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　In　order　to　stabilization　of　the　energy　supply　and　demand　in　residential　area，　it　is　important　to　grasp　of　the　peak　energy

consumption．　In　this　pape鴨we　examine　the　peak　electricit防fセequency　distribution　of　peak　electrici鋤dayごloadTate　and

outbreak　time　in　6　detached　houses　based　on　measurements　fbr　energy　consumption．　In　conclusion，1）In　all　electrified

houses，　the　outbreak　time　of　peak　electricity　concentrate　in　midnight．　On　the　other　hand，　it　is　distributed　wide　time　in

houses　that　use　electricity｝gas　and　kerosene．2）The　peak　electricity　in　al　electrified　houses　changes　by　a　season　and　in

houses　that　use　electricit弘gas　and　kerosene　change　by　a　da又　3）Adistribution　range　of　the　peak　electricity　annual

frequency　is　wide　in　all　electri且ed　houses．4）Day－load・rate　decreases　to　the　summer　in　all　electr皿ed　houses　and　changes

by　a　day　in　houses　that　use　electricity｝gas　and　kelosene．
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　　　　　　ピーク電力，住宅，実測調査

1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク形成要因と発生時間帯等について明らかにしている。しかしな

　近年，我が国における年間ピーク電力（年間最大電力）は，需要構　　がら，これらの研究は全電化住宅を対象としたものであり，併用住宅

造の変化等により，上昇傾向1）にある。一般に年間最大電力負荷は夏　　を含む各種の住宅による検討や地域性などにっいて明らかにした調

期の酷暑日に発生するとされているが，最近の夏期の気温上昇に伴い，　査研究はほとんどないのが現状である。

ますます最大値が突出する傾向が見られる。年間ピーク電力によって　　　　そこで本研究では，2002年11月から2005年3月の長期に渡って

電力供給量が決定されることから，ピーク電力の上昇は大きな問題で　　行われた，全国の住宅80件のエネルギー消費量に関する詳細実測調

あり，電力需給の安定化やコスト低減，環境面への配慮といった観点　　査5）に基づいて，各住宅におけるピーク電力およびその発生時刻等に

からも，ピーク負荷の低減およびオフピークへの移行（負荷平準化）　　ついて明らかにし，住宅設備との関連性や地域性について分析するこ

が重要である。最近では深夜電力利用の蓄熱式機器等の普及により，　　とを目的とする。

住宅においてもピーク電力の負荷平準化が進められているが，住宅地

域における供給量は夜間の20時から22時頃にかけて最大になる2）　　2．調査対象住宅および調査の概要

とされている。今後，住宅地域における電力需要を予測する上で，住　　　　表1に調査対象住宅の概要を示す。実測調査を行った全国80件の

宅におけるピーク消費電力量や発生時刻，各種機器との関連性等につ　　　住宅のうち，今回は全電化住宅及び電気・ガス・灯油の併用住宅の中

いて明らかにすることは重要である。　　　　　　　　　　　　　　　から，データの欠測が比較的少ない住宅を各3件ずつ選出し，分析を

　小副川，尾崎ら3）は九州における全電化住宅3戸を対象に冬期のピ　　　行った。表2に調査内容と調査方法6）注1）について示す。今回の分析

一ク値のデマンド・プロフィルと用途について検討し，使用する暖房　　では2003年1月～12月までの1年間における1分間隔の電力量測定

機器によりピーク消費量および発生時刻が異なることを明らかにし　　データを使用した。

た。また井上，前ら4）は関東の全電化住宅1戸を対象に夏期，冬期の
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表霊　調査対象住宅の概要　　　　　　ヤ
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欝　朝 L・ 1999 1474 造 140 0．50 ＝一
kも 麗ヌL ＝＝

