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1．研究の背景と目的 

現在、家庭部門における省エネ化は、東日本大震災もあ

り、ますます重要視されている。近年では様々な省エ

ネ・創エネ設備を搭載した住宅が増えているが、それら

の性能や効果はまだ明らかになっていない。本研究では

東京西部に建つ、多機能ソーラーハウス16邸を対象にエ

ネルギー消費量に関する調査を行い、そのエネルギー消

費実態を明らかにする。 

2．調査概要 

2-1. 多機能ソーラーハウスの概要 表1に対象住宅の概

要を示す。対象住宅は2013年に東京西部に建てられた次

世代省エネ基準を満たす2階建て木造住宅である。全邸に

図2に示した空気集熱式太陽熱床暖房・給湯システム、太

陽光発電システム、HEMSを搭載している。個別エアコン

とガス給湯器は全邸で同型機器を使用している。 

2-2. 比較対象住宅の概要 表2に比較対象の高性能住宅

の概要を示す。先行研究1)より北海道と沖縄を除く、全国

のPVとHEMSを備えた全電化住宅75邸を高性能住宅として、

対象住宅との比較検討を行う。また、一般戸建住宅のエ

ネルギー消費量として、全国の戸建て住宅を対象にアン

ケート調査を行った既往研究2)の結果を用いた。 

2-3．調査内容 表3に調査内容を示す。入居時に事前ア

ンケート、2014年9月に住まい方アンケート(回答数12邸)

を行った。各邸のリビングや2階居室、廊下など計3点に

温湿度計を設置して1時間ごとに計測した。また、各邸の

HEMSより15分間積算の使用電力量、買売電量、太陽光発

電量、回路別使用電力量のデータを取得した。 

3.エネルギー消費量の分析結果 

3-1．対象住宅のエネルギー消費量 図3に対象住宅の月

別平均エネルギー消費量の内訳を示す。分析に使用した

データは、測定期間2013.10～2014.9の1年間で十分にデ

ータを取得でき、居住者が生活拠点として利用している

邸を選んだ。なお、エネルギー消費量は既往研究2)と同様、

一次エネルギー消費量に換算※1した。電力消費量は夏期と

冬期に増加している。ガス消費量は冬期に著しく増加し、

夏期は非常に少ない。これは夏期の給湯が太陽熱でまか

なわれているためだと考えられる。図4に対象住宅の月別

エネルギー消費量のばらつきを示す。冬期に特にばらつ

きが大きくなっている。これは世帯構成やライフスタイ

ル、省エネに対する意識が影響していると考えられる。 

3-2．一般戸建住宅・高性能住宅との比較 一般戸建住宅、

エネルギー自給率の平均が76%の高性能住宅1)と比較する

と、対象住宅が最も低い値で推移している (図5)。図6に

図 3 月別エネルギー消費量内訳 図 4 月別エネルギー消費量ばらつき 

図 5 年間総消費量の推移 
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図 8 季節ごとの人数別エネルギー消費量 

図 10 夜間(午前 2 時頃)の熱画像  図 11 集熱量とエアコン消費電力量 

図 6 年間エネルギー消費量内訳 図 7 年間買電量推移 
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一般戸建住宅2)と対象住宅の年間エネルギー消費量内訳の

比較を示す。ガス消費量は半分以下で大幅に小さい。こ

れは空気集熱式システム導入の効果であると考えられる。

図7に対象住宅と高性能住宅の単位面積・人数当たりの年

間買電量推移を示す(対象住宅はガス・灯油消費量も含

む)。夏期に対象住宅が低い値を示し、ピークも見られな

い。夏期は集熱量が大きく、年間の中でも特に空気集熱

式太陽熱給湯システム利用によるガス消費量減少の影響

が見られた。また屋根裏空気層を利用した換気や放射熱

軽減、夜間の外気取り入れによる床下蓄冷も要因と考え

られる。図8に季節ごとの家族人数別エネルギー消費量を

示す。4・5人世帯では対象住宅が高性能住宅より低い値

を示し、2・3人世帯では冬期以外で対象住宅が高性能住

宅より高い値を示している。これはアンケート結果より

2・3人世帯では、在宅時間が長い邸、空気集熱式システ

ムを使用しない邸が含まれているためだと推測できる。 

4．温熱環境とシステムの省エネ効果 

4-1．空気集熱式太陽熱床暖房による温熱環境 図9に対

象住宅1邸の冬期の室内温熱環境を示す。なお、補助暖房

は使用せず、空気集熱式太陽熱床暖房のみ運転させた。9

時頃の立ち上がりから23時頃まで、室内温度は20℃前後

に保たれている。また、室内温度は14時頃のピーク後緩

やかに低下し、朝方の室内温度が最も下がる時間帯でも

外気温と15℃近くの差がある。図10に示した夜間(午前2

時頃)の熱画像より、窓付近を除き床表面温度が14℃程度

に保たれ、翌朝までの床表面温度低下が2℃程度である。

以上のことから、補助暖房なしでも室内温熱環境が改善

され、空気集熱式太陽熱床暖房の有用性が確認できる。 

4-2. 空気集熱式太陽熱床暖房と電力消費量 図11にアン

ケートで『補助暖房機器としてエアコンのみを使用して

いる』と回答した住宅2邸を対象に、冬期(12月から2月)

の平日における、空気集熱式太陽熱床暖房の集熱量とエ

アコン電力消費量(1階リビング)との関係を示す。これら

の間には相関が見られ、暖房の集熱量が多い程、エアコ

ンの電力消費量が抑えられる傾向があると言える。 

5．まとめ  

東京西部に建つ多機能ソーラーハウスのエネルギー消

費実態について調査した。主な結果を以下に示す。(1) 

夏期のガス消費量が非常に少なく、一般戸建住宅と比較

すると、半分以下の値であった。(2) エネルギー自給率

76%の高性能住宅と比較しても世帯当たりの年間エネルギ

ー消費量は対象住宅が低い値を示し、夏期のピークが見

られなかった。 (3)4・5 人世帯ではどの季節でも対象住

宅が高性能住宅を下回る値を示した。(4)冬期の日中の室

内温度は 20℃以上で、空気集熱式太陽熱床暖房のみでも

室内温熱環境がある程度改善された。 (5) 暖房の集熱量

と 1 階エアコンの電力消費量の間には相関があり、空気

集熱式太陽熱床暖房の使用が冬期においてエアコンの節

電に繋がることが示唆された。 
【謝辞】本研究の一部は東京都都市整備局「長寿命環境配慮住宅モデル事業」の一環と

して実施いたしました。東京都都市整備局、相羽建設株式会社、野沢正光建築
工房、OMソーラー株式会社の方々、実測・アンケートにご協力いただいた居住
者のみなさまに厚く感謝申し上げます。 

【※注】(1)電力量は3.6MJ/kWh、都市ガス使用量は高位発熱量の45.0MJ/㎡、灯油使用量
は36.7MJ/ℓとして、一次エネルギーに換算した。 

(2)計算条件として代謝量1.1[met]、着衣量1.0[clo]、気流速度0.15[m/s]とし、気温、
相対湿度、平均放射温度(MRT)は実測値を用いて算出した。 
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図 9 室内の温熱環境と PMV 
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