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全国の住宅80戸を対象としたエネルギー消費量の長期詳細調査

対象住宅の属性と用途別エネルギー消費量
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In　order　to　obtain　the釦ndamental　in鉛㎜ation鉛r　discussing　residential　energy　saving　strategies，　long－term　investigation　of　detail

energy　consumption　and　indoor　climate　have　been　done　in　2002　to　2003　fbr　80　dwellings，　including　detached　houses　and　apartments，　in

six　districts　of　Japan．　The　occupant’s　behavior　and　building　the㎜al　pe㎡brmance　were　also　investigated．　Energy　consumption飴r　each

appliance　was　measured　as　much　as　possible．　This　paper　reports　the　description　of　all　houses　measured　and　the　end　use　structure　of

annual　energy　consumption．

The　main　results　are　fbllowing；1）In　Hokkafdo，　IR）hoku　and　Hokuriku　districts，　the　annual　energy　consumption　fbr　many　houses　was

more　than　60GJ　but　such　houSes　were　very　fbw　in　other　districts．2）The　houses　measured　in　Hokkai　do　and　Hokuriku　districts　consumed

almost　the　same　amount　ofenergy　fbr　space　heating，　cooling　and　mechanical　ventilation　as　that　fbr　hot　water　supply　But　in　other　districts，

the　share　of　energy　consumption　fbr　hot　water　supply　is　the　largest．3）The　annual　energy　consumption　increased　with　the　decrease　in

annual　mean　outdoor　temperature．　But　the　contribution　rate　ls　not　large　as　O．4．
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1，はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既に参考文献14～17で報告している。本報では、調査全体の概要と、

　我が国の住宅で消費されるエネルギーは、1990年度に原油換算　　用途別エネルギー消費量について報告する。より詳細な解析結果は順

で4，600万k1であったが、2001年度には5，700万k1へと増加し、住　　次別報として報告する予定である。

宅部門のエネルギー消費は日本のエネルギー消費の約13％を占め

ている。産業用のエネルギー消費が横ばいであるのに対して、住　　2，調査の目的

宅で消費されるエネルギーの増加割合は相対的に高く、この部門　　　調査の目的は以下の通りである。

における省エネルギーが地球温暖化防止に極めて重要である事は　　①住宅内におけるエネルギー消費量（電気、ガス、灯油）を詳細

明らかである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な生活用途別に把握する。

　住宅において効果的な省エネルギー対策を行うためには生活用　　②機器別エネルギー消費の季節別・時刻別の変動の詳細を明らか

途別、機器別などの詳細なエネルギー消費の実態把握が必要不可　　　にする。

欠である。既往の調査・研究（参考文献1～13）では、これらを　　③全国的な住宅におけるエネルギー消費量に関するデータベースを構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，明確にしたデータはほとんど無く、また地域や住宅の特性に着目　・　築する注1）。

した資料は極めて少ない。従って精度の高い全国規模での住宅に　　　用途別エネルギー消費量を調査することにより、省エネルギー

おけるエネルギー消費の詳細調査が必要である．筆者らは2002年から一　効果が高い用途が明らかとなり、ライフスタイルの変更の手が

2003年に実施した全国の住宅におけるエネルギー消費量調査を行い、ごかりを得ることができる。また、機器別のエネルギー消費量を
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表1　調査対象住宅の属性
●　、 用、1エ・ル　ー