kも
＝＝

kも 6 温フハ・ルピー一 層

灘貰建碑 盛岡市 2000 140．0 木造 1．01 0．70 電気 電気 電気 電気’4 蓄熱式暖房器 エアコン

金・電権

九蝿騰《凧
福岡県

O原市
2001 145．7 木造 2．5 3．00 電気 電気 電気 電気 4 　エアコン

Iイルヒーター
エアコン

磯海欝　磁 札幌市 1999 240．0 1階RC＋木造 t44 0．79 灯油 電気 灯油 電気 4 ファンヒーター 一

離隣欝建飴
新潟県

｡越町
2002 117．0 木造 2．18 0．95 電気 電気 ガス ガス 4

　エアコン・

zットカーペット
エアコン

勤鱒灘奪翫福岡市 2001 158．9 木造 2．3 4．00 電気 電気 ガス ガス 2 エアコン エアコン

　　　　　　　　表2　調査内容と調査方法6）注1）　　　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5分　　　　　咽　6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15分　　　　鯉2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0：00　　　　3：00　　　　6：00　　　　9：00　　　　12：00　　　准5：00　　　18：00　　　21：00
3．ピーク値の発生時刻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ヨ
　各住宅におけるピーク値発生時刻および発生要因について，電力消　　　e図

算値×4）うえで・㈱間1ヶ月について・各時刻の値を平均した翠；1

ものを図示している・またピーク値は1分間の勧積算値において1　聾1

日で最も韻量の大き唯とし・その難時亥1と嫉ピーク値を求　墾噸

めた。電力消費量の時刻変動と比較を行うために，図示したピーク値　　　假　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　　0
は1分間の積算値を1時間あたりの消費量に換算した値（i分積算値　　　　　o・oo　3・oo　6、oo　g・oo　12、oo　15、oo　18、oo　21、oo

×60）となっている。同時刻に複数回のピーク値が発生した場合，最　　　　図1　北海道戸建01における電力消費量の時刻変動（上段）と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値発生時刻の分布（中段・下段）’
も値の大きかったものをピーク値として図中に示している。kWh／h

鱒鷺
曳　　　　　磯磯器　． 凝鍵鷺摩

測貝

電力 使用電力情報収集システム（日本ベンティンク製） ±2．5％以内 1分
ガス ガスメーター（金門製作所製・TSLOG－NS－L）

一
5分

灯油
微流量燃料メーター（オーバル製・LSN39P8－T3）
pルスロガー（HIOKI製・3639）

　±1％
}1dgし以内 5分

温湿度
温湿度ロガー（H10K1製・3641）

ｷ度ロガー（HIOKI製・3632，3633）

±α5℃（温度）

}5％（湿度） 15分

をkWで表記した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

3．1．冬期における電力消費量時刻変動とピーク値発生時刻　　　　　　　宴15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　冬期の電力消費量の時刻変動とピーク値発生時刻について考察す　　　　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　關10
る。対象としたのは2003年2月の1ヶ月間である。　　　　　　　　　　撰

3．1．1．全電化住宅の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯉5

（1）北海道戸建01（図1）　電気ボイラーを用いた温水パネルヒー　　　　　o

ターによる全室暖房を行っており，16：00～18：00の時間帯を除いて終　　　　　　o：oo　3：00　6：00　9：00　12；oo　15：00　18：00　21：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
日運転が行われている・また23・3・－5…頃にかけて給湯用温水器も　鋸、

鷺錨欝欝七ご矯難膿緊茸徽野課諄颯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埋　25
発生が見られる7時頃のピークは給湯用温水器の追炊きによって発　　　｛『　20

生したものである．電力瀕のピーク値はおよそ12kWで一定である．き蒙15

（2）東北戸建。7（図2，3，4）囎設備として深麓力利用の蓄　盟占1・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渓　　5
熱式電気暖房器が設置されている。給湯器と蓄熱暖房器の同時運転が　　　最　　o

