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Visualization of energy consumption and indoor thermal environment is significant to induce the energy saving behavior of the user 

by the advice from expert knowledge with providing the numerical value. In order to do it continuously, it is important to 

understand the actual condition of the user and to establish the continuous communication method.  
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１１１１．はじめに．はじめに．はじめに．はじめに    

本シンポジウムがテーマに挙げている「熱環境」と「将

来のくらし」に関して、エネルギーと室内温熱環境の見

える化についての当社の実践事例と課題を整理し、普及

のための可能性を探る。 

東日本大震災以降、エネルギー問題について議論され

る機会が増え、多くの人たちが関心を持つようになった

が、そこで語られている内容は、「いかにして電力をまか

なうか」といったエネルギー供給の方法に焦点を当てら

れることが多く、エネルギーの使い方については、スロ

ーガンや手軽な節約術の紹介程度のことが多く見られる。

しかし、エネルギーの有効利用のためには、建物の温熱

環境やくらし方に関する專門的な知見を、一般ユーザー

に対しても広く情報を発信していく必要を痛感している。 

平成 24年 7月に発表された「低炭素社会に向けた住ま

いと住まい方」の推進方策についての中間とりまとめ（経

済産業省、国土交通省、環境省）1)
 の中でも、「住まい」

に関する推進方策における基本的な考え方として、「低

炭素社会とは、単にエネルギー消費量や CO2 排出量を

節約・削減することのみを目的として掲げる社会ではな

い。（中略）我が国としても、これまでに培ってきた最先

端の省エネ技術などを活かして、エネルギー効率の改善

やエネルギー供給における低炭素化を推進し、こうした

世界における課題の解決に貢献するとともに、それが住

まいの快適性の向上や化石燃料への依存度の低減、新た

な技術開発に基づく産業の創造などを通じ、国民の生活

水準や産業の活力の向上に繋がるよう、社会全体で取り

組んでいく必要がある。」と書かれており、そのためにも、

省エネルギー対策の抜本的な強化や、再生可能エネルギ

ー等のクリーンエネルギーの導入や分散型エネルギーシ

ステムの整備に加え、節電・省エネ意識の向上を活かし

たライフスタイル・ワークスタイルの変革が急務とされ

ている。 

建物の省エネ化の推進については、本稿のテーマでは

ないため詳細の記述については避けるが、中間の取りま

とめの中でも、建物における高い基準の義務化について

は慎重な検討を要するとされているため、義務化による

省エネ化の推進加速を期待することは難しいと考える。

また、「ライフスタイルの変革」については、期待する対

象が一般の生活者であり、この点においても変革を義務

化することは困難である。 

そういった状況において、生活者にエネルギーや室内

の温熱環境を意識させ、さらにライフスタイルに変革を

起こさせる方法として、エネルギーと室内温熱環境の「見

える化」が有効な方法と考え、当社では 2011年よりＯＭ

ソーラーの家の標準仕様として「ＯＭスマートネットサ

ービス」を開始した。 

本報告では、２節で「見える化」のシステム利用者で

ある住まい手の意識について、アンケート結果に基づく

考察を行い、そこから「見える化」の普及と効果の可能

性と探る。３節では、現在実施しているＯＭスマートネ

ットのシステムの概要と詳細を解説し、４節では今後の

普及のための取り組みと課題を整理する。 



２２２２．利用者．利用者．利用者．利用者の意識と行動の意識と行動の意識と行動の意識と行動の考察の考察の考察の考察    

エネルギーや熱環境に関する情報の伝達、省エネ・快

適化を実現するための技術・製品の普及、そしてライフ

スタイルの変革といった行動を促すためには、利用者で

ある住まい手の理解は重要な作業である。そこで当社で

は、2012年 7月 30日〜8月 31日の１ヶ月間、ＯＭソー

ラーに加盟する会員工務店が施工した入居者に対してイ

ンターネットによるアンケート調査を実施した 2)。アン

ケートの総回答件数は 667件（33都府県）、このうちＯ

Ｍソーラーの家の入居者は 587件であった。 

アンケートの内容は、入居者のプロフィール、ＯＭソ

ーラー認知の経路、決定の要因、満足度、環境問題や暮

らしに対する意識の調査（表１）で、本報告書では、こ

の調査結果の中の住まいに対する期待や評価、ライフス

タイルや環境問題に関する回答から、見える化の普及に

ついて考察を行う。 

 