地域 住戸名 建築年
床面積
m㎡］

構造・工法 熱損失係数
mW／（㎡・K）］

隙間相当面積
@［c㎡／㎡］

暖房 冷房
給湯

i風呂）

給湯
i台所）

調理

家族人数
@［人］

北噸　戸　01 1999 147．40 木’ t40 0．50 電気 一 電気 電気 電気 6

北海道戸建02 1999 118．92 木造 t50 0．40 電気 一 電気 電気 電気 4

北海道戸建03 2001 157．34 ブロック＋木造 170 α52 灯油 ｝ 灯油 灯油 電気 4

北海道戸建04 2000 13457 木造 2」0 tO8 灯油 一 灯油 灯油 ガス 3

北海道戸建05 1997 115．71 2x4造 1．50 0．69 灯油 一 灯油 灯油 ガス 4

北海道戸建06 2000 128．28 木造 1．69 0．60 灯油 電気 灯油 灯油 電気 2

北海道戸建07 1999 239．00 1階RC＋木造 144 α79 灯油 一 灯油 灯油 電気 4

北海道戸建08 2002 胴9．24 ブロック1 2．05 1．12 灯油 一 灯油 灯油 電気 4

北海道戸建09 1984 185．90 木造＋地下室RC 1．87 0．35 灯油 陶 灯油 灯油 ガス 2　・

北海道集合01 2001 104．00 SRC造 1．67 0．72 灯油 一 灯油 灯油 電気 3

北海道集合02 2002 97．00 ．SRC造1 、・ @2．08 α99 灯油 一 灯油 灯油 電気 3

北海道集合03 1990 99．13 SRC造 0．61 0．16 ガス 一 ガス ガス ガス 3

北゜　　合04 1990 87．05 SRC造 083 tO6 ガス 気 ガス ガス ガス 2

東北戸　01 2002 159．00 木造パネル造 2．33 1」8 灯油 電気 灯油 灯油 電気 5

東北戸建02 1999 153．44 2×4造 1．79 tO6 電気 電気 電気 電気 電気 4

東北戸建03 1999 115．90 木造パネル造 1．72 0．76 灯油 電気 灯油 ガス、 ガス 3

東北戸建04 2000 109．30 木造パネル造 t77 0．87 電気 電気 電気 電気 電気 3

東北戸建05 2000 14t60 木造パネル造 t79 0．77 電気 電気 電気 電気 電気 4

東北戸建06 1999 160．60 2x4造 1．84 2．20 灯油 電気 灯油 灯油 ガス 4東北

東北戸建07・ 2000 169．06 木造 tO1 0．70 電気 電気 電気 電気 電気 3

東北戸建σ8 1988 178．20 木造 1」6 0．29 灯油 電気 電気 電気 電気 2

東北戸建09 2000 149．61 木造 1．46 ㌧α95’ 電気 電気 電気 電気 電気 4

東北集合01 2000 72．33 SRC造 2．47 ：1．74 電気 電気 ガス ガス ガス 3

東北集合02 2000 78．00 RC造 一
腫0．47 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 3

東北集合03 1993 78．30 RC造 t68 1．52 灯油 電気 ガス ガス ガス 4

東北集合04 2000 8000 RC造 一 α71 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 2

北陸戸建01 1996 150．00購 　木造
i一部RC造）

1．40 0．77 電気 電気 電気 電気 電気 3

北陸戸建02 2001　　’ 133．86＊ 　木造
i一部RC造）

2．20 α71 電気 電気 電気 電気 電気 3

北陸戸建03 2002 117．49 木造 2．18 0．95 電気 電気 ガス ガス ガス 4

北陸戸建04 『2002 130．83 木造 2．24　　‘ 0．39 灯油 電気 灯油 灯油 電気 4

北陸戸建05 1995 148．57 木造 2．66 4．41 灯油 電気 灯油 灯油 電気 4

北陸戸建06 1999 176．37 木造 2．33 2．38 灯油 電気 電気 電気 電気 2
，北

@陸
北陸戸建07 2001 187．75 木造 4．35 4．91 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 2

北陸戸建08 2002 178．23 木造 2．61 0．91 電気 電気 電気 電気 電気 5

北陸戸建09 1990 140．08 3．19 2．85 灯油 電気 ガス ガス

ガス

@↓

d気
2

北陸集合01 1964 10t60 RC造 6．21 8．50 灯油 電気 電気 電気 電気 4

北陸集合02 1985 80．61 RC造 7．74 2．88 灯油 電気 電気 電気 電気 3

北陸集合03 1995 70．35 RC造 3．52 1．25 ガス＋灯油 電気 ガス ガス ガス 4

北陸　合04 1989 8t67 SRC造 244 1．47 灯油 電気 ガス ガス ガス 4

関東戸建01 2002 92．73 木造 3．32 一 電気 電気 電気 電気 電気 3

関東戸建02 2001 106．00 木造 3．21 2．50 電気 電気 電気／HP 電気／HP 電気 4

関東戸建03 2002 105．68 木造 2．93 1．40 電気 電気・ ガス ガス 電気 4
関東戸建04 2001 89．85 木造 3．34 1．07 電気＋ガス 電気 ガス ガス ガス 3

関東戸建05 2002 132．15 木造 2．28 2．60 電気 電気 電気／HP 電気／HP 電気 2

関東戸建06 2000 108．06 木造 3．08 5．60 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 6

関東戸建07 2000 233．66 ALC 2．60 4．20 電気＋ガス 電気 ガス ガス ガス 4関東

関東戸建08 1999 107．74 ALC 2．70 3．69 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 2

関東戸建09 1968 113．44 木造 一 13．30 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 3

関東集合01 1994 8α00 RC造 3．89 1．10 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 4

関東集合02 1994 68．26 RC造 2．65 1．70 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 3

関東集合03 2000 72．00 RC造 2」8 0．30 電気 電気 ガス ガス ガス 3

関東集合04 1994 90．00 RC造 1．70 0．80 電気＋ガス 電気 ガス ガス ガス 3

関東集合05 1993 148．15 RC造 1．50 一 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 4

ム06 1994 81．00 RC造 2．50 α58 罵気＋灯油 気 ガス ガス ガス 5

関西戸　01 2001 158．75 木造 1．49 2．51 電気 電気 電気 電気 電気 5

関西戸建02 「998 111．51 木造 2．04 439 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 4

関西戸建03 2000 117．99 S造 2．41 4．83 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 4

