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【省エネルギー特集】 省エネビル  

 
省エネ建物による気候変動への取り組み（世界） 

 
ドキュメント「BUILDING AND CLIMATE CHANGE Status, Challenges and 

Opportunities（2007 年発行）」は、国連環境計画 1の「地球に優しい建物と建設イニ

シアティブ」の活動の中で作成されたものであり、欧州連合のアジアプロエコプログ

ラム 2からの資金提供を受けている。 
ここでは、その中から、省エネ建物の概念に関する部分を抄訳する。 
 
 
 
 
 
 
 
エネルギー効率モデル   

建物のエネルギー効率を高めるための方法は、技術レベルの低いものから高いもの

まで様々である。ここでは、建物のエネルギー効率改善に役立つ低エネルギービルデ

ィング、ゼロ・エネルギービルディング、パッシブハウス、エネルギー・プラスビル

ディング、エコ・シティを紹介する。 
 
1. 低エネルギービルディング 
北米と欧州では、低エネルギービルディングの実用化に向けた研究開発に多くの労

力が投入されている。モデル建物による理論テストが行われており、その結果の多く

は試行錯誤法に基づいて導き出されている。現在、低エネルギービルディングは二つ

の手法に分類されている。一つは 50%の理論に基づく手法であり、もう一つは 0%の
理論に基づく手法（後述のゼロ・エネルギービルディングまたはパッシブハウス）で

ある。パーセンテージの数字は、現行の建築法規に従って建てられた標準的な建物と

比較したエネルギー消費量を示す。50%の理論に基づいて建てられた建物は、標準的
な建物の半分の熱エネルギーしか消費しない。その多くは、一般的な手法によって建

てられた伝統的な建物である。エネルギー消費量の削減は、断熱材の使用増加、高性

能の窓、気密性の高い構造細部、熱回収換気システム等によってもたらされる。IEA
（国際エネルギー機関）の「太陽冷暖房プログラム」3では、低エネルギービルディン

                                                  
1 http://www.unep.org/ 
2
 環境政策、技術、慣例の交換を通してアジアの経済分野における環境パフォーマンスを改善し、欧州

連合加盟諸国と南アジア、東南アジア、中国間の持続可能な投資や貿易を促進する為のプログラムで

ある。 
3 Solar Heating and Cooling programme , 参照：http://www.iea-shc.org/ 
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グの建設と評価が行われた。建物が設置されたのは、米国アリゾナ州、米国グランド

