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310　これからの住まいと省エネ設備

ポイント
●省エネ・低炭素社会のライフスタイル
●沖縄の住宅のエネルギー消費の現状　●ライフスタイルの省エネ行動

省エネ・低炭素社会のライフスタイル
　本章では、沖縄県でのエネルギー消費の現状に

立脚し、これからの住まいと省エネ設備の設計の

工夫を通して、快適でかつ省エネ・低炭素社会に

ふさわしい新しいライフスタイルへの変容を行う

ための仕組みをとりあげます。

　平成 24（2012 年）に経済産業省・国土交通

省・環境省は「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中間とりまとめ」として、

次の目標を掲げています。

今後の目指すべき姿

　2020 年までに標準的な新築住宅で ＺＥ

Ｈを実現し、2030 年までに新築住宅の平均

でＺＥＨ を実現すること。

　ここでＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス、Net Zero Energy House：通称「ゼッチ」）

とは、太陽光で作り出す電気エネルギーなどの創

エネルギーが消費エネルギーを上回る住宅を言い

ます。つまり 1 年間のエネルギー消費量が正味

（ネット）で概ねゼロになる建築物をいいます。

　これらを実現させるために注目されているのが

「太陽光、風力、水力、バイオマス」などの再生

可能エネルギーです。再生可能エネルギーという

のは、文字通り、使っても減らず再生が可能なエ

ネルギーのことを言います。また化石燃料の枯渇

性エネルギーに比べて、ＣＯ２排出も大幅に削減

することが可能です。出来る限り再生可能エネル

ギーを活用し、枯渇性エネルギーの消費を抑え、

合わせてＣＯ２の排出を抑える、これが本ガイド

ラインの省エネに対する基本的な考え方であり視

点となっています。

　従って、これからのライフスタイルを考える

に、大事なことは、省エネを進めることだけの窮

屈な暮らしを強いるのではなく、住む人が快適な

暮らしを無理なく過ごせる方法でなくてはなりま

せん。低炭素社会にふさわしいライフスタイルを

楽しみながら、快適で省エネ性の効果を図る暮ら

しぶりが求められています。

　そして、最終的には、住宅の建設・運用・廃棄・

再利用等のライフサイクル全体を通じてＣＯ２ 

排出量をマイナスにする視点も重要であり、ＬＣ

ＣＭ 住宅（ライフサイクル・カーボン・マイナ

ス住宅、Life Cycle Carbon Minus）を実現す

ることが、これからの住まいづくりに求められて

います。

　図 3-1 は、2011 年 2 月、独立行政法人建築

研究所構内に完成した LCCM 住宅のデモンスト

レーション棟です。
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建物仕様

規模

構造

躯体仕様

基礎

軸組

断熱性能

開口部

屋根

外壁

主要設備

延床面積　143 ㎡（43 坪）　　4 人家族想定

木造在来工法　　地上 2 階

布基礎　高炉セメント使用

茨城県産杉材　　福島県産松材等

次世代省エネ基準　Ⅱ地域相当

木製気密サッシ + 一部樹脂サッシ、木製日射ルーバー、断熱スクリーン

金属板葺き

窯業系サイディング、金属パネル、木羽目板

太陽光発電パネル　8Kw 程度

ヒートポンプ式エアコン

太陽熱集熱器対応ヒートポンプ給湯器

家庭用燃料電池

LED 照明

HEMS　(HOME　ENERGY MANAGEMENT　SYSTEM)

図3-1　低炭素社会の先進的エコ住宅　LCCM住宅　（法人ＨＰより）
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沖縄の住宅のエネルギー消費の現状
　「沖縄県エネルギービジョン・アクションプラ

ン：平成 25 年度」では、本県における最終エネ

ルギー消費量は、1990 年度から 2012 年度ま

での最終エネルギー消費量の推移として、全体の

伸びが 1.4 倍で、その内民生部門が 1.5 倍、運

輸部門が 1.9 倍、産業部門が 0.9 倍となってい

ます（図 3-2）。民生部門は家庭部門（1.4 倍）

と業務部門（1.6 倍）の２部門があり、2012

年度の最終エネルギー消費量全体の 56.0％を占

めています。かつその数値は拡大の傾向にあり、

低炭素社会の実現のためには、この分野の省エネ

対策の強化が求められています。

　従って、本章では、沖縄県において、家庭部門

の消費エネルギーを削減するために、「どうすれ

ば光熱費を減らして暮らすことができるか」とい

うこと始まって、エコの基本的な流れとして「電

気・ガスなどを節約しながら、快適な生活をどう

のように築くくか」という命題に応える形に構成

されています。

　沖縄における戸建住宅のエネルギー消費の構成

を、独立行政法人建築研究所が詳細に分析した結

果、図 3-3 に示すように那覇市では大きい割合

の順で、家電（32.1％）、給湯（20.7％）、照明

（20.4％）、冷房（15.5％）、調理（6.6％）、換

気（4.7％）となっています。家電、給湯、照明

がエネルギー消費のビッグスリーということが分

ります。冷房は意外にも4番目の消費量なのです。

私たちは夏期のエアコンにエネルギーをたくさん

使っていると思っていますが、実は家電・給湯・

照明の方がエネルギーをたくさん消費していま

す。ただ、冷房エネルギー消費の傾向として、季

節的な要件が大きく関係してきます。つまり 6

月から 11 月にかけて大きく消費することが分

かっていますので、その消費量をどうしたら節減

できるかが沖縄における住宅の年間消費エネル

ギーの削減に結びつくポイントとなります。
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図 3-2　沖縄県エネルギーアクションプラン　（沖縄県　平成 25 年度）