関西戸建04 1999 125．82 木造 1．79 6．50 電気＋灯油＋ガス 電気 ガス ガス ガス 4

関西戸建05 2000 97．00 木造 2．37 12」5 電気＋灯油 電気 電気 電気 電気 4

関西戸建06 2000 143．56 S造 1．37 5．36 電気＋ガス 電気＋ガス ガス． ガス 電気 5関西

関西戸建07 1991 124．82 木造 2．61 6．40 電気＋ガス 電気 ガス ガス ガス 3

関西戸建08 1990 115．23 木造 2．61 8．17 ’電気 電気 ガス ガス ガス 4

関西戸建09 1984 139．04 S造 2．92 10．50 電気＋灯油 電気 ガス ガス ガス 2

関西集合01 2000 73．67 RC造 1．09 0．90　・ 電気 電気 電気 電気 電気 2
9

関西集合02 1996 76．20 RC造 t34 1．28 電気＋ガス 電気 ガス ガス ガス 4

関西集合03 1995 8494 RC造 0．87 0．96 電気 電気 ガス ガス ガス 4

西　合04 1988 羽000 RC造 155 158 気 気 ガス ガス ガス 4

州沖　戸　01 ’2002 134．70 S’ t70 3．90 電気 電気 電気 電気 電気 2

九州沖縄戸建02 2001 15620 S造 2．40 4．50 電気 電気 電気 電気 電気
九州沖縄戸建03 1998 123．66 木造 3．70 4．50 電気 電気 ガス ガス ガス 4

九州沖縄戸建04 2001 15890 木造 230 400 電気 電気 ガス ガス ガス 2

九州沖縄戸建05 2000 15730 木造 200 450 電気 電気 灯油 灯油 電気 5

九州沖縄戸建06 2001 14570 木造 250 300 電気 電気 電気 電気 電気 ，4
九州沖縄戸建07 2002 19320 RC造 5．30 9．50 一 電気 電気 電気 電気 3

九州沖縄戸建08 2002 9840 RC造 6．20 430 一 電気 電気 電気 電気 4
九州沖縄集合01 2001 82．40 RC造 t90 1．20 電気 電気 電気 電気 電気 4
九州沖縄集合02 1996 72．60 RC造 350 240 電気 電気 ガス ガス 電気 6

九州沖縄集合03 1996 72．60 RC造 250 220 電気 電気 ガス ガス 電気 4
九州沖縄集合04 2001 92．40 RC造 5．50 10．20 一 電気 電気 電気 電気 2

九州沖　　合05 2001 45．60 RC造 峨80 3．30 一 気 ガス ガス ガス 2

＊：　　　口
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調査することにより、省エネルギー機器開発の必要性や優先度合いが　　①戸建住宅では全電化住宅及びその他の住宅の各々について少なくと

明らかとなる。更に、時刻別のエネルギー消費量を調査することによ　　　も2戸の住宅は、在来木造で地域の新省エネ基準を満足する100～

り、負荷パターンに応じたエネルギー供給体制の整備に役立っと考え　　　150㎡程度の住宅。

られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②家族構成は夫婦＋子供1～2の3～4人家族の住宅。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択項目は以下のとおりである。

3．調査の概要　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③各地域の特性にあった地域でシェアの高い住宅（例えば北海道

3．1調査対象（表1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域における高断熱・高気密住宅）を戸建住宅2に対して集合

　調査対象地域は、北海道、東北、’北陸、関東、近畿、九州（沖　　　住宅1の割合で選定する。

縄を含む）の6地域である。それぞれの地域で戸建住宅9戸、集　　④2年間の調査に協力可能な住宅を優先して選択．する。

合住宅4戸の13戸を目安に住戸を選定する。選定の際には本記

の必須項目を満たすこととし、可能な限り選択項目を満足するこ　　3．2　測定方法・内容

ととする。　　「　　、　　　　　　　　　　　1　，　　　　　　嗣　測定方法は統一し、同一の測定機器を用いる。測定機器、測定

　必須項目は以下のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　方法に関しては別報（参考文献17）を参照の事注2）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2’用途分類

小 エネル　ー　別 ’、 エ　ル　ー　　1
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　エネルギー消費量の測定内容は、従来の調査で測定が困難なその他　　集合住宅で断熱性能の悪い住戸がみられる。

（照明など）を極力少なくするため、必須項目として①エアコン等の冷　　（2）気密性能

暖房機、②冷蔵庫、③電気温水器、④台所レンジ、⑤都市ガス、⑥灯　　　図5に各住戸の床面積当たりの隙間の有効開口面積（αA’）の

油を測定必須項目とする。照明は点灯時間の長い照明器具にボタン型　　実測調査を、図6に度数分布を示す。1．Oc皿2／㎡未満の住戸が35

温度計を設置して照明のオンオフを推定する。電力は1分間隔で平均　　％と最も多く、特に北海道、東北地域の住宅は気密性能が高い。

値とピーク値を、ガス、灯油に関しては5分間隔で測定を行う。ガス　　ー方、関東、北陸、近畿、九州ではαA’の値が5．0を超える住

の厨房に関してはレンジフードに温度計を設置して給湯用と調理用の　　戸がみられる。　㌃

分離を図る。これ以外に空調室と非空調室の温度及び水温（トイレの

給水タンク内水温）の測定を15分間隔で行う。　　　　　　　　　　　　4．2　エネルギー消費量

　住宅の属性として周辺の状況、平面プラン、床面積、所有する家電　　（1）総エネルギー消費量

機器、気密性能、熱損失係数の調査を行う。　　　　　　　　　　　　　　図7に2003年における用途別（大分類）の全住戸の総エネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギー消費量を、図8に用途別エネルギー消費量の割合を、図9に

