人数、熱損失係数等）と用

途別エネルギー消費量について既に報告している。

　本研究では、上記調査データを元に冷蔵庫、調理器具、家電機器、特　　　関東

機電力について解析を行い、エネルギー消費実態を明らかにしたので　　関西

報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州沖縄

断熱気密性能

地域 住宅数 建築年
床面積
m㎡］ 熱損失係数

mw／（㎡・K）］

隙間相当面積
@［c㎡／㎡】

家族人数
@［人】、

戸建 9戸 1984～2002年 116～239 1．4～21 α4～蓬。1 2～6
北海道

集合 4戸 1990～2002年 87～104 α6～21 α2～1．1 2～3

戸建 9戸 1988～2002年 109～178 1．0～23 α3～2．2 2～5
東北

集合 4戸 1993～2000年 80～72 t7～2．5 α5～1．7 2～4

戸建 9戸 1990～2002年 117～188 1．4～44 α4～4．9 2～5
北陸

集合 4戸 1964～1995年 70～102 Z4～7．7 ＆5～1．3 3～4

戸建 9戸 1968～2002年 90～234 2．3～a3 1．1～1a3 2～6
関東

集合 6戸 1993～2000年 68～148 1．5～3．9 α3～1．7 3～5

戸建 9戸 1996～2000年 97～159 1．4～29 25～122 2～5
関西

集合 4戸 1988～1995年 74～110 α9～1．6 0．9～1．6 2～4

九州沖縄
戸建 9戸 1998～2002年 98～193 1．7～a2 ao～9。5 2～5

集合 4戸 1996～2001年 46～92 t9～5．5 1，2～10．2 2～6
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13戸を目安に全国80戸の住宅のエネルギー消費量に関する測定を行っ　　　　1600

た。エネルギー消費量の測定は①エアコン等の冷暖房機、②冷蔵庫、③　　　　1姻

電気温水器、④台所レンジ、⑤都市ガス・⑥灯油の測定を行った・電　　罵12GO

灘贈要撫購シ9婆糠灘鋤
して給湯用と調理用の分離を図る。これ以外に空調室と非空調室の温　　　旺i

灘繍綴蕪諜騰蕩徽裟論綴1：：
こと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aoO

　本報で解析する冷蔵庫のエネルギー消費量では、実測調査結果と製　　　　　◎

品カタ・グの年間エネルギ哨費量を比較する．待纒力では家融　　゜2°°4°°カタ謬値螺劇㈱㈱1矯゜°

器の台数等を考慮し、住宅全体で消費されている待機電力について着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2　冷蔵庫の実使用時とカタログ値の電力消費量の関係
目し、分析を行う。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160e3．冷蔵庫のエネルギー消費量

3．1冷蔵庫電力消費量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箋㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　図1に冷蔵庫の電力消費量を示す。対象住宅に設置されている冷蔵　　母脚o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
庫の台数は北髄戸建・4は2台設置されており・その他の住戸は・台　嚢・…

である（冷蔵庫総数75台）。図1に示す北海道集合04の冷蔵庫の電力　　翻8◎o

韻量は2台の合計値である・冷灘の電力瀕量は6・・～8・・k田年　瓢。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かへの住宅が多く、全体の36．8％である。200kWh／年未満の住宅は全体の　　尺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯉49°
1．3％、200～400kWh／年の住宅は全体の2．6％、400～600kWh／年の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20◎住宅は全体の22．4％、800～1000kWh／年の住宅は全体の25．0％、

1000kWh／年以上の住宅は11．9％である。　　　　　　　　　　　　　　　　oo　5◎　輩。D　15。　2◎0　250　3◎e　350　4a◎　㈹　　50。

　図2にカタログに記載されている年間電力消費量と実使用時の年間　　　　　　　　　　　　　冷蔵庫の容盤泌

電力消費量の関係を示す。カタログ値は190～1176kWh／年の範囲に入　　　　　　　　　図3　冷蔵庫の容量と電力消費量の関係

り、実使用時の年間の電力消費量は414～1457kWh／年の間に入る。多

くの冷蔵庫で、実使用時の電力消費量はカタログ値に比較して年間電　　　　S

力消費量が多くなる傾向がある・カタ・グ値の勧消費量が少ない冷譲、

蔵庫ほど、カタログ値と実使用時の差が大きくなる傾向がある。　　　　渓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響憲・