表１ 入居者アンケートの質問内容 

1 OM ソーラーの認知の有無 

2 OM ソーラーの情報を知ったきっかけ 

3 OM ソーラー導入の有無 

4 OM ソーラーを不採用の理由 

5 OM ソーラー以外に使用の機器 

6 OM ソーラーの検討の際の魅力 

7 OM ソーラー導入決定の理由 

8 OM ソーラー導入の満足度 

9 OM ソーラー導入による変化 

10 OM ソーラーを人に勧めたいか 

11 住まいを建てたときの工務店 

12 他にどのような会社を検討したか 

13 住まいを建てる際の決定理由 

14 工務店の満足度 

15 現在の住まいの満足度 

16 気候変化の原因や対策について 

17 エネルギー問題や節電について 

18 地球温暖化・エネルギー関連の行動の実践 

19 地球温暖化・エネルギー関連のイベント参加の意思 

 

なお、今回のアンケート調査結果では、「ＯＭソーラー

を他の人にも勧めたいか」の質問に対して、「とてもそう

思う」「ややそう思う」の合計が 85%（表２）を占めて

おり、こういった高い満足度が示された結果の中で、細

部の項目について分析を行った。 

表２ ＯＭソーラーを人に勧めたいか 

とてもそう思う 41.4% 

ややそう思う 43.6% 

どちらとも言えない 11.9% 

あまりそう思わない 2.5% 

全くそう思わない 0.5% 

 

2222----1111    性能・効果に対する期待と満足度性能・効果に対する期待と満足度性能・効果に対する期待と満足度性能・効果に対する期待と満足度    

表３はＯＭソーラーを採用した入居者を対象に質問し

た「ＯＭソーラー検討段階での魅力」の上位１０項目で

ある。それに対して表４は入居後に、それぞれの項目に

ついて「満足している」と回答した割合の一覧である。

表３と表４の結果を比較して、事前の期待と、入居後の

満足度の差の要因を考察する。 

 

表３ ＯＭソーラー検討段階での魅力（複数回答） 

順位 導入検討の際の魅力 割合(%) 

1 冬、暖かそう 93.9 

2 自然エネルギーを使う 75.1 

3 環境にやさしい 67.5 

4 光熱費が削減できそう 67.3 

5 自然を取込んだ快適さが得られそう 61.3 

6 給湯利用ができる 57.9 

7 床暖房がある 57.4 

8 昼夜の温度差が少なそう 46.0 

9 換気効果がありそう 44.8 

10 全館暖房がある 39.5 

 

表４ 入居後の満足度 

順位 満足している点 割合(%) 

1 冬の暖かさ 89.4 

2 昼夜の温度差の少なさ 73.3 

3 床暖房 71.6 

4 換気の効果 68.8 

5 光熱費の削減 67.0  

6 給湯利用 65.6 

7 全館暖房 65.1 

※ 総合的な満足度 89.4 

 



検討の段階で期待が低かったのが「給湯」「昼夜の温度差

が少ない」「床暖房」「換気」であるが、入居後の満足度

としてこれら４つはいずれも高い満足度となっている。

選択の段階での優先順位と入居後の満足度が一致しない

のは、昼夜の温度差のない環境、床暖房、換気の促進、

太陽熱給湯、全館暖房であり、いずれも、検討段階時点

の住環境では経験がない項目について期待が低いものと

推測する。 

なお、給湯機能については、近年、「深夜電力＋エコキ

ュート」の組み合わせが普及してきたことで、給湯の深

夜電力利用が賢明な選択という判断をするユーザーが増

え、ＯＭソーラーの給湯機能を選択しないユーザーもい

るため、導入ユーザーに限定すれば、より満足度は高く

なると見込んでいるが、今回の調査ではその分類は行っ

ていない。 

 実際に入居者からは「モデルハウスではわからなかっ

たが、ひと冬過ごしてありがたさがわかった」「他人の家

に行くと我が家の快適さを実感する」という声も聞く。

入居後に「期待以上」と評価をされることは、顧客満足

という点では喜ばしいことではあるが、事前に適切な説

明ができていない証拠でもある。適切な説明ができない

状況は、ユーザーが最適な選択ができないケースを生む

原因にもつながるため、検討段階における客観的な情報

提供と、専門的な知見に基づくわかりやすい情報の伝達

が、住宅、およびライフスタイルの省エネ化の推進の点

においても重要な課題と考える。 

 