3．3　測定結果の用途分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累積頻度を示す。総エネルギー消費量は総エネルギー消費量は20

　測定結果は表2に示す分類に従って整理する。分類は大分類、　　　25

中分類、小分類の3種類とする。大分類は、住宅全体の①総エネ

ルギー消費量、②冷暖房換気、③給湯、④照明、⑤厨房、⑥冷蔵　　　　20

庫、⑦娯楽情報、⑧家事衛生、⑨その他、⑩発生（太陽光発電な
ど）の10項目とする。中分類では、例えば冷暖房換気では冷房、　　無15

暖房、換気が分離されていないので、これを分ける。また、厨房　　坦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
でも調理用コンロとそれ以外（電子レンジ、食器洗い乾燥機）に

分ける。小分類は計測器を設置した個別機器のエネルギー消費量　　　　5

である。1つの計測器に複数の家電機器が接続されている場合に

は、定格消費電力、待機電力などから可能な限り分離を行う。　　　　o　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1未満　　1～1．5　1．5～2　2～25　25～3　3～a5　3．5～4　4～4．5　45以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱損失係数［W／（㎡・K）］

4．調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　図4　対象住戸の熱損失係数の度数分布

4．1　対象住戸の属性

　表1に全国で対象とした住戸（計80戸）の属性を示す。26戸　　　　25

が全電化住宅、54戸が電気、ガス、灯油併用住宅である。　　　　　　20

　床面積の度数分布を図1に示す。100～150㎡の住戸が最も多　　麟

く、次に50～100㎡の住宅となっている。地域による格差は少な　　聾15

い。家族の人数（図2）は4人家族の住戸が最も多い。　　　　　　　10

（1）熱損失係数

　図3に対象住戸の熱損失係数を、図4に度数分布示す。熱損失　　　　5　’1

係数が2．0～2．5W／（㎡・K）の住戸が最も多く、全体の25％、次に1．5　　　0　1　　，

～2・・W／（㎡・K）の住戸が多・㌔概して北髄・東北地域では熱損　　1繍1～1羨面総も繍の編。認1謂～44～4545以上

失係数が小さく、北陸地域の集合住宅、九州地域の戸建て住宅、　　図6　対象住戸の床面積当たりの隙間の有効開ロ面積の度数分布
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一10GJ／年の住戸が最も多く、全体の約42％、ついで40～60GJ／　　ルギー消費量が少ないことが判る。

ll（22％）、60～80GJ／年（19％）、80～100GJ／年（9％）、0～20GJ／　　図14に年平均外気温と総エネルギー消費の関係を示す，なお、

llと100GJ／年以上（それぞれ4％）、である。総エネルギー消費　　外気温は気象庁電子閲覧室（http：／／www．data．kishou．go．JP／

量の多い住戸は北海道、東北、北陸地域に多く、関東、関西、九　　index．htm）で公開されている気象統計情報を使用している。

州地区では少ない。北海道、東北、北陸地域では冷暖房換気と給　　　年平均外気温は6．6～23．4℃の範囲に入り、総エネルギー消費

湯用エネルギー消費がほぼ同等で最も多く、その他の地域では給　　量は6，9～152．2GJ／年の範囲に入る。年平均外気温が低いほど総

湯用エネルギー消費量が最も多い。　　　　　　　　　　　　　　エネルギー消費量は増加する傾向がみられるものの、寄与率は

　用途別エネルギー消費量の割合（図8）では、北海道で給湯用エネ　　0．35と低い。

・レギー消費量の割合が減少し、関東以南では、冷暖房換気用エネルギー　　（2）冷暖房換気用エネルギー消費

消費量の割合が減少する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図15に全住戸の冷暖房換気用エネルギー消費を示す，北海道、東

　累積頻度（図9）では、集合住宅と戸建住宅を比較すると集合　　北、北陸地区で冷暖房換気用エネルギー消費量が多いのに対し、関

住宅のエネルギー消費量が少なく、累積頻度50％で約35GJ、戸　　東、関西、九州沖縄地区では相対的にエネルギー消費量が少ない．

逮住宅では約55GJとなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　図16に床面積当たりの冷暖房換気用エネルギー消費量を、図17

　図10に床面積当たりのエネルギー消費量を、図11に累積頻度　　に累積頻度を示す。北海道、東北、北陸地区では床面積当たりの冷

分布を示す。床面積当たりのエネルギー消費量は、0．2～0．4GJ／（㎡・　　暖房換気用エネルギー消費量が多く、関東、関西、九州沖縄地区で

年）の住戸が最も多く、全体の39％、ついで0．4～0．6GJ／（㎡・年）（37　　は相対的に少ない。

％）、0．6～0．8GJ／（㎡・年）（12％）、0．2GJ／（㎡・年）未満（9％）、0．8GJ／　　　累積頻度（図17）から、戸建住宅と集合住宅で差がみられ、累積