図 3-3　沖縄における用途別消費エネルギー（那覇、RC 造住宅（4 人家族）
　　　　の場合の年間 1 次エネルギー消費量の合計：66.6GJ
　　　　※「自立循環型住宅設計技術資料　蒸暑地域版」より。
　　　　　　 建築研究所による過去の調査データに基づく推計値）
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311　我が家のエネルギーの現状を知る

ポイント
●我が家の電力使用量を確認しよう
●使用量の季節的変化を調べてみる

我が家の電力使用量を確認しよう
　我が家の省エネ性を調べるには、まず初めに消

費電力を調べましょう。現状を認識したら次に、

電力モニターで「見える化」にチャレンジします。

電気やガスなど、我が家の年間一次エネルギー量

を算出してみます。そうすると家族一人一人のラ

イフスタイルにも変化が生じてきます。

　住まいの電力量を調べるには、毎月、電力会社

から送られてくる「検針票」を見てみましょう。

検針票には、その期間の使用量が記載されていま

す。事例として、図 3-4 の㈱沖縄電力が発行し

た検針票だと、次のようなことが分ります。

　利用期間は、平成 25 年の 8 月分（7 月 11

日から 8 月 1 １日まで）の 1 月間です。8 月の

電気使用量は、677kWh と読めます。この数値

はかなり高めです。8 月の使用料金は、19,678

円です。１kWh あたりの金額を求めてみると、

19,678 円 /677kWh=29 円いうことが分り

ます。月別、年別の使用量も併記されるので、比

較が出来ます。なお、kWh（キロワットアワー）

という単位は、1 時間あたり消費する電力の量を

示しています。

使用量の季節的変化を調べてみる
　沖縄では、冷房を使う期間と使わない期間では

電力の使用量が大きく異なります。この家庭の各

月の検針票をもとに 1 年間（平成 24、25、26

年）の電気使用量を表　　3-1 と図 3-4 に示し

ました。

　この住まい方を見ると、平成 24、25、26 年

とも 8 月、9 月にピークがあり、1 月にも小さ

なピークがあることが分ります。建設地は那覇の

市街地で、夫婦とペットの犬二匹が暮らします。

ペットのために昼間も冷房を使用する時もありま

す。平成 25 年は、年間で 4,621kWh を消費し、

月平均では 385kWh となりました。平成 25 年

の夏は蒸し暑く熱帯夜が長く続きました。その結

果、例年以上に冷房を長く使用し、その結果、電

気使用料金も 8 月は 2 万円近くも支払うことに

なったことが分ります。平成 26 年の 7 月から

10 月の使用量が削減されているのは、この年は

台風の襲来が多かったので冷房を入れる回数が

減ったことによります。

　この事例のように、ここ数年の使用量を比較し

てみたところ、猛暑だった年の使用量が大きいと

か、台風の襲来回数、乳幼児や高齢者の家族構成

や家族数の変化があったとかで、使用量が増減し

ます。エネルギーの使用量は家族の暮らしぶりを

反映していることが分かります。普段より冷房時

の使用量が大きかったら、冷房の省エネ対策をた

ててみなしょう。このように、実際に電気をどの

くらい使っているのかを知ることで、省エネ対策

がぐっとわかりやすくなります
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図 3-4 電気使用量のお知らせ（沖縄電力）  

表 3-1 月別の電力量 Kwh の使用傾向（平成24年から26年まで）の事例 

 

図 3-5 月別の電力消費量の変化（平成 24、25、26年）

 

 

 

 

（単位kwh）

H24年 H25年 H26年
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8 9

312　電力モニターで「見える化」にチャレンジ

ポイント
●電力モニターとは
　「見える化」で我が家の省エネ対策　　電気家計簿を利用しよう

　

電力モニターとは
　家庭の分電盤などにセンサーを設置して電力消

費量を計測し、節電を支援するシステムとして家

庭用電力モニターがあります（図3-5）。

センサーで計測したデータはワイヤレスで送られ

るため、特に配線工事は要りません。モニターを

リビングなど家族の目につきやすい場所に設置し

て、電力の「見える化」を行うと効果的です。現

在の電力消費量だけでなく、表示モードを変更す

ると金額に換算した値、ＣＯ２削減の換算値やエ

ネルギー量などが分ります。節電目標を設定する

と、無駄な電力消費を発見することが出来ます。

また、データをパソコンに取り込んで記録できま

すので、年間を通してエネルギーの消費傾向が分

かります。

　つまり電力モニターは、見えない電気を「見え

る化」します。住まい全体の電力使用量が一目で

わかります。節電の実感が伴うので家族ひとりひ

とりの協力も期待できます。

図3-6　電力モニターの例
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用量と料金がグラフで分かります。
http://www.tepco.co.jp/

沖縄電力のサービス「環境家計簿」：
電気、ガス、水道、灯油、ガソリンなどを
入力すると家庭で排出されるＣＯ２量が
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図3-7　電力会社の各種の無料省エネ・サービス
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313　我家の年間一次エネルギー量を算出しよう