行われる1：30～4：00にかけて，およそ20k～Vのピークが集中して発生　　　　　o：oo　卸0　6・oo　9：00　12・oo　15・oo　18：00　2too
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2　東北　建07における電力消費量の時刻変動（上段）と
していた・ピーク時消費量のほとんどが蓄熱暖房器によるものとなっ　　　　　　　　ピーク値発生時刻の分布（中段・下段）

ており，ピーク時の全体消費量に占める割合は1ヶ月平均で72．0％で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唇

あった。それに次ぐ給湯器は26．6％となっている。　　　　　　　　　その割合を表したものである。電磁調理器と照明その他の消費量が大

　また深夜電力時間帯以外のピーク値がどのようになっているのか　　きく，全体の電力消費量に占める割合は，1ヶ月平均で電磁調理器が

を把握することを目的として・深夜電力（蓄熱暖房器と給湯器の消葺　　　56．7％，照明その他が3L7％，テレビが4．7％であった。その他に補助

量）を除いた場合についてピーク発生時刻の検討を行った。その結果　　暖房として用いているエアコンや電子レンジ，炊飯器の占める割合が

を図3に示す。厨房機器が使用される昼，夜にピークが集中しており，　　大きい日も見られた。

特に19時前後に発生する頻度が最も大きく，ピーク値は4kW前後と　　　（3）九州戸建06（図5）暖房設備としてエアコンとオイルヒーター

なっている。図4はピーク発生時の消費量について機器別に示し・　　が設置されている。前述の2件に比べピーク発生時刻は分散している
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が，深夜を中心に暖房機器と給湯器の運転が行われる時間にピークの　　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲その他　Z照明　　團家事衛生ロ娯楽情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰍3　　　　　　　　～一一一
（4）ピーク値を形成する要因とピーク値削減の方法　以上3件の結　　　　渓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・R2
果から全電化住宅におけるピーク値は，給湯器をはじめとする蓄熱機　　　　鯉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　へ
器に大きな影響を受けていると考えられる。またピーク発生時刻に関　　　　　o

しては，一般的な住宅地域におけるピーク値発生時刻が，夜の団攣時　　　＿30：00　3：00　6：00　9：00　12：00　15：00　18：00　21：00

にあたる20時～22時であるのに対して，今回分析を行った全電化住　　　畠里2＿＿＿＿＿＿　　＿＿～

宅で牒薦力時間帯の23時一5・寺にかけて集中する傾向が見ら聯一一一一一一

れ，オフピークベの移行がなされていると言える。しかしながら，東　　　　潔o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埋　　12
北戸建07を対象に行った深夜電力を除いた場合の分析においては，　　　♀　10－　　　　　－

19時前後に4kW程度のピークが発生しており，その主な発生要因は輻「＿　一一．　＿　：
電磁調理器であった。さらなる負荷平準化を進めるためには，電磁調　　　竪　4　　　－一　　　　　　　　　　　　皿　　　　｝

理器を中心とした対策が腰になってくると考えられる．　　籟1　『　　　　　　　 ｝

3．1。2．併用住宅の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o：oo　3：00　6：00　9：00　12：00　15：00　18：00　21：00

（1）北海道戸建・7（図6）暖房と給湯｝・灯油，その他に電気を　図5九州聲8灘巖瀦韓講轡（上段）と

一

團その他　ロ照明　　團家事衛生□娯楽情報
■冷蔵庫　㎝厨房　　田給湯　　日暖冷房
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鯉　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紐　　0
　　　0：00　　　　3：00　　　　6：00　　　　9：00　　　　12：00　　　15：00　　　18：00　　　2tOO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O：00　　’　3：00　　　　6：00　　　　9：00　　　　12：00　　　15：00　　　18：00　　　21：00

図3　深夜電力を除いた場合の東北戸建07における電力消費量の　　　　図6　北海道戸建07における電力消費量の時刻変動（上段）と
　時刻変動（上段）とピーク値発生時刻の分布（中段・下段）　　　　　　　　　　ピーク値発生時刻の分布（中段・下段）