3・2冷蔵庫の容量と M消鎧の関係　　　　　灘婁
容監騰欝二驚瀦禽標欝聾繍欝姦董藷
とした冷灘の容量は21・～465リットルの範囲に入る．冷灘の容嘉・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ
量と電力消費量の相関は低い（R2干0。08）。これは、住宅によって設置場　　騨

所や開閉回数等　冷蔵庫の使用方法が異なる，と黍原因と考えられる　　　　　o
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製造年と電力消費量をみると、電力消費量は1～3Wh／（㍑・年）のもの　　　　　　　　　　　　冷蔵簿の製造簸年】

が多く・製造年と電力消費量の間に相関はみられないが・2000年以降　　　図4　冷蔵庫の製造年と1リットル当たりの電力消費量の関係

に製造された冷蔵庫で消費電力が低下しているものもみられる。
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3．3室内温度および外気温と冷蔵庫の年間電力消費量の関係　　　　　日、関西戸建09では1．7kWh／日、九州沖縄戸建04では2．1kWh／日と

　図5に年平均室内温度と冷蔵庫の年間電力消費量の関係を示す。年　　なる。

平均室内温度は18・9℃～26．8℃の範囲に入り、冷蔵庫の電力消費量は　　　図7に日平均外気温度と冷蔵庫の日積算電力消費量の関係を示す。

320．3～1456・8kWh／年の範囲に入る。住宅によって冷蔵庫の電力消費　　目平均外気温と電力消費量には正の相関がみられる。また、日平均外

量に、ばらつきがみられ、年平均室内温度と電力消費量には相関がみ　　気温が15℃を越えると、外気温の上昇に対する電力消費量の増加の割

られない（R2＝0・08）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合が高くなる傾向がみられる。これは平均室温と外気温にある程度相

　図6に代表的な住宅における日平均室内温度と冷蔵庫の日積算電力　　関があること、外気温が15℃を越えると冷蔵庫の使われ方が変化する

消費量の関係を示す。日平均室内温度と日積算電力消費量には、強い　　ことが原因と考えられる。

正の相関があり、室内温度が上昇するにつれて、冷蔵庫の電力消費量

が増加する傾向がある。日平均室内温度が20℃の時、冷蔵庫の日積算　　　　　　　（注）外気温が約15°C付近で冷蔵庫の電力消費量の傾向が変化するため、

エネルギー消費量は北海道戸建08では1，8kWh／日、東北集合04では　　　　　　　　　15°C以下の回帰式と15°C以上の回帰式に分けて表示する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3湿。北瀧費蓮疎騨繊懲萄㌔璽棄葦羅畷織、35鋼　　　　＿
1．OkWh／日、北陸戸建04では1．4kWh／日、関東戸建05では3，9kWh／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎麟騰澄・35鋼　＿＿＿＿＿＿＿1　。糖節翻
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　図8に調理用コンロ（電磁調理器40台、ガスコンロ29台）のエネル　　　｛8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90％

ギー消費量の度数分布を示す。本調査ではガスの消費量は住戸全体の　　　｛6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8銚

ガスメータによって行っているため、給湯を除いたガスコンロのみの　　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70％

ス消費量から可能な限り給湯用途と調理用途の消費量の分離を行った　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3◎％

データである注1）。電磁調理器のエネルギー消費量は・300～450kWh／　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2鑑

年の住宅が最も多く、全体の35．0％である。電磁調理器のエネルギー　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1醜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　ゆ　　　　　くつ　　　　　ゆ　　　　　ゆ　　　　　くつ　　　　　ゆ　　　　　の　　　　　くひ　　　　くつ

量は9・・～1・5・k脚年の住宅が最も多く・全体の17・2％である・ガス　　乙竃窓Σ£Σ乙：竃宰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　の　　　　　ゆ　　　　　ゆ　　　　ゆ　　　　　の　　　　　の　　　　　くひ　　　　の
コンロのエネルギー消費量の平均値は1047．6kWh／年であり、電磁調理　　　　　　　　一　個　鱒　蛇　切　⑳　卜　。・　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビのエネルギー消費量無懸／年3