2222----2 2 2 2 満足度と意識満足度と意識満足度と意識満足度と意識    

次に、環境やくらし方に対する意識と、現在の住まい

やＯＭソーラーに対する満足度の関係を比較したところ、

以下に挙げた６項目について、いずれも満足度が高いユ

ーザーほど「そうである」の回答率が高い。 

・ 二酸化炭素等の排出削減の対策を実施しようとしている 

・ 再生可能エネルギーの普及支援や設置をしようとしている 

・ エネルギー消費を減らす省エネ行動をしようとしている 

・ 冷房、暖房の適切な温度設定に努めている 

・ 家族、友人、知人等と地球温暖化の話すようにしている 

・ エネルギー消費を減らす省エネ推進が必要と考えている 

 

 また、「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促

進事業（住宅に係るもの）調査研究事業 2005」3)におけ

る省エネ機器の採用者に対する意識調査（図１）におい

ても「機器が省エネになったのだから、生活でもさらに

省エネを意識しながら暮らすほうがよいと思う」の回答

が圧倒的に多く見られる。これらのことからも、省エネ

行動に導くためには危機感を煽るだけではなく、省エネ

を実現した環境において満足度を高めることが有効であ

ると考えられる。ちなみに、ＯＭソーラーは「温風式太

陽熱暖房」に相当するが、システム別の回答を比較する

と、この利用者が最もその回答率が高い（80.6%）。 

そして、その効果をより高めるためには「効果の見え

る化」を行い、第三者から効果の解説や提案を受け、実

践活動や実践結果の情報交換を行うことが、さらなる発

展につながっていくと考える。ＯＭスマートネットでは、

こういった活動を継続させていくためのコミュニティづ

くりを目的に、各家庭と当社、並びに工務店をネットワ

ーク回線で接続する「見える化とネットワーク化の両立」

に取り組んでいる。 

 

図１ 省エネ機器の採用者に対する意識調査結果 



３３３３    ＯＭスマートネットの内容ＯＭスマートネットの内容ＯＭスマートネットの内容ＯＭスマートネットの内容    

3333----1 1 1 1 開発の意図開発の意図開発の意図開発の意図    

当社では 2010年より、「ＯＭスマートネット」の開発

に取り組んできた。その目的は、室内温熱環境とエネル

ギーの可視化を前提としたデータの共有と、利用者によ

るコミュニティの創造である。 

当社の開発時点では、すでに各社にてＨＥＭＳの取り

組みは実施されていたが、これらは電気消費量の可視化

と家電製品の制御、さらに太陽光発電の発電量の表示等

を主たる目的とするものが多くみられた。それに対して、

当社が提案するＯＭソーラーシステム（http://omsolar.jp）

は太陽エネルギーの有効利用によって室内の温熱環境の

快適化をはかる技術であるため、まず室内温熱環境と太

陽熱利用によるエネルギーの取得量の可視化をメインの

メニューとした上で、太陽光発電を設置した際の発電量、

家庭全体の電気消費量を表示する機能、さらにユーザー

自身が入力する方法で利用できる環境家計簿の機能を追

加してきた。 

 