＊テレビ等にはビデオ，パソコン，電話，FAXを含む

箋5

星墨4

罵
襲1

1111

1il

iil

lil

≧1．5
占

咽
裾1．0

翼

鯉0．5

0．0

　　0；00　　　　　3：00　　　　　6：00　　　　　9：00　　　　12：00　　　　15；00　　　　18：00　　　　21：00

　　ヨ
e図

心懸

コ」

Q
埋1
や

℃」　　　　　’

　　　墓塞§墓§§§鎗轍墓§塞朧墓墓§螂塞奮§甕　盟出2　　－一一一一　　一一一一一
　　　こじξ3じoξコこoじこooこじじじじこここ〇じじこoじじこ　　　　　襲　　1　　　　　　　　　－　一　　　　　　　　　　　　　一　　一一一一一
　　　F㈹寸脚卜◎9①OFNσり寸鴎Φ卜q◎①〇－Neり脚o卜◎o　　只

図4　東北戸建07におけるピーク時の機器別消費量とその割合　　　　　図7　北陸戸建03における電力消費量の時刻変動（上段）と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値発生時刻の分布（中段・下段）
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図9　九州戸建04における電力消費量の時刻変動と　　　　　　　　・図11　九州戸建04における電力消費量の時刻変動と
　　　　　ピーク値発生時刻の分布（冬期）　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値発生時刻の分布（夏期）

・用いる住宅である。暖房機器として灯油ファンヒーターを設置し，補　　　を電磁調理器が占めていたのに対して，複数の機器が同程度の割合を

助的に電気ヒーターも使用している。朝，昼，夜とピークの発生が見　　　占めている。

られる。特に18時前後にピークが発生することが多く，これは電磁　　　（3）九州戸建04（図9）　給湯と調理にガス，暖冷房その他に電気

調理器やテレビ等の家電機器の複数同時使用によるものである。また　　を用いる住宅である。ピークの発生は広い時間帯に分布し，最も発生

朝，昼のピークに比べ，夜間のピーク値が大きくなる傾向が見られる。　　頻度が高いのは22時前後となっている。照明をはじめとする複数機

　（2）北陸戸建03（図7，8）　給湯と調理にガス，暖冷房その他に電　　器の同時使用によって発生しており，さらにエアコンの使用が開始さ

気を使用している。朝，昼，夜とピークの発生が見られるが，朝の7　　れる7時前後にもピークが発生している。

時前後に発生することが多い。主に電子レンジ等の厨房機器やテレビ　　　（4）ピーク値を形成する要因とピーク値削減の方法　以上3件の結

の使用時間に発生が見られる。図8はピーク発生時における機器別消　　　果により，併用住宅においてはピーク値の発生時刻は朝・夜を中心に

費量とその割合について示したものである。エアコンや食器洗い機　　　広く分布し，厨房機器をはじめとする複数の機器を同時に使用する時

炊飯器や電子レンジの消費量が大きく，全体の消費量に占める割合は　　　間帯に発生することが多いと考えられる。そのため今後の負荷平準化

1ヶ月平均でエアコンが39．6％，食器洗い機が195％，炊飯器・電子レ　　に向けては，各家電機器の性能向上が重要になってくると思われる。

ンジ等が16．6％，給湯用のボイラー外部電源が12．6％であった。3．1．1．　　3．2．夏期における電力消費量時刻変動とピーク値発生時刻

（3）で示した全電化住宅の東北戸建07ではピーク時消費量の大部分　　　　夏期の電力消費量の時刻変動とピーク値発生時刻について考察を
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行う。分析には2003年8月におけるデータを用いた。　　　　　　　　竃140

　夏期においては全電化住宅，併用住宅ともに冬期と同様の傾向が得　　　≧120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで　
られ，全電化住宅では深夜電力時間帯に，併用住宅では朝・昼・夜の　　　咽
調理時および団攣時にピークの甦力・見られた．全6件の中から戸　肇1：