器のエネルギ鞘費量の3・°倍である・　　　　　　　図11テレビのエネルギ＿瀕量の麟分布　　，

5．その他の機器のエネルギー消費量　　　　　　　　　　　　　　　　30

5・1　家電製品の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

　図9に対象住宅で保有されている家電数を示す。照明器具は蛍光灯

の本数や電球の種類など器具の種類が多いため照明器具以外の暖冷房、　　　2e

給湯演鳳冷灘娯縮報、家輪生等の家電製品の緻を家電臨

数と定義する。住宅で保有されている家電数は20～40台の住宅（全住

戸の67．1％）が最も多い。次に40～60台（18．4％）、20台以下と60　　　1◎

～80台（それぞれ6・6％）・80台以上（1・3％）である。図10に暖冷　　　　5

房・給湯・照明を除く家電数とエネルギー消費量の関係を示す。家電

　　20　30ムの　　ミい　め　　　　エ　ルギ　’　量の　には　　　◎数は　～　　口　住宅力多　た　、家電数と　ネ　　ー消費　　間一　　　　　　　g　專　8　＄　8　8　專　＄　器　8　r

明確な関係はみられない。　　　　　　　　　ふ念毒墓i三Σ竃乙Σ奮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　くコ　　　　ね　　　　せ　　　　ゆ　　　　め　　　　ふ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洗濯機のエネルギー消費薮［kWh／黛コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図12　洗濯機のエネルギー消費量の度数分布
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5，2　テレビのエネルギー消費量

　図11に、居間に設置された合計71台のテレビのエネルギー消費量の度

数分布を示す。テレビのエネルギー消費量は、300～400kWh／年の住宅が

最も多く、全体の26．8％である。ついで200～300kWh／年（23．9％）、100

～200kWh／年（19．7％）である。テレビのエネルギー消費量の平均値は

305．8kWh／年であり、90％以上の住宅で500kWh／年以下である。

一　5．3　洗濯機のエネルギー消費量

　　　図12に洗濯機（計66台）のエネルギー消費量の度数分布を示す。66台

テレビ（騰闘）　鷺磁調理器　　ガス識ン鑓　　　溌濯機　　　　　の洗濯機のうち、2台の洗濯機は乾燥機能がついている機種である。洗濯

　　図14　家電機器の使用時間と標準偏差　　　　　　　　機のエネルギー消費量は20～40kWh／年の住宅（全住戸の394％）が最も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多い。洗濯機のエネルギー消費量の平均値は59．7kWh／’年であり、洗濯機
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のエネルギー消費量は全体の約90％以上の住宅が100kWh／年以下となっ

ており、平均値は59．7kWh／年である。2台の乾燥機能付き洗濯機のエネ

ルギー消費量は、それぞれエネルギー消費量の傾向が異なる。一方の洗濯

乾燥機は使用時間、エネルギー消費量ともに、他の住宅と比べて差は少な

い。しかし、もう一方は66台中、電力消費量は最も多く（492．9k陥／年）、

使用時間は66台中3番目である（1338時間）。　‘

◎　　　　　　　　　1◎◎0　　　　　　　　20G◎　　　　　　　　30eo　　　　　　　　40◎6　　　　　　　　δOOO　　　　　　　　60◎◎　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　　　使期時欝騰闘ノ年］　　　、　　　　　　　均値は135・7kWh／年であり・全体の90％以上が200kWh／年以下である。

図15　家電機器の使用時間とエネルギー消費量の関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．5　家電機器の使用時間と家族人数あたりのエネルギー消費量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図14に家電機器の使用時間と標準偏差を示す。テレビは住宅によって
　満濯機
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5．4　温水洗浄便座のエネルギー消費量