ポイント
●年間一次エネルギーとは
●光熱費から算出する一次エネルギー

年間一次エネルギーとは
　一次エネルギーとは、石油・石炭・天然ガスな

どの化石燃料や原子力発電の原料となるウランな

どの他、再生エネルギーの水力・地熱・太陽光な

どが、自然界に存在するままの状態のエネルギー

の事です。私達が普段使用している電気・ガス等

は、それを加工して出来た二次エネルギーです。

　この一次エネルギー量を計算する方法では、対

象となるのは、暖房・冷房・給湯・換気・照明の

5 用途の消費です。ＴＶ・オーディオ、掃除機な

どの家電機器や厨房用途のエネルギー消費は含ま

れません。

光熱費から算出する一次エネルギー
　一次エネルギー消費量を求めるには、毎月支払

われる光熱費の領収書から簡単に算出する方法が

あります。 電気・ガス・灯油の領収書には、各々

の購入量が記載されています。それらの購入量に

次の一次エネルギー消費量換算係数（表 3-2）を

かけ合わせることで、一次エネルギー（単位：Ｊ）

を求める事が出来ます。

　例えば、年間に電力 6、000kWh、都市ガス

400m3使用している場合には、 6,000×9.83

＋ 400 × 46 ＝ 77,380MJ ＝ 77.38GJ とな

ります。なお、1GJ（ギガジュール）＝ 1,000MJ

（メガジュール）を示します。

　県内の戸建て住宅の年間一次エネルギーの算出

例を表 3-3 と、建物概要を図 3-8 に示します。

住宅の立地条件や構造種別、あるいは家族構成な

どにより光熱費の使用量は異なりますが、電気、

ガスの年間使用量を集計することにより、容易に

計算することができます。

 

表 3-2 一次エネルギーの使用量換算係数 

 9.83 MJ kWH 

 46 MJ m3 13

JM 73 l 

都市ガスと電気を使用している場合

MJ9.83 46 

GJ 
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ポイント
●年間一次エネルギーとは
●光熱費から算出する一次エネルギー

表 3-3　県内の戸建て住戸（Ａ、Ｂ、Ｃ）の年間一次エネルギー算出例 

図 3-7　Ａ邸、Ｂ邸、Ｃ邸の建物外観と室内 

  内室 観外物建

Ａ邸 

伝統的な木造

赤瓦葺きの住

宅 

  

Ｂ邸 

市街地のＲＣ

造 4 階建住宅 

  
Ｃ邸 

郊 外 地 の Ｒ

Ｃ・木造の混

構造平屋建住

宅   
 

単位：電気(Kwh) ,ガス（㎥）、年間一次エネルギー（GJ）
　　 （2011年ＮＰＯ蒸暑地域住まいの研究会）

2010年～
2011年

合　　計

年間一次エネルギー

12月

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

325

376

317

296

322

355

340

357

409

293

362

331

4,083

9.7

11.4

12.3

9.6

10.9

9.0

8.2

7.8

8.2

9.0

8.8

9.5

114.4

340

461

377

343

360

341

306

537

590

609

451

325

5,040

9.0

26.0

25.0

20.0

27.0

14.0

12.0

6.0

6.0

6.0

9.0

9.0

169.0

240

346

259

242

238

228

209

197

253

210

222

182

2,826

4.9

7.2

7.0

5.9

6.0

4.1

5.1

3.8

4.2

4.2

4.0

4.0

60.4

Ａ邸

電気 ガス 電気 ガス 電気 ガス

Ｂ邸 Ｃ邸

46.94 59.67 31.33
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314　これからの住宅・スマートハウス