例として九州における住宅2件の結果を示乳どちらの住宅も冷房機　　　螺40

器としてエアコンを設置しており附象鯛に闘槻られる・　醤2：

　（D九州戸建06（図10）　全電化住宅である。給湯器の運転が見ら　　　・　1月　2月3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月

れる3…－6…にかけて，およそ6kWのピーク値が集中して発生し　16　　　　（1）

ている。1度だけ発生が見られた12時半頃のピーク値はエアコンと　　　竃14

調理機器の同時使用によって発生しており・また23・寺頃のピークは　鷲

エアコンと給湯機器の使用によって難している・　　　　冬8
（2）九州戸建・4（図ll）電気とガスの併用腔である潮・昼・　贈

夜と広い時聞帯にピークが分散しており，特に夜の団攣時に発生する　　　騒2

ことが多い。ピーク値も3kW前後と朝・昼の発生に比べ大きくなっ　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月
ている。テレビやトースター，電子レンジ等の使用開始時や複数機器　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

の使用と照明機器の点灯が重なった時間帯などに発生していた・　図12北海道戸卸獄携難霧消費量（1）と

　全電化，併用住宅ともに冷房の使用が見られるものの，日中，外気

温が最も高くなる時間帯にピークの発生はほとんど見られなかった。　　一140

エアコンの使用よりも給淵や調理機器が大ぎく影響していると言塁12・　　牒その他：鷺衛惣灘報隔糠
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占100
兄る・ @　　　　　　　　　　　　　　　　盟・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼　60　　　　　　　　　　；＿＿一＿＿＿＿　　＿

4．ピーク値の長期変動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯉40

騰電力消鰻ピーク値の長繍・つ噸析する．ピーク翫　　一’　　乙
値の算出にあたっては1分間の積算値，15分間の積算値，1時間の積・　　　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　g月10月11月12月

算値を用い，それぞれの時間間隔にお・・て1日で最も消鑓の大きい　25　　　　（1）

値をピーク値とした。対象期間は2003年1月ん12月の1年間である。　　　室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．1．全電化住宅におけるピーク値の長期変動　　　　　　　　　　　　　畏

図12～14に全電化住宅3件の臼麟電力瀕量とピ＿ク値の長期　己15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e10
変動を示す。図中の空白期間はデータが欠測であった期間である。　　　鰹

（1）北海道戸建01（図12）暖房設備として温水パネルヒーターを　ポ

設置しており，全室暖房が行われている。そのため冬期の暖房消費量　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月
が多く，ピーク値も10～12kW程度と大きな値を示している。夏期に　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

かけて暖房消鑓轍るとともに，ピ＿ク値も減少槻られ，6kW　　図13東1ヒ戸建071・おける日積算勧消費量（Dと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値（2）の長期変動
前後で推移している。また冬期においては1分間から15分間，】時

問と消費量の積算時間を変更することによってピーク値に2kWほど　　冨140

の差が見られる．　　　　　　　　翻
（2）東北戸建07（図13）　北海道戸建Olと同様に，日積算電力消　　　盟80

費量は季節変動が見られ，冬期の暖房消費が大きい。ピーク値につい　　　嚢60

ても季節によって大きく変動し，冬期は20kW前後と非常に大きな値　　　蟹40

　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輝　20
を示している。これは蓄熱式暖房器と給湯器の使用によって発生して　　　田　o

一1分　　一15分　　一1時間

データ欠測

1分　　　　15分　　　　1時間

いるもので譲房瀕槻られなくなる5肚旬から1・肝旬にか　　1月2月3月4月5月6月（1ダ月8月9月1°月”月12月

けてのピーク値は7kW髄と他の住宅と同程度の値となっている・　雪12　　　　　州分＿15分＿塒間
（3）九州戸建06（図14）　暖冷房設備としてエアコンを使用し，補　　　削〇一…一｝一　　一　『一…｝　　　　一一一『一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運
助暖房としてオイルヒーターも設置されている。冬期の暖房使用期問　　　↑8－…』…　　　一π㎝｝一㎝一一…『　一…～一　一闇㎜　