キャニオン（カリフォルニア州）、ベルギー、カナダ（ブランプトン、ウォータールー）、

デンマーク、フィンランド、ドイツ（ベルリン、ロットワイル）、イタリア、日本、オ

ランダ、ノルウェー、スウェーデンおよびスイスである。残念ながら、アフリカと南

米には設置されていない。これらのモデル建物に使用されている手法と技術は次頁の

表を参照されたい。以下はこのプロジェクトから得られた結論である。 
・ 快適な温度と良好な室内空気質を維持し、尚かつ環境への影響が少ない低エネルギ

ービルディングを設計することは可能である。評価が行われた建物の平均的なエネ

ルギー消費量は、一般的な住居用建物と比べて 60%少ないことが分かった。 
・ エネルギー総消費量の国による差違はそれほど大きくない。その理由の一つは、建築

基準はそれぞれの国の気候に合わせて決められているが、給湯、照明および電化製品

のエネルギー消費量は気候と比較的無関係な点にある。一般的に、断熱材の使用量は

温暖な国では少なく、寒冷な国では多くなる。したがって、平方メートルあたりのエ

ネルギー消費量は、気候の違いから予想されるほど大きく異なることはない。 
・ 正確な評価をするためには、暖房または給湯のみに焦点を当てるのではなく、エネ

ルギー消費量全体を考慮することが必要である。また、暖房と冷房を両方考慮する

ことも重要である。一部の国々では、一つの季節だけに重点を置くと他の季節に問

題が生じることが明らかになった。さらに、多くの場合、冷房負荷の低減は暖房負

荷の低減よりも難しいことが分かった。 
・ 建物は一つのシステムとして機能する。使用される様々な技術は全体の構成に不可

欠な部分をなしている。それぞれの技術をどのような順序で設計に取り込むかが極

めて重要である。大まかに言うと、次の順序で省エネ対策を検討すれば最大限の経

済性を得ることができる。すなわち、第一に省エネ技術、第二にパッシブ・ソーラ

ー、第三にアクティブ・ソーラーである。ほとんどの場合、これらの技術の全てが

利用されており、複合システムとして利用されていることも多い。したがって、特

定の技術を開発するよりも建物全体を視野に入れて開発を行う方が賢明である。 
・ パッシブ・ソーラーで得られるエネルギーは暖房に大きく貢献する。このシステムは

全ての気候条件で利用でき、日光を適切に遮断すれば暖めすぎることもない。換気シ

ステムの排気を利用した熱回収は、低エネルギービルディングで広く行われている。 
・ 革新的な建築手法を新たに開発するためには、学際的な設計チームが必要である。

エネルギー面は設計の初期段階から検討すべきであり、建築士とエンジニアが最初

の段階から協力して取り組むことが重要である。この点で「総合設計プロセス

（Integrated Design Process）」と「総合設計ソリューション（Integrated Design 
Solution）」の概念は重要であり、現在急速に広まっている 4。最近、このテーマは

建築研究国際協議会(CIB5)の優先課題になった。 
                                                  
4 Harvey, L.D.D. 2006. A Handebook on Low-Energy Buildings and District Energy Systems: 
Fundamentals, Techniques, and Examples. London, James and James. 

5 International Council for Research and Innovation in Building and Construction：建築研究国際協
議会（http://www.cibworld.nl/website/） 
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表 IEA“Task13”で使用された手法と技術 
(注記)：B=ベルギー、CDN-B=カナダ（ブランプトン）、CDN-W=カナダ（ウォータールー）、DK=デ
ンマーク、FIN=フィンランド、D-R=ドイツ（ロットワイル）、D-B=ドイツ（ベルリン）、I=イタリア、
J=日本、NL=オランダ、N=ノルウェー、S=スウェーデン、CH=スイス、US-GC=米国カリフォルニア
州（グランドキャニオン）、US-A=米国アリゾナ州、 
(左項目名 ) Super insulation：高断熱材、High-performance windows：高性能窓、Transparent 
insulation：透明断熱材、Ventilation heat recovery systems：熱回収換気システム、Ground couple 
heat exchangers：大地結合型熱交換器、Sunspaces：サンルーム、Thermal Storage：蓄熱、Active Solar 
water systems：アクティブソーラーウォーターシステム、Photovoltaic systems：太陽電池システム、
Integrated mechanical system：総合機械システム、Home automation systems：ホームオートメー
ションシステム、Energy-efficient lights&appliances：省エネ照明・電気機器 

 
・ 低エネルギービルディングでは建築士の教育と現場の管理が特に重要である。低エ

ネルギービルディングのエネルギー消費量は、従来の建物と比べて建築方法や利用

者の行動の影響を強く受ける。例えば、断熱材を多く使用した建物では、気密性を

高めることや熱の逃げ道を防ぐことが従来の建物よりも遙かに重要となる。また、

低エネルギービルディングにはより多くの設備が取り付けられるため、導管の密閉

性がより重要である 6。 
 
2． ゼロ・エネルギービルディング 
ゼロ・エネルギービルディングとは、年間のエネルギー消費量とエネルギー生産量

が同じ建物である。この方法は、環境に配慮した建築を行う上で最も難しい課題の一

                                                  
6 IEA 1997 

建築に付随 
アクティブ・ソーラー・システム・
ポンピングに限定 
採用 
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つを解決するものであり、最新の省エネ技術と太陽熱や風力などの再生可能エネルギ