　図13に温水洗浄便座（計55台）のエネルギー消費量の度数分布を示

す。温水洗浄便座のエネルギー消費量は150～200kWh／年の住宅が最

も多く　全体の30．9％である　温水洗浄便座のエネルギー消費量の平
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図16・家族一人当たりのエネルギー消費量の累積頻度　　　　　　　　　　　　　図18　家電数と待機電力の関係
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使用時間に差がみられ、年間あたりの使用時間は約1382～3506時間であ　　待機電力の間に明確な関係はみちれない。

る。電磁調理器とガスコンロの使用時間はほぼ等しく、年間あたりの使用　　　図19に総電力消費量と待機電力の関係を示す・住宅をガス・灯油併

時間は約192～674時間である。洗濯機の使用時間は年間約49～652時間　　用住宅、全電化住宅、給湯に深夜電力を利用している住宅に分類し、そ

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れそれ総電力消費量と待機電力を比較する。住宅の種類により増加の

　図15に、家電機器の使用時間とエネルギー消費量の関係を示す。ど　　割合が異なるものの、総電力消費量が増加するにつれて待機電力も増

の家電機器も使用時間が増加するとエネルギー消費量も増加する傾向　　加する傾向がみられる。

がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，図20に総電力消費量に対する待機電力の割合を示す。住宅により総

　図16に家族一人当たりの家電機器のエネルギー消費量を示す。累積頻　　電力消費量に対する待機電力の割合にばらつきがみられるものの、住

度80％の時、テレビは125kWh／（人・年）、電磁調理器は135kWh／（人・年）、　　宅の多くは、待機電力の割合は総電力消費量の20％以下である。待機

ガスコンロは440kWh／（人・年）、洗濯機iは18kWh／（人・年）、温水洗浄便座　　電力が総電力消費量に対して占める割合は、ガス・灯油併用住宅で

は65kWh／（人・年）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，6％、全電化住宅で5．5％、暖房に灯油を使用し、給湯に深夜電力を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用している住宅で8．1％である。

6．待機電力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各住戸ごとに待機電力の一番多い用途を調べ、住戸全体で集計した

　待機電力に関してはいくつかの定義があるが、ここでは明け方の午　　結果を図21に示す。待機電力が最も多い用途は、娯楽（テレビ、ビデ

前3時から4時まで（深夜電力を使用している機器及び冷蔵庫を除く）　　オ等）であり、全住戸の55．4％の住宅で娯楽用途の待機電力が多い結

の1時間の消費電力を待機電力と定義し、この値の24倍を1目の待機　　果となっている。次に調理（電子レンジ、炊飯器等）が25．7％、情報

電力とする。従って、対象となる機器が使用されている時間帯も待機　　（パソコン、電話等）が13．5％、暖冷房換気（エアコン、ファンヒータ

電力を消費していることになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　等）と給湯（ボイラー等）がそれぞれ2．7％である。図22に住戸あた

　図17に本報で定義した年積算待機電力消費量を示す。待機電力は　　りの待機電力の構成割合を示す。娯楽情報（テレビ、ビデオ等）が全

400～600kWh／年の住宅が最も多く、戸数全体の37．3％を占める。次　　体の46．6％と最も多く、次に厨房（電子レンジ、炊飯器等）が20．6％、

に600～800kWh／年（25．3％〉、200～400kWh／年（16．0％）、800～　　暖冷房換気（エアコン、ファンヒータ等）が9．9％、給湯（ボイラー等）

1000kWh／年（12．0％）、200kWh／年以下（6．7％）、1000kWh以上（2．7　　が4．7％である注3）。

％）である注2）。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　図18に、家電数と待機電力の関係を示す。家電数は11～86台の範　　7．まとめ

囲に入り、待機電力は91，9～1091．8kWh／年の範囲に入る。家電数と　’　2002年から2003年に実施した住宅におけるエネルギー消費量調査結
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　　　　　　図21　待機電力が最も多い用途の割合
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果より、冷蔵庫および各種家電機器、待機電力等に関するエネルギー　　大学助教授）、高口洋人（九州大学特任助教授）、堤純一郎（琉球大学教授）、

消費量について報告した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小副川学（九州電力株式会社）、篠崎正弘（九州電力株式会社）、他多数の皆