3333----2222    システムの概要システムの概要システムの概要システムの概要    

各家庭のデータはインターネット回線を利用してクラ

ウドサーバーに集約され（図２）、その結果はＯＭスマー

トネットのWebサイト「エコナビＯＭ」（図３）に表示

される。ここで表示されるデータは、ユーザー自身が自

らの家庭のデータを外出先などからも確認できるだけで

はなく、Webサイト上での一般公開を許可したユーザー

の室内温熱環境、太陽エネルギー取得量、消費電力等の

リアルタイムデータ、さらには全国や地域別の集計デー

タ、月別、年別の集計データ等をだれでも閲覧すること

が可能である。 

また、当社とＯＭソーラー会員工務店向けに、管理者

専用ページを設けており、登録されているユーザーの状

態を一覧表示することができる。工務店は自社で施工し

たユーザーのデータを一覧表示できるため、エラー発生

時において情報をいち早く入手することで、早期対応が

可能になる。 

このようなかたちで取得したデータは、太陽熱エネル

ギーにより削減したと見なされる CO2 量を積算するこ

とが可能になるため、CO2削減量を国内クレジットによ

る排出権取引に活用する。この排出権取引により得られ

た資金を、当社が設立した住まい手ネットワーク「ソー

ラーハウスの住まい手ネットワーク」により、植樹等の

環境貢献活動を実施していく構想を持つ。 

一方、太陽光発電により得られた電気は、その環境価

値をグリーン電力証書として扱う。この環境価値につい

ては「エコナビＯＭ」の共同開発会社であるナビ・コミ

ュニティ販売（株）がとりまとめて企業等に発行する。

太陽光発電を設置するユーザーには、発電した電力の自

家消費分に応じた現金還元が行われると共に、サイト上

のサービスとして売電量に応じたポイントが付与される。 

※国内クレジット／大企業等による技術・資金等の提供

を通じて、中小企業等が取り組む温室効果ガスの排出削

減量を認証し、行動計画や試行排出量取引スキームの目

標達成等のために活用できる制度。国内クレジット（プ

ログラム型排出削減事業）において、太陽熱利用システ

ムを導入する個別住宅の排出削減事業としては、ＯＭソ

ーラーが国内初の承認を受けている。 

※グリーン電力証書／再生可能エネルギーによって得ら

れた電力の環境付加価値を、取引可能な証書にしたもの。 

 

 

図２ ＯＭスマートネット構成図 

 

 

図３ ＯＭスマートネットWebサイト「エコナビＯＭ」 

 

3333----3333    システムシステムシステムシステムのののの構成構成構成構成    

各家庭においては、ＯＭソーラーの制御盤で取得して

いる外気温や室温、給湯温度など各種温度や運転状況デ

ータを専用に開発した通信ターミナル「エコナビターミ

ナル」が取得し、常時接続されるインターネット回線を

通じてクラウドデータベースサーバーに 15 分毎に集約

される。ここに全国から集まるデータを解析して、「エコ

ナビＯＭ」に表示される。この通信のためのインフラは、

NTT 西日本-東海が管理するデータベースサーバーを中

心に構成されている。また、太陽光発電を設置する場合

は、分電盤脇に専用の電力量計を設置し、発電量と売電

量、並びに消費電力量を専用の通信子機で通信ターミナ



ルまで無線（Zigbee通信）によって接続してデータ通信

を行う（図４）。 

 

図４ 宅内インフラ 

 

3333----4444     Webサイト「エコナビＯＭ」サイト「エコナビＯＭ」サイト「エコナビＯＭ」サイト「エコナビＯＭ」    

「エコナビＯＭ」では、ユーザーの室内温熱環境、太

陽エネルギー取得量、消費電力等のリアルタイムデータ

の表示、さらに全国や地域別の集計データ、月別、年別

の集計データ等を閲覧することができる。また、各家庭

の光熱費データは、地域別、世帯別で分類され、登録さ

れているデータから、地域平均、全国平均との比較や、

自ら設定した目標値、前年同月実績との比較をすること

も可能である。この際、一般住宅との比較においては、

総務省の「家計調査（2009 年度）」における全国各都道

府県別の光熱費データを世帯別の係数にて分類したもの

を標準宅データとして利用している。また、エネルギー

変換係数については、CO2排出係数は環境省の「排出係

数一覧（平成 22年度）」、エネルギー換算係数は「省エネ

法施工規則（平成 21年度）」「日本LPガス協会（平成 24

年度）」を基準としている。 

この「エコナビＯＭ」は、誰でも閲覧できる一般公開

ページと、ログイン ID 及びパスワードを発行したユー

ザーのみアクセス権があるログイン専用ページから構成

する。 

以下、各ページの解説を行う。 

図５ 我が家のＯＭ（ログイン専用） 

 

 

 

図６ 全国のＯＭ（一般公開） 

 

 

 

 

図７ 環境家計簿（一般公開） 

 

 

 

 

 

15 分毎に送られてくる温熱データの表示と、集計した集熱量
及び CO2 換算量（太陽光発電併設の場合は発電量と売電量表
示）。15分のデータを1時間毎にまとめたグラフ表示と最高最