はエネルギー消費量，ピーク値ともに日変動が大きくなっている。そ　　　き6　　－一　　「F一　　噌　　　　一　　　　㎜一

の後濃房韻がなくなるとともに，ピーク値は6kW醸で安定し　肇4一　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R　　2　　　　　　　　　　　－　　　一一一一一一一一　　　　　一
ていた。夏期に冷房使用が見られるが，ピーク値に大きな変動は見ら　　　紐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
れない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月　2月3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月
以上3件の結果より・全電化住宅にお1するピーク値は季節により大　図14九州戸建。6にお1落積算電力消費量（1）と

きく変動することが判った。これは暖房用熱源に電気を用いている　　，　　　　　　　　ピーク値（2）の長期変動

一103一



舅6°　　　その他．照明　．家事衛生・娯楽情報　ことが大きく影響しているためであり醐こ暖房瀕量の多い北海道

垂5°　　　齢蔵庫翻房　・給湯　・暖冷房　や刺ヒほど季節変動が騰に見られ・冬期と夏期のピーク値の差も大
劇40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きくなっている。
劇30
渓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．2．併用住宅におけるピーク値長期変動
只20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　一　’　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図15～17に電気とガス・灯油の併用住宅3件の日積算電力消費量麩1・

田o　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　とピーク値の長期変動を示す。

　　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月　　　　　（1）北海道戸建07（図15）　暖房設備として灯油ファンヒーターを
　　　　　　　　　　　　　（1）

　　
茎…8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動が大きく・前述の全電化住宅のような明確な季節変動は見られな

翠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いまたピーク算出の積算時間を長くするアとによって　ピーク値が
1　6

e　4
竪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）北陸戸建03（図16）　暖冷房設備としてエアコンを設置してお

0
1月　2月3月　4月　5月　6月　7月　8月　g月10月11月12月　　　　費が大きく，ピーク値も冬期において大きくなる傾向がある。しかし

　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　ながら季節変動よりも日変動が大きく，1～10kWと広い範囲で変動

図15北海道戸ﾎ謁糖犠1，肖費量（わと　が見られた・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）九州戸建04（図17）　暖冷房にエアコンを使用している。12

［口

詫

鴫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

鰍10

田　0

10

1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月
　　　　　　　　　　　（1）

5．ピーク値の年間度数分布　　　　一

窒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各時間間隔で求めた電力消費量のピーク値について，年間の度数分
一　8

1　6

’e　4

竪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図18に北海道戸建01における結果を示す。ピークを算出する際の
・R　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　・　　　　　。

ロ　畢，。

轟・・

饗・・

最・・

糠1・

田　0

　10
署

畢8
↑6
慾、

竪

騒2

　0

　　　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　に分布するため，最も頻度の高い度数と平均値に大きな差が見られる。

図116北陸戸建03における日積算電力消費量G）と　　　　　これは季節によってピーク値が大きく変化するためであり，このよう
　　　　　　ピーク値（2）の長期変動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な傾向は，東北戸建07（図19）において，さらに顕著に見られた。

九州戸建06（図20）においても積算時閤を長くすることにより，平

均値が減少する傾向が見られたが，前述の2件に比べ分布範囲は狭く

なっている。そのため，平均値と最も頻度の高い度数との差も小さく，

積算時間を長くするほど一致する傾向が見られた。

5．2．併用住宅におけるピーク値の年間度数分布

1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　0月　　月

　　　　　　　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　とピーク値の降順表示を示す。図21が北海道戸建07，図20が北陸