ーシステムを必要とする。「ゼロ・エネルギー」は、現場の再生可能エネルギー源から

得られるエネルギーと建物の消費エネルギーが等しいことを意味する。この方法は、

建物が環境に与える影響を最小限にし、室内の快適性を減じることもない。先進国で

はゼロ・エネルギービルディングの需要が高まっている。これらは、地球温暖化を始

めとした環境問題の解決策として期待されている。また、この方法は化石燃料の輸入

依存といった経済的な脆弱性への対応策にもなる。エネルギーはその場でバッテリー

貯蔵または蓄熱することができる。一部の建物は夏に、より多くのエネルギーを生産

し、冬に、より多くのエネルギーを消費するが、ネット・メータリング（net metering）
7によって余剰電力を配電網に売り戻すことができ、年間を通して見るとエネルギー総

消費量はゼロ或いはそれ以下になる。個々の建物では、幾つかのマイクロ発電技術を

利用して建物に熱と電気を供給することができる。具体的には、太陽電池、小型風力

タービン、バイオ燃料、地熱ヒートポンプ、太陽集熱器、太陽光発電とマイクロ発電

を組み合わせた暖房用の熱電併給設備などが含まれる。通常、ゼロ・エネルギービル

ディングは需要の変動に対応できるように電力系統に接続されている。一方、ゼロ・

エネルギービルディングの中には電力系統に全く接続されず独立して機能するものも

ある。エネルギー消費量がゼロに近い建物は、「準ゼロ・エネルギービルディング」ま

たは「超低エネルギービルディング」と呼ぶことができるだろう。余剰エネルギーを

生み出す建物は、エネルギー・プラスビルディングとして知られている。 
 

ゼロ・エネルギーのオフィス：“PTM ZEO”ビルディング 
 

マレーシアエネルギーセンター（Pusat Tenaga Malaysia：PTM）の本部は、東南
アジアで初めてのゼロ・エネルギー・オフィスビルディング（zero-energy office：ZEO）
である。その目的は、マレーシアの建築部門がより持続可能な手法を取り入れていく

ための土台を築くことである。また、もう一つの目的は、エネルギー消費を年間

50kWh/m2 まで削減し、再生可能エネルギーを利用して建物全体のエネルギー収支を

ゼロにする可能性を実証することである。これは極めて効率的なエネルギーの使い方

である。マレーシアの「建築物のエネルギー指標に関するガイドライン」によると、

省エネビルディング（Energy Efficient：EE）に分類される建物の上限となる指標は
135kWh/m2である。 

 
“PTM ZEO”は、マレーシアの建築産業が持続可能な建築技術を開発する上で模範

的な役割を果たしている。また、高温多湿の土地に、持続可能な建物を普及させるた

めの国際的な連携を促進することも期待される。 

                                                  
7 自家発電設備を持つ消費者が自身の使用する電力量を超えて発電したとき、その余剰電力を電力会社
に供給し、消費者が電力会社から購入した電力と相殺するプログラム。 
出典：外国の立法 225（2005. 8） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1002,  2007.6.20 

31  

3． パッシブハウス 
パッシブハウスは、冷暖房システムを使わずに快適な室内環境を保つことのできる

建物である（図 1）。建物自体が暖房と冷房の働きをすることから「パッシブ（受動的
な）」という名前がつけられている。また、これらの建物をゼロ・エネルギーハウスと

呼んでいる地域もある。欧州では、暖房の年間エネルギー消費量を 15kWh/m2以下に

することがパッシブハウスの建築条件とされており、電力などその他の目的に使用す

るエネルギーの増加によって達成されたものは認められない。欧州北部（緯度 60度以
上）では、暖房の年間エネルギー消費量がおよそ 30kWh/m2に制限されている。また、