ポイント
●スマート・ハウスとは
●スマート・シティ構想へ

スマートハウスとは
　スマートハウスとは、電力の「見える化」から

一歩進んだ、エアコンや給湯器、照明等のエネル

ギー消費機器と、太陽光発電システム（燃料電池

等）などの創エネ機器と、発電した電気等を備え

る蓄電池や電気自動車（EV）などの蓄エネ機器

をネットワーク化し、エネルギーを管理する「ホー

ムエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ：

Home Energy Management System）」を兼

ね備えた住宅を言います。

　電気に加えガス・水道も測定可能ですので、エ

ネルギー使用量の削減を目的に、月ごとの使用量

の比較もできます。温水シャワーや風呂の追い炊

き回数削減や、洗面の際の節水などを意識しやす

くなります。

　HEMS により、パソコンやスマートフォン、

タブレット端末などでエネルギー使用量の「見え

る化」やエネルギー使用量を調整する制御が可能

となります。「創エネ・蓄エネ・省エネ」のエネ

ルギーを賢く利用する「スマートハウス」の普及

拡大はこれからの社会に必要とされています。

　さらに、住宅・建築物を単体の枠でとらえるの

でなく、環境に配慮した風景・景観づくりの視点

から、庭・緑化・無電柱化へと発展的に展開し、

周辺建築物とのエネルギーの共有・融通などを行

うスマート・コミュニティの構築と地域レベルで

のエネルギーの効率的利用が求められています。

スマートシティ構想へ
　スマート・コミュニティで電力が余ってきたら、

電力消費量の多い都市エリアに電力を送れるよう

にします。このように配電システムで電力系統の

インテリジェンス化を実現することにより再生可

能エネルギーを最大限利用する社会が「スマート・

シティ」構想です（図 3-9）。

　スマート・シティの実現に欠かせないのが、各

家庭に設置するスマート・メーターと電気自動車

の技術です。スマート・メーターとは、通信機器

を搭載した電力メーターのことで、従来のメー

ターと違い、電力量や家電の遠隔操作を可能とし

ます。電気自動車に積んでいるリチウムイオン電

池の蓄電技術は、余剰分や不足分の電力を自由に

売買することができます。

　スマート・コミュニティはすでに全国各地で

その動きが出て来ました。沖縄県においても、

2015 年 1 月、浦添市は沖縄都市モノレール「て

だこ浦西駅」周辺の約 20 ヘクタールの開発につ

いて、再生エネルギーによる独自の電力供給施設

を備えた「スマート・エネルギー・ネットワーク

計画」を発表しました）。

　また、2014 年に沖縄科学技術大学院大学

（OIST）では、複数住宅を使った直流送電の実

証実験が行われました。直流送電とは、太陽光発

電で得られた再生可能エネルギー源を蓄電池に蓄

え、その電力を直流でやり取りする仕組みです。

ここでは蓄電池から出てくる電力は直流であるこ

とから、それを交流に変換せずにそのまま使うこ

とにより損失を抑制し、直流送電網（ＤＣマイク

ロ・グリッド）を介して住宅間で電力を融通し合
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314　これからの住宅・スマートハウス

ポイント
●スマート・ハウスとは
●スマート・シティ構想へ

えるシステムが構築されました（図3-10）。

　ちなみに、ＥＭＳ（エムス）とは、エネルギー

管理システムを意味し、電力使用量の「見える化」、

節電（ＣＯ２削減）のための機器制御、ソーラー

発電機などの再生可能エネルギーや蓄電池の制御

を行う包括的なシステムを言います。管理する対

象により、たとえば住宅ですとＨＥＭＳ（ヘムス）、

商業ビルだとＢＥＭＳ（ビムス）、工場向けだと

ＦＥＭＳ（フェムス）、地域全体を対象とすると

ＣＥＭＳ（セムス）と呼びます。

図3-9　スマート・シティの概念図　（国土交通省ＨＰ）

図3-10　沖縄科学大学院大学における直流送電の実証実験（ＯＩＳＴ　ＨＰ）
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320　給湯エネルギーの省エネ対策

ポイント
●空気の熱を利用する省エネ給湯（エコキュート）
●都市ガスやＬＰガスを使う省エネ給湯（エコジョーズ）
●瞬間式給湯器で無駄なく使う

　沖縄の家庭のエネルギー使用の21％は「給湯」

に使われています。使用エネルギーでは「家電」

に次いで高い値となっています。この値は全国平

均と比べても高く、年間を通して蒸し暑い気候特

性のため、浴槽に湯はりするよりシャワーを使う

ことの多い地域独特の生活スタイルの影響を受け

ていると考えられます。家族の人数分の回数、あ

るいは一人で一日に2度、3度と使用すること

から、シャワーのニーズは高いといえます。その

ため給湯エネルギーの省エネ化は、緊急かつ重要

な役割を課せられています。省エネの第一歩は、

高効率給湯器を設置することから始めましょう。

空気の熱を利用する省エネ給湯
（エコキュート）
　エコキュートはヒートポンプ技術を利用してお

湯をつくる高効率給湯機です（図3-11）。ヒー

トポンプは熱を移動させる技術で、空気の熱をく

みあげて給湯に必要な熱をつくります。従って、

沖縄のように年間を通して温暖な地域は気温が高

いため、最適な技術と言えます。空気の熱を利用

するので、エネルギー消費効率が３の場合、１の

投入（電気）エネルギーに対して３倍の熱エネル

ギーを得ることができます。エコキュートは貯湯

タンクとヒートポンプユニットとの間に水熱交換

機を介してお湯を供給します（図3-10）。

　エコキュートの貯湯タンクには電気式貯湯槽の

ようなヒーターは内蔵されずに、ヒートポンプユ

ニットで作ったお湯が蓄えられます。エコキュー

トの効率を最大限に発揮させるためには、1日の

中で貯湯したお湯を使い切ることが重要です。貯

湯タンクは重量があるため、構造安全性の検討を

十分に行う必要があります。

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

図3-11　エコキュート・システムの構成：
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瞬間式給湯器で無駄なく使う
　結婚、子供の誕生・成長、子供の独立・結婚そ
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を無駄なく使うことが出来ます。
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図3-11　エコキュート・システムの構成：
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321　見直そう太陽熱温水器