／㎡・年）以上（3％）、である。北海道、東北、北陸地域で床面積当た　　頻度80％で戸建住宅では約280MJ／（㎡・年）、集合住宅では約200MJ，

りのエネルギー消費量が多い住戸があるものの、総エネルギー消費量　　（㎡・年）のエネルギーを消費していることが判る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％
に比較すると、住戸差、地域差ともに少ない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90％
　累積頻度（図11）から、戸建住宅と集合住宅で大きな差はみら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80％

れない・　　　　　　　　　　　　　　　　　70％
図12に家族1人当たりのエネルギー学肖費量を・図13に累積頻　拠…

度を示す。家族一人当たりのエネルギー消費量は、10～20GJ／（人・年）　　舞　50曳

の住戸が最も多く、全体の42％、ついで0～2GJ／（人・年）（34％）、20～　　　咲　40％

30GJ／（人・年）（16％）、30～40GJ／（人・年）（7％）、40GJ／（人・年）（1％）　　　　30％

以上となっている。東北、北陸の戸建で家族一人当たりのエネルギー消　　　　20％

費量が多く、その他の地域では家族一人当たりのエネルギー消費　　　　10％

累纐度（図13）から藻合住宅は薩住宅より一人当たりのエネ　　図9繍雛雑華醤鰻島累積頻度
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（3）給湯用エネルギー消費量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％

　図18に全住戸の給湯用エネルギー消費を示す。給湯用エネルギー　　　　90％

消費量は、10～20GJ／年の住戸が最も多く、全体の39％、っいで20　　　　80％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70％
～30GJ／年（30％）、10GJ／年未満（24％）、30GJ／年以上（7％）であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　遡　60％
る。各地域によるそれぞれの平均値は、北海道地域が22．37GJ／年、　　壕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揮　50％
東北地区が19・66GJ／年・北陸地区が22・45GJ／年、関東地区が　　畦　40％

14．94GJ／年、関西地区が13．66GJ／年、九州沖縄地区が10．47GJ／年　　　　30％

である。北海道、北陸、東北、関東、関西、九州沖縄の順に給湯用　　　　20％

エネルギー消費量が少なくなる傾向がみられる。　　　　　　　　　　　m％

　図19に家族一人当たりの給湯用エネルギー消費を、図20に累積　　　　　0％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　0．2　　　0．4　　　0．6　　　0．8　　　　1　　　　1．2　　　1．4　　　1．6　　　1．8　　　　2
頻度を示す。家族一人当たりのエネルギー消費量は、5～10GJ／（人・年）　　　　　　　　床面積当たりのエネルギー消費1［GJ／（㎡・年）］

の住戸が最も多く、全体の48％、ついで0～5GJ／（人・年）（47％）、　　　　図11　床面積当たりのエネルギー消費量の累積頻度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100％
10～15GJ／（人・年）（4％）、15GJ／（人・年）以上（1％）となってい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90％
る。北陸地区では家族一人当たりのエネルギー消費量が多い住宅が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80％
みられ、東北、関東地区でも家族一人当たりのエネルギー消費量が　　　　70％

多い住宅がみられる。関西、九州沖縄地区では、相対的に家族一人　　遡　60％

当たりのエネルギー消費量が少なくなっている。　　　　　　　　　舞　50％

　累積頻度（図18）から、戸建住宅と集合住宅ではほとんど差がみ　　　畦　40％

られない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20％

1
十

1

1

ナ　」 †十
十

÷
＋戸建累積頻度
P＋集合累積頻度

一　

　皿

f｝一｝7

』←全体累積頻度

1

5．まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0％　本報では、2002年から2003年に実施した住宅におけるエネル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　10　　　　　　　20　　　　　　　30　　　　　　　40　　　　　　　50　　　　　　　60

ギ蛸費顯酷果から対象住宅の属性と用途別エネルギ蛸費　図13叢讃豊窃雛競嬰1鰻動累積雛
量について報告した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160

①床面積の頻度分布は100～150㎡の住宅が最も多く、全体の34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140
　％、次に50～100㎡の住宅である。家族の人数は4人家族が最　　冨　120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も多く、全体の25％である。　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　100
②北海道、東北地域では熱損失係数が2．OW／（㎡・K）以下の住宅が多く、　　裂

北陸繊の集合住宅、九州地域の戸建て住宅、集合住宅で熱損　干8°

　失係数が5，0W／（㎡・K）以上の住戸がみられる。　　　　　　　　　匙　60

③北海道、東北地域の住宅は気密性能が高く、1．Ocm2／㎡未満の　　暴　40

　住戸が多くみられる。関東、北陸、近畿、九州ではαA’の値　　　　20

　が5．0を超える住戸がみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　0
④総エネルギー消費量が60GJ／年を超える住戸は北海道、東北、　　　　’0　　　　5　　年平晶気温［℃］15　　　20　　　25

劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図14　年平均外気温と総エネルギー消費量の関係
叙　　1．0