欧州ではパッシブハウスの居住エリアで使用される暖房、給湯および家電機器のエネ

ルギー総量が 120kWh/m2を超えてはならないとされている。これを出発点として、追

加的に発生する全てのエネルギー消費が再生可能エネルギー源で賄われるようになる

かもしれない。パッシブハウス一棟のエネルギー総消費量は、欧州の平均的な新築住

宅が電力と給湯に要するエネルギーよりも少ない計算になる。結果的に、パッシブハ

ウス一棟で消費されるエネルギーの合計は、国のエネルギー基準に沿った平均的な新

築建物で消費されるエネルギーの 4分の 1以下となる（図 2）。パッシブハウスは、資
本コストの合計（設計と設備設置を含む建築費に 30年間の維持費を加えたもの）が平
均的な新築建物にかかる資本コストの合計を超えない場合に費用対効果を得ることが

できる。 
 

 
図 1 フィンランドにあるパッシブシステムを取り入れた集合住宅 

Photo: Mikko Saari, VTT. 
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図 2 住宅の消費エネルギーの比較評価 
注記：WSchVO=German Heat Protection Regulation , SBN=Swedish Construction Standard 

出典：Passive House Institute 2006 
 
4． エネルギー・プラスビルディング 
パッシブな建築技術はすでに実証されており、実用化が進められている（特にドイ

ツでは実用化が進んでいる）。このため、幾つかの試験プロジェクトは年間のエネルギ

ー生産量が消費量を上回るエネルギー・プラスビルディングに取り組んでいる。一般

的に、太陽電池、太陽エネルギーを利用した冷暖房、断熱材の他、慎重な立地選定、

建物の配置（向き）等によってエネルギーのプラスが生じる。 
 
5． エコ・シティ 
建物のエネルギー効率を良くするためには、周囲の環境条件、共同体の問題、輸送

システム、労働・生活構造を含むエネルギー網全体を考慮しなければならない。エコ・

シティは、EU 支援のプロジェクトによって開発された持続可能な都市のモデルであ

る。以下はこのプロジェクトの目標である。 
・ 自然と人間活動の調和を最大限に考慮する：景観、自然、農業、都市構造、地域性、

文化、インフラ、地元経済 
・ 精神衛生と共同体感情を最大限に考慮する：健康と娯楽、文化的アイデンティティ 
・ 都市と地域間の物流を最適化する：水、エネルギー、食料（Gaffron他、2005） 
 
エコ・シティのエネルギー網を計画する際は、再生可能エネルギーを中心にエネルギ

ー源の利用可能性を考慮しなければならない。また、最適なエネルギー網を構築するた

家電機器 
換気 
給湯 
暖房
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めにエネルギー網全体の機能性（生産、配送、消費および場合によっては貯蔵）を考慮

する必要がある。エコ・シティの建物に使われるエネルギー網は次の要素を含む。 
・ 低エネルギーハウス 
・ 低温暖房システム 
・ 低温熱供給システム 
・ 再生可能エネルギー源の最大利用 
・ 可能な限り建物に近い場所での熱生産 
・ 発電は集中化可能 
低温暖房システムは、再生可能エネルギーや廃熱を含む多くのエネルギー源を利用

できることから推奨されている。これらは低エネルギーハウスにも上手く適合する。

これは建物自体が暖房に多くの電力を必要としないからである。建物に低温暖房シス

テムを導入する場合、熱供給システム全体を低温用（45～70℃）に設計することが可
能である。これにより、エネルギー網全体に好影響がもたらされる。例えば、地域暖

房網のリターンフローを利用する場合、CHP（熱電併給）プラントに与える影響は次
のとおりである。 
・ 配電損失の低減 
・ 発電比率の上昇 
・ 発電プラントの効率改善 
 
出典：BUILDINGS AND CLIMATE CHANGE－Status, Challenges and Opportunities 

http://www.uneptie.org/pc/sbc/documents/Buildings_and_climate_change.pdf 
   Copyright © United Nations Environment Programme, 2007 
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