ポイント
●沖縄に適した熱エネルギー技術
●太陽熱給湯システムの種類
●補助熱源との適正な組み合わせ

沖縄に適した熱エネルギー技術
　太陽熱給湯システムは太陽の熱エネルギーでお

湯を作り給湯する仕組みです。特に沖縄のように

年間を通して暖かく、かつ日射量が豊富な地域で

は３～４㎡の集熱面積で、年間給湯エネルギーの

50％を まかなうことができます。無尽蔵でク

リーンな太陽エネルギーを利用する給湯システム

は、沖縄においてきわめて有効な省エネ手段です。

しかも、家庭から排出されるＣＯ２の最も多いの

が、「給湯」からですので、温暖化対策にも大き

く寄与することができます。代表的な太陽熱温水

器およびソーラーシステムには下記のものがあり

ます（図 3-13）。

太陽熱給湯システムの種類
1. 太陽熱温水器（タンク一体・自然循環式）

　お湯は水より軽いことを利用して、太陽の熱で

水を温める自然循環式のタンク一体型の温水器で

す。太陽エネルギーの 40 ～ 50％を熱として利

用できるなど高いエネルギー変換効率や、可動部

がないために交換を要する部品が少ないためメ

ンテナンスが容易、構造的に簡単で価格などのメ

リットがあるため、最も普及しているタイプで

す。注水には水道の圧力を用い、湯の排水にはタ

ンクと蛇口の高低差を利用するため電源が不要で

すが、シャワーなどの出が悪くなりがちです。ま

たデメリットは、本体重量と貯水の重量（一般的

に 200 Ｌ程度）がかかるため屋根構造の安全性

の確保や配管の長さの分だけ冷たい水が出ること

です。

図 3-12 太陽熱利用システムの種類 （自立循環型住宅へのガイドライン）  

タンク一体・自然循環式 
ソーラーシステム 

タンク分離・直接集熱式 タンク分離・間接集熱式 

 

 

図 3-13 ソーラー接続ユニットの機構（自立循環型住宅へのガイドライン） 
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2. ソーラーシステム

2-1．強制循環式（タンク分離・直接集熱式）

　屋根上の集熱器と、地上の貯湯部に分離してい

る形式です。ポンプにより昼中の集熱時に水を集

熱部に送って加熱し、温まった水を貯湯部に戻す

方式で水を強制循環させます。水で直接集熱する

ため、集熱効果は高めです。貯湯部の水の熱ロス

が少ないメリットがあります。夜間の非集熱時に

は通水しません。屋根の荷重負担が自然循環式よ

り軽いなどの長所があります。集熱、給湯の両方

にポンプが必要なため、ポンプの消費電力が大き

くなること、価格がやや高くなることがデメリッ

トです。

2-2．強制循環式（タンク分離・間接集熱式）

　水の代わりに不凍液を集熱部と貯湯部の間をポ

ンプで循環させ、集熱部で集熱、貯湯部では貯湯

槽内部の熱交換機により給水を加熱する方式で

す。ソーラーシステムの多くはこの方式です。温

水は不凍液を介して温められるため貯湯槽内の水

は清潔とみなされ、水道に直結することが認めら

れます。給湯時に水道圧が使え、加圧ポンプなし

でシャワーが利用できます。間接集熱式はシステ

ムが複雑になるため、初期費用が高くなる傾向に

あります。また不凍液を循環させるポンプの消費

電力が大きくなることもデメリットとなります。

補助熱源などとの適正な組合わせ
　太陽熱温水器の効率をさらに高くする方式に、

「ソーラー接続ユニット」を用いるシステムがあ

ります（図3-14）。給水を太陽熱で予熱した後、

瞬間式ガス給湯器などで希望の温度まで加熱する

方式です。セントラル給湯の普及により台所、洗

面でもお湯が使えるようになり、補助熱源による

浴槽の自動湯はりも一般的になってきました。そ

うした中で三方弁の動作を自動化し、補助熱源と

の通信を行うことで最適な制御を行う「ソーラー

接続ユニット」が製品化されています。このユニッ

トを用いることで、太陽熱の利用率を向上させる

ことができるため、これからの住まいづくりに推

奨するシステムです。

　沖縄地域では傾斜角による集熱量の差はさほど

強くないで、６０度までの範囲で、屋根の勾配と

調整して設置します。沖縄ではＲＣ造の陸屋根の

住宅が一般的ですが、水平に設置するのは効率的

ではありません。また台風対策では、安全性の確

保のために、風荷重計算と固定方法の検討は慎重

に行うことが重要です。

図 3-12 太陽熱利用システムの種類 （自立循環型住宅へのガイドライン）  

タンク一体・自然循環式 
ソーラーシステム 

タンク分離・直接集熱式 タンク分離・間接集熱式 
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322　給湯配管方法を工夫した省エネ手法