低温度を表示する。 

公開しているデータを自由に閲覧できるページ。地域、家族人

数、延床面積から条件選択し、一覧に表示されたユーザーを選
択すると、公開を許可した我が家のＯＭ（図５）の画面が表示
される。 

各家庭の光熱費データを表示。管理画面から入力された各家庭

の光熱費データを、地域別、世帯別で分類して数字とグラフに
て表示。登録されているデータから、地域平均、全国平均、標
準宅データ、前年同月を比較。また、その比較結果におけるコ
メントを自動判別して表示する。 



図８ 診断・ランキングページ（ログイン専用） 

 

 

 

図９ 消費電力リアルタイム表示（ログイン専用） 

 

 

 

図１０ 管理者ページ（ログイン専用／管理者ページ） 

 

 

 

    

    

    

3333----5555    コミュニティの創造コミュニティの創造コミュニティの創造コミュニティの創造    

ユーザー自身のくらしの満足度が高くなることで、さ

らにエネルギーや温暖化に対する関心が高くなる傾向が

あるデータを２節において紹介したが、「エコナビＯＭ」

を通じて、各家庭の室内温熱環境やエネルギー消費状況

の見える化、環境家計簿の活用、他のユーザーのデータ

との比較など、日々のくらしにおける室内温熱環境やエ

ネルギー消費に関心を持ち、さらなる省エネ行動やくら

し方の工夫につながることを期待している。 

2012年 7月からは、「エコナビＯＭ」において、省エ

ネアンケートに答えた方を対象に各家庭の「省エネレー

ダーチャート」を作成し、総合評価点数や全国ランキン

グなどを評価して、その結果を「エコナビＯＭ診断書」

（図１１）として発行し、くらしの中で常に省エネを心

がけられるようなサービスを展開している。 

将来的にはユーザー同士が情報交換やコミュニケーシ

ョンを図るためのコミュニティ機能のサービスを立ち上

げていく計画も検討中である。 

 

 

図１１ エコナビＯＭ診断書 

    

3333----6666    利用状況利用状況利用状況利用状況    

2012年1月よりＯＭスマートネットへの登録を開始し、

2012年 9月 13日現在で登録件数は 95件。そのうち、公

開が 65件で、非公開が 30件となっている。現在、エコ

ナビターミナルは新築されるＯＭソーラーの家には標準

装備としており、既に出荷された製品台数は 441台に及

ぶ。登録は建物を引渡し、インターネットの開通後に行

われるため、今後、順次登録件数は増えていく見込みで

ある。 

 

４４４４. . . . 普及のための取り組みと課題普及のための取り組みと課題普及のための取り組みと課題普及のための取り組みと課題    

今後、ＯＭスマートネットの利用者を増やしていくこ

とで、全国各地の様々な住宅のデータが集約され、デー

タの精度も高まる。その結果は既存のユーザーだけでな

く、これから住宅建築を考えるユーザーに対しても有効

な情報提供となる。 

以下、今後、利用者を増やすための課題を整理する。 

 

家庭の消費電力を主幹（全体）と分類別（ブレーカーの分岐）

にて表示する。分岐は最大8箇所の計測が可能。1時間積算の
24 時間グラフで表示。なお、本ページは防犯上、一般公開は
しておらずログイン専用としている。 

ＯＭソーラー株式会社、及びＯＭ会員工務店のみアクセスでき
る管理者専用ページ。登録されているユーザーの各状態を一覧

表示。ＯＭソーラー株式会社は登録されているユーザーすべ
て、ＯＭ会員工務店は自社ユーザーの一覧を閲覧できる。 
 

毎月更新される省エネ行動に関するアンケートに答え、毎月の
光熱費を入力することで、どの分野の省エネ行動に貢献できて
いるかを診断し、結果をレーダーチャート並びに全国ランキン