　　　　　　　　　　　　　＿1分　＿15分　＿1時間　　　　戸建03，図23が九州戸建04における結果となっている。全電化住

1　11　12月　　　　　電気・ガス・灯油の併用住宅における，ピーク値の年間の度数分布

　　　　宅と同様に，ピーク算出の時間間隔を長くすることによって，分布範

一　　　囲が狭まる傾向が見られる。一方で，最も度数の高い区間と平均値と

一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の差は小さく，時間間隔を長くすることによって，さらにその傾向が

　　　　　　　一　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　強まる結果となった。ピーク値の降順表示も比較的なめらかな線で結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばれている。
1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月

　　　　　　　　　　　（2）

図17　九州戸建04における日積算電力消費量（Dと　　　　　6．日負荷率の長期変動

　　　　　　ピーク値（2）の長期変動　　　　　　　　　　　　　日負荷率の年間変動について考察する。日負荷率とは1日の平均電
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　　図18　北海道戸建01におけるピニク値の年間度数分布　　　　　　　　図22　北陸戸建03におけるピーク値の年間度数分布
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力と最大電力との割合を表したものであり，負荷率が小さい1まど，ピ

ーク電力が突出していることを意味する。算出式を（1）に示す。

　　　　　　　　　　　　箋19　　　　辮一叢篶×1・・一・（1）・
　　　　　　　　　　　　題1°

　　　　　　　　　　　　↑5　　　　　　　　　　　　　　　はじめにでも触れたが，ピーク電力の発生がいかに短い時間であっ

　　　　　　　　　　　　覧」　0
　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　ても電力供給側はその需要に対応した供給を要求され，それに見合っ

　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　た発電規模を備えなければならない。ピーク値が突出するほど，発電

　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　規模はピーク発生時以外の需要から大きくかけはなれたものとなっ

　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　てしまう。
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　　　ピーク値［k明　　　　　　　　　　　El数［日］　　　　　　　　図24・図25に全電化住宅および併用住宅における日負荷率の変動

図20　九州戸建06おけるピーク値の年間度数分布　　　　　　を示す。ここでは1分間の積算値を用いて，日負荷率を算出した。全
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電化住宅（図24）である北海道戸建Ol，東北戸建07，九州戸建06

においては日負荷率の季節変動が見られ，冬期から夏期にかけて10

～20％程度小さくなる傾向が見られる。・特に北海道戸建01および九

州戸建06においては日負荷率の季節変動が大きく，それぞれ最大で

36．5％，41，1％の差が見られた。最も負荷率の小さかった日は北海道

戸建Olにおいて9月7日で8．9％，九州戸建06において8月6日で

8．7％であった。また東北戸建07においては年間を通じて23％以下と

小さな値で推移し，最も低い値を示したのは6月13日で5．0％であっ

た。

　図25に併用住宅における結果を示す。全電化住宅に比べ，日変動

が大きくなる傾向が見られた。北海道戸建07においては，不在のた

ピーク値［kW］　　　　　　　　　　日数［副　　　　　　　め電力消費量がほとんどなかった年始を除いて，年間を通じて20％
図21北海道戸建07におけるピーク値の年間度数分布
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本研究は国土交通省，東京電力，関西電力，九州電力からの補助に

承

　　1月　2月3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月　　　　助手）・佐々木隆氏（岩手県立大営盛岡短期大学教授）・謝静超氏（東

　　　　図24全電化住宅における日負荷率の長期変動　　総醤騨課程後期）にご協力頂い綜こに乱て感謝の意

1）測定概要は参考文献6に詳しく記すが，簡単に測定方法概略を以下に示す。

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する全国的調査研究委員会」と東泉電力（株），日本ベンァィング（株）

樹40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が開発した「使用電力情報収集システム」により行う。コンセント接続型測
揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定器と分電盤用測定器の2種類により，電力消費量は1分毎に積算電ヵ量