ポイント
●サヤ管ヘッダー工法の採用　●配管経路の最短化と管径の最小化

●給湯器を適切な位置に設置する　●節湯器具を正しく使う

サヤ管ヘッダー工法の採用
　給水・給湯配管には、大きく分けて先分岐工

法とサヤ管ヘッダー工法があります（図3-11）。

先分岐工法は、継手を使用して主管から洗面所や

台所などの末端水栓に順次分岐しながら配管する

工法で、在来からよく使用されていたため在来工

法とも呼ばれています。

　これに対しヘッダー工法は、架橋ポリエチレン

管やポリブテン管など可とう性の高い合成樹脂管

の普及に伴って、サヤ管工法の利便性とあいまっ

て、集合住宅などでサヤ管ヘッダー工法として近

年急速に普及してきました。この工法は、ヘッダー

から各末端の水栓に直接配管されるので、壁内部

や床下などの見えないところに継手を使用しない

ため、維持管理に非常に有利です。施工上におい

ても、継手の種類が少なく部材管理がしやすいと

いうメリットがあります。また使用上の利点とし

て、ヘッダーと水栓は１：１で対応しているので、

給湯配管における湯待ち時間 (水栓を開いてから

湯が出てくるまでの時間 ) が先分岐配管にくらべ

て短いというメリットがあります。

　合成樹脂管によるサヤ管ヘッダー工法は、百年

住宅構想に基づき、管の更新ができる工法として

考案されたものです。新築時や改築時に配管方法

を変更してはいかがでしょう。

配管経路の最短化と管径の最小化
　お湯を止めると給湯管には、お湯が残ります。

このまま冷ましてしまうには、もったいないです。

そこで配管経路を短くしたり、管径を細くしたり

することによって、捨て湯の量を減らすことがで

きると、節湯となります。また、配管を温めるた

めの熱量や配管からの熱損失も少なくなり、給湯

効率を向上させます。沖縄県は上水の硬度低減化

の取組みを行っていますが、浄水場によっては硬

度のばらつきがあるため、極端に管径を細くする

ことは炭酸カルシウムによる詰りの原因となりま

すので避けましょう。

給湯器を適切な位置に設置する
　給湯器の位置が適切でないと配管が長くなり省

エネ効果を低下させたり、湯待ち時間が長くなっ

たりして使い勝手が悪くなる場合があります。給

湯器と給湯対象箇所の位置関係から、できるだけ

配管経路が短くなるようにあらかじめ配慮して

おく必要があります。特に太陽熱温水器やエコ

キュート貯湯タンクなどの貯湯式においては、設

置スペースが大きくなることから設置場所が限ら

れる傾向があります。住宅設計の初期段階から配

慮することが求められます。

節湯（せつゆ）器具を正しく使う
　節湯器具を採用し、かつ小まめに止水すると省

エネ効果を高めることだけでなく、水資源の節約

に寄与します。湯温調節が容易な湯水混合栓に

は、サーモスタット式混合栓やシングルレバー混

合栓があります（図3-14）。節水こまを使用す

ると湯水量を抑制することができます。シングル

レバー水栓を使う時には通常「水のみ」で使用し、

湯を必要とする場合のみ意識的にレバーを操作す

ることで余分な給湯を避けることができます。ま

た、浴室では節湯型シャワーヘッド、台所・洗面
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322　給湯配管方法を工夫した省エネ手法

ポイント
●サヤ管ヘッダー工法の採用　●配管経路の最短化と管径の最小化

●給湯器を適切な位置に設置する　●節湯器具を正しく使う

所ではシャワー水栓に足元止水スイッチや自動水

栓を採用することが推奨されます（図3-15）。

図3-14　節湯器具の事例

図3-15　足元止水スイッチ

図3-16　先分岐方式とサヤ管ヘッダー方式
（図3-14、3-15、3-16は自立循環型住宅へのガイドライン）
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331　LED照明の正しい選び方

ポイント
●適材適照を心がける　●さまざまな光を体験してみる

●ＬＥＤは価格的に優位　●ランプサイズ・発熱の確認をする

330　照明エネルギーの削減手法

ポイント
●必要な場所に必要な明るさを

●時代の寵児　ＬＥＤがこれからをリード

必要な場所に必要な明るさを
　沖縄の家庭の電力消費量の約 16％を照明器具

が占めています。沖縄地域は屋外の光が強い分、

室内を暗く感じ、昼間でも照明を点ける「昼行燈

（ひるあんどん）」の家庭が多いとされています。

しかし、昼行燈は、いくら明るくしても役に立ち

ません。光の効果は、光の量だけでなく周囲の明

るさとの関係で決まるからです。

　従って、外の光をうまく取り入れる日照調整な

どを行って、窓辺のまぶしさを抑えつつ、室内を

暗く感じさせないように工夫すれば、照明エネル

ギーを削減することができます。

　照明計画の省エネ手法は、器具を省エネ型に替

え、点灯時間を短く、必要な場所に、必要な明る

さを供給することです。器具の掃除で明るさを

アップすることも心がける必要があります。

時代の寵児ＬＥＤがこれからをリード
 

　最近、普及し始めた省エネ器具として高い効

果を持つ LED 照明について考えてみましょう。

LED と は、Light ( 光 る )、Emitting ( 出 す )、

Diode ( 半導体 ) の略で、電気を流すと発光する

半導体のことです。LED 照明は、この半導体の

発光特性を使って作られた新しい照明です。特に

青色発光 LED は日本人が発明し成功し、その功

績によりノーベル賞を受賞したことでも知られま

す。青色発光 LED の開発により、白色光照明の

実用化が始まり、最近は局所照明を中心に多品種

の市販製品が登場しています。

　液晶テレビのバックライトや信号機、自動車の

テールランプ、携帯電話。 実は、私たちの周り

には LED を使った製品がたくさんあります。な

かでも、より身近に省エネをアシストしてくれる

のが LED 照明。

　白熱灯や蛍光灯などの従来品に比べ、省電力で

発光し、長寿命。さらに最近は、広範囲に光が広

がる「広配光タイプ」の電球や、明るさや光の色

を調整できるシーリングライトなど、ラインアッ

プも豊富になりました。用途に合わせて“エコな

あかり”を選べる時代が来たのです。

　LED 照明で、私たちに最も知られている特徴

は省エネ性能です。気になる価格も、環境への影

響や取り付けた後の電気代、取り替えのランプ代

などを考えると、経済的なメリットも十分感じら

れるようになってきました。ＣＯ２が大幅に削減

できて、地球環境に貢献、経済性も向上している

Ｌ ED 照明は、これからの暮らしに欠かせないあ

かりとして普及が期待されています。
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●必要な場所に必要な明るさを