グにて表示する。 



4444----1 1 1 1 施工工務店による登録の施工工務店による登録の施工工務店による登録の施工工務店による登録の促進促進促進促進    

現状、エコナビターミナルを設置したユーザーのうち、

75%が申し込みを行っていないことから（建築中、イン

ターネット未接続状態の家庭も含む）、まずは既存設置者

の登録件数を増やすことが課題である。 

一般的に新築直後は、転居や公共料金など、必要性の

高い手続きが優先されるため、ＯＭスマートネットの登

録については、施工工務店が代行することが、利用促進

のポイントになると考えている。そのため、工務店にと

ってＯＭスマートネットが有効なツールであることを理

解してもらうことが必要であるが、工務店にとってのＯ

Ｍスマートネットの価値は、まさにユーザーとの関係性

の接続にある。 

一般的にユーザーの満足度を高めるためには、入居後

も定期的に訪問して、住み心地やくらしぶりをヒアリン

グしてアドバイスすることが重要であり、それによって

リフォームや紹介など次の仕事にもつながる。このヒア

リングに相当するのがＯＭスマートネットの接続である。

ＯＭスマートネットによって 24時間データを取り、室内

温熱環境やエネルギー消費量のデータに基づいて、より

よいくらし方の提案をすることは、顧客満足を高めなが

ら改修需要の受注につなげられる行為である。 

 また、住宅建築を検討中のユーザーに対しても、自社

で施工したユーザーの状況をリアルタイムで提示するこ

とで、説得力のあるプレゼンテーションを実施すること

が可能になるため、これらのメリットを工務店に理解し

てもらい、工務店が積極的に登録手続きを代行するよう

に働きかけていく。 

 

4444----2 2 2 2 社会的な認知を高める社会的な認知を高める社会的な認知を高める社会的な認知を高める    

2012年6月にＯＭスマートネットの機器は、ＳＩＩ（一

般社団法人環境共創イニシアチブ）による「平成２３年

度エネルギー管理システム導入促進事業費補助金

（HEMS 導入事業）」の補助対象機器として認定を受け

た。これによってエコナビターミナル設置に対する補助

金を受けられることとなった。ＯＭスマートネットは、

ECHONET Lite 規格の通信機能を搭載し、2012年末には

照明等の制御を行う HEMS 機器として活用していくこ

とになる。 

こういった認定の取得は、導入時の費用負担の削減の

効果が大きいことに加え、ＯＭスマートネットのシステ

ムが社会的にも認知されたことを示すことにもなり、そ

れにより工務店やユーザーに関心を持ってもらうきっか

けになる。この制度の告知も行いながら、利用者の関心

を高めていく。 

 

4444----3 3 3 3 一般への利用拡大一般への利用拡大一般への利用拡大一般への利用拡大    

2012年 7月より、ＯＭソーラーの住宅だけでなく、一

般の住宅においても、ＯＭスマートネットの環境家計簿

登録を可能にするサービスを開始した。さらには温湿度

子機の開発にも着手し、2012年の冬より販売を開始する

予定である。これにより一般の住宅でもエコナビターミ

ナルの機器を導入する事で「温度」と「湿度」の計測が

可能になる。 

このシステムは、ＯＭソーラーの会員工務店内での利

用にとどまらず、他の団体にも OEMとして利用できる

展開を準備しており、利用者の拡大とともに、多種多様

なユーザーのデータをクラウドサーバーに集約すること

を見込んでいる。 

これらは、主に供給者である建築会社からの提案によ

る普及を期待するものであるが、当社WebサイトでのＯ

Ｍスマートネットの解説（図１２）や雑誌、新聞などの

媒体を利用して、一般ユーザーに対してＯＭスマートネ

ットに関する情報を発信することで、さらに広い認知を

はかっていく。 

 

 

図１２ ＯＭソーラー公式サイトにて告知 

 