翼
1　0．8
等一
ミ軒0．6
斎．
H‘’EO．4

§≦α2

製巴
鰍　　0．0

層　　　　　　　　＿

1

丁
冒一

1　井←　一一

ｩ1
ヤ十 ＋戸建累積頻度

{集合累積頻度

L尋 1 干二

o

†
1

t°・↑ y＝－5．6185x＋125．52

@　R2＝0．3536

O　o　l o　　　o
一　〇

　　o

Z量 o　　o
盾

O OO
l　　o
@　　　　O

ガス未計測 9～12月未計測 灯油未計測　電力、ガス断続的欠測 欠測　　欠測

・・繭寸1

灯油未計測 「午一
幽一

@一

01　3　5678901003
@　　　戸建　　　　　集合

@　　　　　北海道

123　0567　0901023
@　　戸建　　　　集合

@　　　　東北

123　56070809123P4
@　　戸建　　　　集合

@　　　　北陸

1　2　3　　0　060708　9　1　2　304　5　6

@　　戸建　　　　　集合

@　　　　　関東

10203104567891230
@　　戸建　　　　　集合　　　　　　　　　1

@　　　　関西

01023456708
@　　戸建

@　　　　九州沖縄

1230405
@集合　　　　　1

図10　床面積当たりのエネルギー消費量

咽　　70
側　　60
な
↑　50
特一40
の

霧曾30
H’20e510
ひ＼

く

騒　　　　　　　　　　　　　　　　　図12　家族一人当たりのエネルギー消費量

一欠測一一…欠測

＿ガス未計測 9～12月未計測

灯油未計測雫電力、ガス断続的欠測

灯油爾十十一

奔
一一

灯油未計淵ザ　

一

100　　5600　91　0
@　　戸建　　　　集合

@　　　　北海道

12　0　5670
@　　戸建

@　　　　東北

0912030

@　集合

01230006780901023
@　　　戸建　　　　　集合

@　　　　　北陸

4012034506フ1089012

@　　　戸建

煤@　　　　関東

30

W合

・5・6P・21・…567・8…123・・1・234・5・67b・

煙ﾋ建関西1集合　戸建
九州沖縄

102345
W合i　　　　　i

一98一



　北陸地域に多く、関東、関西、九州地区では少ない。北海道、　　い。

　東北、北陸地域では冷暖房換気と給湯用エネルギー消費がほ　　⑤北海道、東北、北陸地域で床面積当たりのエネルギー消費量が

　ぽ同等で、その他の地域では給湯用エネルギー消費量が最も多　　　0．5GJ／（蝿ぴ働を越える住戸があるものの、総エネルギー消費

裂100　　　　　　’
甲

辻＿

霧廿50
H腎
腰巴

餐　o
饗

咽

竈　　　　　　　　　　　　　　　　　図15　対象住戸の冷暖房換気用エネルギー消費量
ゆワも

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　、

世700
、

9∩・12 未計測
灯油未計測 電力断続的欠測 匝冷夏亘暖房 醜罰

灯油未計測 i
． 欠測 欠測

灯油未計測
一一 一 ↓ 「 A

12 567 91 3 123 567 912034 1234567891023 ・1・23b　　　　　l
5678・91b・1・3・45・6吟1b・b・bや5㈱・91b蜘・2P34567　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

b　　8 わ3b価
戸建 集合 戸建 集合 戸建 集合 戸建　　1集合　1 戸建　　　i集合 1　戸建 集合 i

北海道 1 東北
1 北陸 関東　　1 関西　　　1 九州沖縄

駆400　－一
郭rE　300

窮200
棄…菖100

e　　o
⊃

旧
墨　　　　　　　　　　　　　、

灯油未計・1レ勧・続的欠測一一一…一担途房翅曝慶題鰯一
9～12月未計測

ノ

P

灯油未計測　　　　　　　　　　　　　　　　　欠測　　欠測
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶一薄菇｢計測 古 霜

『 r『㎜一一一一一一一一 一一

1 1P 牛1 カ　わ　1　弔命 1加嫡1ψ　φ7　1
@　戸建
@　　　北海道

集合 戸建　　　　集合

@東北

戸建穫合　北陸 ㌦iわ｡聖欝囎轡驚；劉
図16　床面積当たりの冷暖房換気用エネルギー消費量

100％

90％

80％

　70％

餐6°％

譲5・％

　40％

30％

20％

10％

0％

一一

一●一戸建累積頻度

{集合累積頻度
ｨ←全体累積頻度

一一

100％

90％

80％

70％

憾60％

餐5・％

畦40％

30％

20％

10％

0％

→ i　　　　　　寸

升

・　　！1　　　骨千

　　　　　　卜

x　！ 口　1
長

十　滑・　豊、ユ　1一
…オ…　　　　一

1　L　ユ
†

＝茸
」干1

＿＿
k＿一一＿＿

g　L　l
茸

1　　1　　1　　　　「一一l　　　　　　　　　　　l 　　　　＿一ヰ
P＋戸蘇積頻度トーlr岡＋集合累積賭

　　寸
ﾚ一＿－1

l　　　　I　　　　」　　　　　　11…門≠甥墜ヒ…
一汁　「

十　1　

0　　　　　100　　　　200　　　　300　　　　400　　　　500　　　　600　　　’　700　　　　800　　　　　　　　　　　0　　　　　2．5　　　　　5　　　　　7．5　　　　　10　　　　12．5　　　　15　　　　17．5　　　　20