①冷蔵庫のエネルギー消費量は600～800kWh／年の住宅が最も多く、全　様（http：／／tkkankyαeng．　niigata－u．　ac．　jp／｝P／｝P／16ii㎜eib・．　htm参照）に多

　体の36．8％である。冷蔵庫の容量とエネルギー消費量の相関は低い。　　大なる協力を得た。関係各位に深く感謝の意を表します。

②冷蔵庫の実使用時の年間電力消費量は、カタログ値に比較して多く

　なる傾向がみられ、カタログ値の年間電力消費量が少ない冷蔵庫は、　　参考文献

カタ・グ値と実使用時の差が大きくなる傾向がある・　　1）駄霧二驚離朧車灘漉欝裂魅齢覆邑爆
③年平均外気温と冷蔵庫のエネルギー消費量には相関がみられない。　　　量の長期詳細調査，対象住宅の属駐と用途別エネルギー消費量，日本建築学会環境

　ある住宅に注目すると日平均外気温と冷蔵庫の日積算エネルギー消　　　系論文集N・・603・PP　93－100・2006・5

費量には正の相関がある．　　　　　　2）糊島灘イ繍1薩慧算器賑灘號撫叢誰
④テレビのエネルギー消費量は全体の26．8％の住宅が300～400kWh／　　　建築学会技術報告集，　N・．22，　PP，355－358，2006．12

　年である。テレビのエネルギー消費量の平均値は305。8kWh／年であ　　3）長谷川善明・井上隆：全国規模アンケートによる住宅内エネルギー消費の実態に関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する研究世帯特性の影響と世帯間のばらつきに関する考察その1，日本建築学
　り・90％以上の住宅で500kWh／年以下である。・　　　　　　　　　　　会環壌系論文集，　N。．583，　PP．23－28，20砿9

⑤洗濯機のエネルギー消費量は20～40kWh／年の住宅が最も多い。住　　4）山岸明浩・赤林伸一・坂口淳，浅間英樹石山洋平：新潟地域の住宅におけるエネ

宅全体の平均値は5柵／年であり・全体の約9・％以上の住宅で洗　峯蕪㍊糠欝欝，語i32朧うネルギー字肖費量の鶏日本建築

　濯機のエネルギー消費量は100kWh／年以下である。　　　　　　　　　5）赤林伸一，坂口淳，佐藤久遠，浅間英樹：家庭用エアコンCOP簡易測定法の開発，

⑥温水洗浄便座のエネルギー1肖費量は150～200kWh／年の住宅が最も　　　　日本建築学会研究技術報告集第22号PP・315一318・2005・12

多・㌔住宅全体の平均値は135．7kWh／年であり、全体の9・％以上の6）Q鷹購田霧謡籔蕪鐵蕩搬懇煽犠鷺
　住宅で温水洗浄便座のエネルギー消費量が200kWh／年以下である。　　　文集，　N・．606，　PP．75－80，2006．8

⑦テレビの使用時間は約1382～3506時間／年、電磁調理器とガスコ　　7）石山洋平赤林伸「坂口淳・山岸明浩，浅間英樹：塵冷房機器のエネルギー消費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する検討新潟地域の住宅におけるエネルギー消費に関する調査研究　その2
　ンロの使用時間は約192～674時間／年、洗濯機の使用時間は約49　　　，日本建築学会環境系論文集，N。．608，　PP．75－80，2006，10

　～652時間／年である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）前真之，飯尾昭彦，井上隆室恵子，田中俊彦，平山翔，関崎真：用途別エネルギー

⑧累積頻度8・％における家族一人当たりの家電機器のエネルギー消費　澱灘黙黎撰驚欝竃欝搬1費に関する調査研究

　量は、テレビは125kWh／（人・年）、電磁調理器は135kWh／（人・年）、　　9）吉野博，村上周三，赤林伸一，坊垣和明，田中俊彦，羽山広文，尾崎明仁，菅原華

　ガスコンロは440kWh／（人・年）、洗濯機は18kWh／（人・年）、温水洗　　　子：住宅のピーク電力に関する調査研究住宅エネルギー消費の全国調査データに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基づく分析，日本建築学会環境系論文集，No．610，　pp．99－106，2006．12
　浄便座は65kWh／（人・年）である。　　　　　　　　　　　　　　　　　10）、財団法人省エネルギーセンター：平成17年度待機時消費電力調査報告書，