4444----4 4 4 4 温熱環境温熱環境温熱環境温熱環境に関するに関するに関するに関する情報発信情報発信情報発信情報発信    

一般ユーザーに温熱環境に対する関心を持たせるため

には、エネルギー量や温度を数値的に見せるだけではな

く、体感を伴う解説が最も効果的である。そのため当社

では、社屋見学や学校への出張講座などを利用した体感

型の温熱環境教室を実施して温度と体感の関係を解説し

ている（図１３）。 

こういった場を通じた参加者とのコミュニケーション

は、一般ユーザーや小学生、中学生らが温熱環境やエネ

ルギーに対してどのような意識を持っているのかをヒア

リングする機会にもなり、そこでの内容は、当社や工務

店がユーザーにプレゼンテーションをする際の貴重な情

報になる。一例を挙げれば、小学生に対して太陽エネル

ギー利用の種類について質問をすると、太陽光発電に対

する認知度は限りなく１００％に近いが、太陽熱利用機

器の認知度については、利用経験者を除けば限りなく

０％に近い。ただし、解説をしていく中で太陽エネルギ

ーの熱利用の用途については容易に理解されることが多

く、単純に「太陽熱利用」という言葉と、日常生活が結

びついていないこともわかる。これは供給側の発信方法

にとっての大きな課題である。 



一般ユーザーの日々のくらしにおいても、家電製品と

省エネの関係は意識されているが、温度と体感の関係に

ついては、機器のリモコン等の温度設定を調整する程度

の認識がほとんどであり、温湿度計が設置されていない

家庭も少なくない。こういった状況の中では「エネルギ

ー＝お金」の認識にとどまってしまい、節電は経済的に

プラスの取り組みの一方、快適な室内温熱環境の維持は

経済的に負担がかかる行為という認識さえ持たれかねな

い。このような「省エネ化と快適化は相反する行為」と

いう認識から、この２つの両立を実現させるためにどの

ような方法があるのかを考えるきっかけづくりのために

も「見える化」と、温熱環境に関する情報発信は必要で

ある。 

 

図１３ 環境教育の実践の事例 

 

4444----5 5 5 5 生活生活生活生活者者者者視点の視点の視点の視点の情報発信情報発信情報発信情報発信    

冒頭に引用した「低炭素社会に向けた住まいと住まい

方」の推進方策についての中間とりまとめ（経済産業省、

国土交通省、環境省）でも、見える化機能の付加や効率

的な使い方を促す情報提供、企業、自治体、地域単位で

の省エネ・低炭素に向けた運動の促進等に関して、ユー

ザーが自ら参加する意識を醸成することが必要であると

書かれているが、その実現のためには、室温とエネルギ

ーの関係による解説だけではなく、4-4 でも指摘したよ

うな、体感温度まで踏み込んだ情報の提供こそが必要と

考える。 

一般ユーザーの日々の生活において体感温度は、エネ

ルギー量との関係よりも、服装選び、食事の準備（メニ

ューや調理方法）、家事全般（洗濯、掃除等）など、生活

行動そのものとの関係において強く意識される。従って

消費エネルギー量の見える化に加えて、生活の場面と温

熱環境の関係に気づきを与え、専門的な知見でサポート

することが、省エネ行動にとっても効果的かつ継続性が

高くなると考える。 

こういった気づきの機会の提供や成果の発表のための

コミュニティを創造することがＯＭスマートネットの目

指す方向である。このコミュニティにおいては、基礎的

な情報の提供、現象の分析、分析結果に基づいた適切な

アドバイスが必要であり、これらのノウハウは、見える

化ツールを持たない人にとっても有効である。こういっ

たノウハウの整理については、ぜひとも、本学会に関わ

る専門家の皆様の活動に期待する。 

 

５５５５. . . . おわおわおわおわりにりにりにりに    

家の主役はあくまでそこに暮らす住まい手である。肌

感覚で気持ちいいと感じるくらしを、自分自身で感じて、

考えて、工夫して作り上げていくことが、本当の意味で

の「快適なくらし」であり、それが「賢い（スマートな）

住まい手」であると考える。 

省エネについては義務化という制度がなかなか困難で

ある以上、規制ではなく、仕掛けの工夫が大事になる。

この仕掛けの一つであるＯＭスマートネットの目的は、

見えた結果を認識して行動につなげることであって、行

動まで代行することではない。機器の省エネ化は重要な

テーマであるが、行き過ぎた機器操作の代行は、省エネ

に対するユーザーの自主的な意識と行動を阻害すること

にもなりかねない。 

繰り返しになるが、見える化は見えた後にどのような

行動につなげられるかが大事である。体重計を買えば痩

せるわけではないが、痩せることができた人にとって体

重計は欠かすことができないツールの一つである。見え

る化とともに、見えた後のシステムの構築こそ、見える

化の価値を上げることになり、見える化技術を普及させ

る上で重要なテーマである。その際のキーポイントとな

るのは、生活と密着した体感温度であると考え、引き続

きＯＭスマートネットでは室内温熱環境、体感温度の見

える化とネットワーク化の推進に取り組んでいきたい。 

なお、普及の推進においては利用者とつながることが

不可欠であり、ＯＭスマートネットの登録者やアンケー

トモニターとつながっていることは大きな財産である。

今後は研究者の皆様ともこの財産を共有しながら、普及

のために取り組んでいきたいと考えている。 
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