●時代の寵児　ＬＥＤがこれからをリード

適材適照を心がける

　LED照明は優れた製品ですが、家中の照明を

すべて LEDにする必要はありません。メンテナ

ンスが大変な場所やデザイン性にこだわるなら

LED、明るさを求めるなら蛍光灯というように、

ライフスタイルに合わせてケースバイケースで選

びましょう。

　一般の住宅では、ろく・さん・いち、つまり

「蛍光灯6：LED3：白熱灯1の個数割合になる」

とされています。

　照明器具の選択は、商品カタログなどに「適用

畳数」が明示されていますので、それを参考に設

置する部屋の広さと同程度か、それ以上の適用畳

数の商品を探しましょう。

　現在発売されているLEDシーリングライトは、

調光や調色などの機能を有するものが多いのです

が、すべての商品に同じ機能が付いているわけ

ではありません。例えば、「調光はできるけれど

も調色はできない」「調光は10段階できるけれ

ど調色は5段階」など、異なります。さらには、

くつろぎモードやお休みモードといったものか

ら、センサーが外の光を検知して照明の明るさを

自動で調整するものなど多種多様です。自分に必

要な機能、もしくは好みの機能が付いている製品

を選んでください。

さまざまな光を体験してみる
　製品を説明したパンフレットやホームページな

どで明るさを確認するのはもちろんですが、やは

り実際体験したほうが選択ミスを防ぐことができ

ます。売り場やショールームで点灯し、光の広が

り方を確認してから選ぶとよいでしょう。その時

に目安になるのは、現在自宅で使っている白熱電

球のワット数に相当するものを選ぶと良いでしょ

う。LEDの明るさの単位は「ルーメン」と呼ば

れていて、値が大きいほど明るい電球となりま

す。必ず記載されているので、しっかりと確認し

ましょう。

　ＬＥＤ照明には、「電球色相当」「昼白色相当」

「昼光色相当」の3種類があります。寝室は電球

色相当、リビングは昼白色相当にするなど、好み

に応じて使い分けましょう。光を見て、商品を触っ

てみると、感覚的にダメだとわかる製品もありま

す。違和感や不快感があるようなら、自分のセン

スを信じて採用しないほうがいいです。

ＬＥＤは価格的に優位
　LEDは、炎、白熱灯、蛍光灯に続く、「第４の

光」ともいわれています。寿命は約４万時間、消

費電力は約0.5Wと、少ない電力で長寿命であ

ることから、従来型の照明と比べて価格的に優位

なことが特徴となっています。白熱灯に比べて約

87%、蛍光灯に比べて約30%消費電力が削減
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340　冷房エネルギーを有効に

ポイント
●エアコンの正しい選び方　●快適空調のこつ

●エアコンの使い方の注意点

可能で、初期費用についても消費電力の削減によ

り2～3年で回収できるとされています。

　蛍光灯を光らせるためには、わずかながら水銀

が必要ですが、LED照明は、そんなわずかな水

銀も含まないため、人体・環境汚染物質を使用せ

ずに生産することができます。

ランプサイズ・発熱の確認をする
　必ず、ランプのサイズを確認しましょう。照明

器具のサイズによっては、取り付けられない場合

があります。またシャンデリアなどの多灯用照明

器具に使用するときは、重量がオーバーしないよ

うに注意しましょう。風呂場や、密閉式ショーケー

ス内など、LEDによって放出される熱を逃がせ

ない場所への設置は不向きです。デメリットをま

とめてみました（表3-4）。

１

２

３

４

５

６

７

高熱に弱く、換気が充分でない環境で使うと寿命が短くなる

白熱電球や蛍光灯に比べて重量が重い

灯具の交換や取り付け工事が必要な場合がある

方向によって光の強さが異なる

蛍光灯だと 360°全方向に光が出ているのに対して、LED 蛍光灯の多くは、照射
角度が 120°～ 180°です。

 

色をどのように演出するか、照明のあたる物体の本来の色をどれだけ再現できる
かという性能に乏しい

電流が安定しなかった、電圧があわなかったという理由で目が疲れたという人も
いる

表3-4　ＬＥＤ照明のデメリットにも配慮する。
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●エアコンの使い方の注意点

エアコンの正しい選び方

　沖縄の家庭のエネルギー使用量の１５％は冷房

に使われています。年間を通して高温・高湿の沖

縄では、エアコンのお世話になる期間が長く、そ

の分、正しいエアコンを選ぶこと、上手な使い方

が求められます。省エネ・ライフの実現、そして

寝苦しい夜、快適に眠るエアコン設定のコツをま

とめてみました。

　エアコンを選ぶときは、カタログに表組みで記

載されている性能の表示を見て比較し、自分の住

まいにもっとも適したものを選びましょう。ただ

し、その性能の表示の意味するところを誤解して

しまう場合がありますので、表示の意味を良く理

解しておかなければなりません。

　例えば、商品名や型番の肩書きに大きく「冷暖

房時 6 畳用」とあっても、性能の表の中には次

のように書かれているケースが一般的です（図

3-17）。

　　　図3-17　メーカー・カタログの例

 