⑨年積算した待機電力は、400～600kWh／年の住宅が最も多い。累積頻　　　　2006・3

　度80％のときの年積算待機電力は戸建住宅では680kWh／年、集合住
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
　宅では800kWh／年である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1）本調査で測定したガス消費量は、住戸全体のガスメータに計測器を設置し測定し

⑩家電数と待機電力には相関がみられない。総電力消費量と待機　　　　ている。給湯と厨房の用途の分離は、北陸地域の住宅で測定したガスコンロの1

酬・は・縄力消費量が増加するにつれて徽電力も増加す　欝緻書婁欝懸誌量雛繕灘籍篇灘1癬
　る傾向がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　値以下の消費量の場合は全て厨房用途として算出した。給湯と厨房が同時に発生

⑪多くの住宅で待機電力は総電力消費量の20％以下である。待機電力　　　　する場合も考えられるが・給湯に比べて厨房の単位時間当たりの消費量は小さい

が編力消費量に対して占める翻よガス・灯油併用住宅で11．6　謙麟萎第を驚響めて醐であることを考慮し’本報ではこの点

　％、全電化住宅で5．5％である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
⑫待機電力が最も多い用途の割合は、娯楽（テレビ、ビデオ等）であ　　表2用途分離で用レ’る騙の駄ガス消費量
　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス厨房最大値
　る。また、住戸当たりの待機電力の構成割合は娯楽情報が最も多い。　　　　　　　［kWh／h〕

謝辞

　本研究は国土交通省からの補助金、東京電力、関西電力、九州電力から委

託を受け、（社）日本建築学会学術委員会「住宅内のエネルギー消費に関する　　　　　　　　54

全国的調査研究委員会（委員長：村上周三慶磨義塾大学教授）」の活動の一環

として実施したものである。また、本研究を行うに当たり居住者の方々や工　　　　　　　　77

務店の各位の協力脅得た。調査やデータ集計では・絵内正道（北海道大学教　　注2）既往調査1・）によると住戸あたりの待機消費電力量は308kWh／年．世帯であり、

授）、鈴木憲三（北海道工業大学教授）、三田村輝章（足利工業大学講師）、長　　　　住宅の年間消費電力量（4209kWh／年・世帯）の7．3％に相当するとある。本調査

谷川兼一（秋田県立大学助鞭）・醐・ほり（秋田県立大学助手）・佐々木注、）憂灘灘糠隷灘騒叢犠鑛翻頚熱器、、

隆（岩手県立大学盛岡短期大学教授）、室恵子（足利工業大学助教授）、須永　　　　21％、情報・通信機器が16％、冷暖房空調機器が10％、照明・その他が10％、

修通（首都大学東京准教授）、松田克己（旭化成株式会社）、堀祐治（独立行　　　　家事・調理機器が7％である・用途分類の方法が異なるため単純に比較すること

政法腱築研究所）、前真之（棘大学助鞭）、林廣（鯨電力株式会社）、　が出来ないが・概ね同鞍の結果であると思われる・

山岸明浩（信州大学助教授）、加藤正直（関西電力株式会社）、岩前篤（近畿　　　　　　　　　　　　　　（2007年4月ユ0日原稿受理，2007年6月12日採用決定）

ガス厨房最大値
@　［kWh／h〕

住戸番号

4．1 関東集合06
4．4 北陸戸建03
4．5 関西戸建08，関西戸建09

4．6

東北戸建03，東北集合02，東北集合04，九州沖縄戸建03，
繽B沖縄戸建04関東戸建04，関東戸建06，関東戸建08，
ﾖ東集合oa関東集合04，関東集合05

5．1 東北集合03
5．4 東北集合01
5．6 北陸戸建07，北陸戸建09，北陸集合03，北陸集合04

6．0
北海道戸建04北海道集合04，関西戸建04，関西戸建07，
ﾖ西集合02，関西集合03，関西集合04

7．7 東北戸建06
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