床面積当たりの冷暖房換気用エネルギー消費量［柵／（㎡・年）］　　　　　　　　　　　　　　　家族一人当たりの給湯用エネルギー消費量［GJ／（人・年）］

図17　床面積当たりの冷暖房換気用エネルギー消費量の累積頻度　　図20　家族一人当たりの給湯用エネルギー消費量の割合の累積頻度

冨　50
≧　　40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．」一．一＿＿欠測．二欠測．
巴

綱　　30

疑20
1
響　　10
ゐ

1°123響7891響4123磐罪7891難・・23讐讐78P饗1123磐罪1・櫻・噸騨／饗41饗岬繋

羅　　　北海道1　　　東北　　　北陸　1　関東　　　　関西　　　酬沖縄　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図18　対象住戸の給湯用エネルギー消費量

顕　20　　　　　　　　　　　　　　一
襲

1　　15
世

霧＿10
H駐
旺・　5
唆く

き斗o
評
翼

1

慧　　　　　　　　　　　　　　・　　図19「家族一人当夜りの給湯用エネルギー消費量

9鯉12月未計測 電力、ガス断続的欠測 欠測　　欠測

五
L

1　2　3　4　5　6　7　8　9　1　2　3　4

@　　戸建　　　　集合

@　　　北海道

戸建　　集合　　戸建　　i集合　　戸建　　1集合
@　東北　　　　　　　　　　　　北陸　　　　　　　　　　　　　関東

一1

1　2　3　4　5　6　7　8　9　1　2　3　4　1　2　3　4　506　7　8　9blb2　3　4　1　2　3　405　6　7ゆ8bg　1　2　3　4　5　6　1iO2b3k）4b5b6k｝7　8bg　lb2　3　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1

戸建　1給　　関西

糊野ゆ8灘穆　　　　九州沖縄　　1

・　　　　　　　　’　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－99一



　量と比較して、住戸差、地域差ともに小さい。　　　　　　　　　　プ出力信号をパルスロガーにより5分間隔で計測し・消費流量に換算する・部

⑥北海道、東北、北陸で家族一人当たりのエネルギー消費量が　懇職繍亨£灘顯膿鰭芒灘鰐諜溢翻

　20GJ／（人・年）を越える住宅があるが、その他の地域では家族　　　　分毎に計測する。レンジフード部の温度は、調理と給湯にガスを使用している

　一人当たりのエネルギー消費量は20GJ／（人・年）以下である。　　　　住宅の場合・住宅全体のガスの消費量を各用途に分類するために・センジフー

⑦年平均外気温が低いほど総エネルギ＿学肖費量は増加する傾向が　　ド内で15分毎に計測する・

　みられるが・寄与率は0・35と低い。　　　　　　　　　　　　参考文献

⑧北海道、東北、北陸地区で冷暖房換気用エネルギー消費量が　　1）洪元和：集合住宅における住戸属性と年間エネルギー消費量の分析，日

　20GJ／年を越える住戸が多いのに対し、関東、関西、九州沖縄　　　本建築学会計画系論文韓告集・N・・445，　PP・53－61・1993・3　　　　　‘

地区では欄的に消費量が少ない．また、北海道、東北、北陸2） w嵩：繕鵠警轟灘，楚鞭講緩難篠
　地区では床面積当たりの冷暖房換気用エネルギー消費量が　　　定式の作成全国的調査に基づく住宅のエネルギー消費とラィフスタイ

　200MJ／（㎡・年）を越えている住戸があるのに対し、関東、関西、　　　ルに関する研究（第1報）・日本建築学会計画系論文集・NQ・462・PP・41－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48，　1994．8
九州沖縄地区では200MJ／！㎡・年）以下である・　　　覧3）足立直之，赤榊一，吉野博，真保聡裕，坊蜘明，澤地孝男，住宅に

⑨給湯用エネルギー消費量は、北海道、北陸、東北、関東、関西、　，　おけるエネルギー消費量と住まい方に関する実態調査　新潟市における

　九州沖縄の順に少なくなる愼向がみられる。　　　　　　　　　　エネルギー需要構造に関する研究その1・日本建築学会計画系論文集｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No，465，　pp．49－59，　1994．11

⑳北陸地区では家族一人当たりのエネルギー消費量が多い住宅が　　4）鈴木憲三，松原斎樹，森田大，澤地孝男，坊垣和明：札幌、京都、那覇

　みられ、北海道、東北、関東地区でも家族一人当たりの給湯工　　、の公営集合住宅における暖冷房環境の比較分析暖冷房使用に関する意

，ネルギニ消費量が多い住宅がみられる．関西、九州欄駆で　韓藷驚繋藷微欝轡その1’日本建築

　は相対的に家族一人当たりのエネルギー消費量が少なくなって　　5）石田健一：戸建住宅のエネルギー消費量，日本建築学会計画系論文集，

　いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墜）・501・PP・29－36・1997・11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）二浦秀一：全国における住宅の用途別エネルギー消費と地域特性に関す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る研究，日本建築学会計画系論文集，No．510，　pp．77－83，1998．8