一ター表示部においてメーター表示値を光学的に読み取る測定器を取り付

　　　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　伯月11月12月　　　　　　ンクから暖房や給湯に灯油が供給されている住宅では・配管部に流量計を設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置しパルスロガーにより5分毎の消費量（L）を測定する。開放型の灯油ファン
　　　　　図25併用住宅における日負荷率の長期変動　　　　　　　　ヒーターを使用している住宅では，市販のファンヒーターを電磁ポンプの信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号が出力できるように改造し，電磁ポンプ出力信号をパルスロガーにより5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分毎に計測し，消費流量に換算する。部屋の温湿度の測定は，床上Llm付
前後で安定して推移している。一方，北陸戸建03および九州戸建04　　　近で15分毎に計測する。

においては日変動が大きく，最大でそれぞれ56．0％，43．7％の差が見

ら紘最も鮪率の・」・さかった日は⇒ヒ陸戸建・3において5月2・籠蕊人エネルギー総合工学研究所、新エネルギーの躍電力鮪平準化，

日で9．7％，九州戸建04において8月3日で6．7％となっている。　　　　1998
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）鳴海大典，下田吉之，水野稔：気温変化が地域の電力消費に及ぼす影響，エ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネルギーシステム・経済・環境コンファレンス講演論文集　No21，pp．109－ll2，

7．まとめ　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　2005j　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）小副川学，尾崎明仁，井上博之，渡辺俊行，堤純一郎，篠崎正弘，小玉圭吾：
　本報では全国80件の住宅を対象に行われたエネルギー消費量に関　　　九州・沖縄における住宅のエネルギー消費量に関する調査研究その2冬

する実測調査の結果から・6件の住宅にお｝するピーク側と関する考察　甑議欝熟誌5ク値とその聡購築学会大会学術講購集

を行った。以下にまとめを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　4）平山翔，井上隆，前真之，増渕雄亮，関崎真：関東地域における住宅のエネ

（1）冬期のピーク値の発生・寺刻に関しては・蝿化住宅が給淵稽　朱蓬藁難鱗鎌灘D鎗1』3畠f嬬因及び年間変蜘

熱暖房器の運転が行われる深夜電力の時間帯に集中しているのに対　　　5）村上周三，坊垣和明，田中俊彦，羽山広文，吉野博，赤林伸一，井上隆，飯

し，併用住宅においては騙継等が使用される朝，昼液と広い時　鷲ヒ鷺難繍灘撫霧凝主：諾鷺認譜羅と簸

問帯に分布が見られた。夏期についても同様の傾向が得られた。全電　　　　量・日本建築学会環境系論文集　第603号・PP，93－100，2006・5

化住宅においてはピークシフトが概ね為されているが，深夜勧を除6） Z誌爵欝潅墓曝i魏灘騒，鯉犠鵬1獣禦撫
くと夜の団攣時にピークの発生が見られた。　　　　　　　　　　　　　発研究日本建築学会技術報告集第22号・PP・355－358・2005・12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）、（財）エネルギー総合工学研究所：新エネルギーの展望　電力負荷平準化，
（2）ピーク値の長期変動は，全電化住宅においては季節変動が見られ，　　lgg8．3

特に暖房用熱源に電気を使用する住宅ではその差が大きい。一方，併

用住宅では日変動が見られた．　　　　　　　　　　　　（2°°6年3月1°日原稿蝿2°°6年8月3°日採用決定）

（3）ピーク値の年間度数分布は，全電化住宅においては分布範囲が広

くなる傾向が見られ，これは季節によってピーク値が大きく異なるた1

めと考えられる。併用住宅においては度数の高い区間と平均値の対応

が見られた。

（4）日負荷率の長期変動は，全電化住宅においては夏期にかけて低く

なる傾向が見られたのに対し，併用住宅においては目変動が激しかっ

た。全電化住宅では10～50％，併用住宅では10～60％の間で推移し

ていた。
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