謝辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）長谷川兼一，吉竹秋宣，黒柳博晃，山岸明浩，河路友也，山下恭弘：長

本研究は国土交通省からの補助錬京電力・関西電力・九州勧から委　箋臨艦塚瞬讐雛謬誕一饒彙雛翻難灘1

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　　　　N。．521，pp．　g5－101，1ggg．7

全国的調査研究委員会（委員長：村上周三慶慮義塾夫学教授）」の活動の一環　　8）三浦秀一：全国都道府県庁所在都市の住宅におけるエネルギー消費とCO2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排出量の推移に関する研究，日本建築学会計画系論文集，No．，528，　pp．75一
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　　　　82，2000．2

務店の各位の協力を得た。調査やデータ集計では、絵内正道（北海道大学教　　　9）赤林伸一，坂口淳，山岸明浩，佐々木淑貴，山ロー：戸建住宅を対象と

授）・鈴木憲三（北海道工業大学鞭・三田村騨（足利工業大学講師）・長　生葉忽蕪擬朧総謬贈瀞灘轟卿跳

谷川兼一（秋田県立大学助教授）、源城かほり（秋田県立大学助手）、佐々木　　　　文集，No．554，　PP．1－6，2002．4

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　　10）長谷川兼一・吉野博・松本真一：東北地方における断熱気密住宅のエネ

修通（首都大学東京准搬）、松田克己（旭イヒ成株式会社）、堀祐治（独立行　輪羅姦緊欝鷲撚號騨数値計算一日本建築学

政法人建築研究所）、前真之（東京大学助教授）、林廣（東京電力株式会社）、　　1ユ）三浦秀一，外岡豊：日本の住宅における地域別土ネルギー需要構造とその

山岸明浩（信州大学助教授）、坂口淳（県立新潟女子短期大学助教授）、加藤　　　　増加要因に関する研究・日本建築学会計画系論文集・N・・562・PP・105　112・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002．12
正直（関西電力株式会社）・岩前篤（近畿大学助教授）・高口洋人（九州大学　　12）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

特任助教授）、堤純一郎（琉球大学教授）、小副川学（九州電力株式会社）、篠　　』　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

崎正弘（九州勧株式会社）・他多数の皆様（h即・舳・脚g・iig・伽嘲p／13）総：購籍鷺灘瀞肇贈霧贔罎辮宅エネ

HP／HP／l6iinmeibo，htm参照）に多大なる協力を得た。関係各位に深く感謝の　　　　ルギー消費量とCO。排出実態の詳細推計，日本建築学会環塊系論文集，

意を表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No°592’PP’89一96’2005’6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）、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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けるエネルギー消費に関する調査研究　その1　用翻llエネルギー消費量の実態，

注日本建築学会環境系論文集，No．593，　pp．25－32，2005．7
注1）本研究で構築するデータベースは、全国の住宅80戸の電力消費量は1分ごと、　　15）伊香賀俊治，三浦秀一，・外岡豊，下田吉之，小池万里，深澤大樹・水石仁：

　　ガス・灯油消費量は5分ごとの年間を通した測定結果である。今後のデータの　　　　住宅のエネルギー消費量とCO　2排出量の都道府県別マクロシミュレーショ

　　充実を図るため、測定方法を広く公開し、研究者および建築技術者が統一した　　　　　ン手法の開発・日本建築学会技術報告集第22号・PP・263－268・2005・12

　　方法で測定し、データベースの更新することを期待している。　　　　　　　　　16）赤林伸「坂口淳・佐藤久遠，浅間英樹：家庭用エアコンCOP簡易測定法

注2）測定概要は文献17に詳しく記すが、簡単に測定方法概略を以下に示す。電力　　　　　の開発・日本建築学会研究技術報告集第22号・PP・315－318・2005・12

　　消費量測定は本委員会、東京電力㈱、日本ベンディング㈱が開発した「使用電　　　17）村上周三・赤林伸一・絵内正道・吉野博・飯尾昭彦・坊垣和明・鉾井修一・

　　力情報収集システム」により行う。コンセント接続型測定器と分電盤用測定器　　　　渡辺俊行・坂口淳：住宅を対象としたエネルギー消費量の測定システム

　　の2種類の測定器により、勧消費量は、1分毎に積算勧量㈹とピーク電　1の開発研究・日本建築学会技術鮪鱗22号PP・35壁58・2°°5・12

墾灘脇灘羅翻識繍礫灘淫18）蔑野雛鷲謙幽肖罫屡肇誘繍犠螺
　　測定する．灯油消費量の測定は、屋外の灯油タンクから嚇や給湯に灯油が供　楠告鱗22号・PP・359－362・2°°5・12　　　　・一

　　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　　　　　　　　　　　　　　・（2005年11月10日原稿受現2006年1月16日採用決定）

　　消費量（㍑）を測定する。開放型の灯油ファンヒータを使用している住宅では、

　　市販のファンヒータを電磁ポンプの信号が出力できるように改造し、電磁ボン
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