　大切なのは、肩書きの「冷暖房とも主に 6 畳」

ではなく、表の中の「冷房 6 ～ 9 畳」や「暖房

6 ～ 7 畳」の記載です。これらの畳数は、小さ

い値が「一戸建て木造平屋南向き和室」の場合を

意味し、大きい値が「コンクリート集合住宅中間

層南向き洋間」の場合を意味しています。建物の

構造や陽射しの条件などを考慮した値です。

　従って、1 部屋の冷暖房を 1 台のエアコンで

まかなおうとした場合、この例では、一戸建て木

造住宅の 1 階南側の部屋の場合は 6 畳まで（冷

房目安の下の値）、マンション中間層の南向きの

部屋なら 9 畳まで（冷房目安の上の値）という

ことになります。

　畳数の目安に下限と上限があるのは、以上のよ

うに、下限値が「一戸建て木造平屋南向き和室」

の場合、上限値が「コンクリート集合住宅中間層

南向き洋間」の場合という取り決めに従って表示

されているためです。実際にエアコンを購入する

場合には、この表示を目安としながら、設置する
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ランプサイズ・発熱の確認をする
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があります。またシャンデリアなどの多灯用照明

器具に使用するときは、重量がオーバーしないよ

うに注意しましょう。風呂場や、密閉式ショーケー

ス内など、LEDによって放出される熱を逃がせ

ない場所への設置は不向きです。デメリットをま

とめてみました（表3-4）。
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４
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６

７

高熱に弱く、換気が充分でない環境で使うと寿命が短くなる

白熱電球や蛍光灯に比べて重量が重い

灯具の交換や取り付け工事が必要な場合がある

方向によって光の強さが異なる

蛍光灯だと 360°全方向に光が出ているのに対して、LED 蛍光灯の多くは、照射
角度が 120°～ 180°です。

 

色をどのように演出するか、照明のあたる物体の本来の色をどれだけ再現できる
かという性能に乏しい

電流が安定しなかった、電圧があわなかったという理由で目が疲れたという人も
いる

表3-4　ＬＥＤ照明のデメリットにも配慮する。
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部屋の冷暖房効率を加味して考えなければなりま

せん。

　次のような場合は、より強力なエアコンを選ん

だ方が良いでしょう。

　○部屋の天井が高い場合や吹き抜けになってい

　　る部屋

　○天井に届くほど大きな窓がある部屋

　○ 2 間続きで 2 部屋同時に冷房したい場合

　○密閉性が低く外気が入りやすい部屋

●夏は28℃、冬は20℃を目安に、つける時間

　は短めに。

 

　エアコンは便利ですが、暖め過ぎ、冷やし過ぎ

はエネルギーの無駄づかいになるばかりか、外気

との温度差が大きくなり、健康にもよくありませ

ん。暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安に使いま

しょう。節電を意識している人ほど、風量を「弱」

にしたり、スイッチを頻繁に入れたり切ったりし

がち。でも実はそのほうが電力を消費し、非効率

な運転になります。温度設定をして、自動風量を

選択したら、あとはすべてエアコン任せにしま

しょう。

　設定温度を上げて暑さを感じるときは、エアコ

ンに比べて消費電力が少ない扇風機の併用がおす

すめ。風に当たることでも体感温度が下がります。

直に風に当たるのが苦手な人は、扇風機を壁や天

井に当て、跳ね返ってきたやさしい風を受けると

いう方法もあります。

●フィルターのこまめな清掃で効率をアップ。

　フィルターにホコリが詰まってくると風量が下

がり、消費電力が増えてしまいます。自動掃除機

能がついていれば手入れは不要ですが、そうでな

いものは 2 週間に 1 度を目安に掃除をしましょ

う。フィルターは 2 週間に 1 回掃除すると約 5％

の節電効果があり、逆に 1 年間掃除していない

と約 25％もムダ使いになるといわれています。

掃除の方法は、フィルターを外して掃除機で吸い

取るだけ。汚れがひどいときは、中性洗剤を溶か

したぬるま湯でつけ置き洗いしてみましょう。

●風向きの調整で快適に

 

　室内では、暖かい空気は上に、冷たい空気は下

に向かっていきます。ですから、最初から風向き

を下にしてしまうと、床の方に冷たい空気が止

まってしまって、足元ばかり冷えることになって

しまいます。扇風機の羽を天井に向けておくと、

自然に冷気は床の方に動くため、部屋の中の空気

がよく循環します。

●タイマーを使いエコ運転

 

　こまめに温度設定ができる場合、エアコンをつ

けてすぐには、設定温度を低く・風量を最大、つ

まり冷房能力を全開にして、急激に部屋の環境を

整えてしまいます。

　通常、部屋の設定温度は 28℃を推奨している

のですが、26 ～ 27℃にしてしまうのです。そ

の後、28℃に設定温度をあげ、風量も最小、風

向きを上にしておくと、省エネ運転になります。

　　　　

　ついつい長時間つけっぱなしになりがちです

が、エアコンのタイマー機能を上手に使いましょ
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う。特に、外出する時にエアコンがつきっぱなし

になっていることを避けるためにも、起動ととも

にタイマーもつける習慣にしてしまうと、さらに

エコ運転です。１～２時間、部屋の中をしっかり

冷やしておくと、タイマーが止まった後、１～２

時間はエアコンなしでもＯＫなはずです。

　1℃温度をあげることで、消費電力の 10％ダ

ウンを狙うならば、しっかり冷やして使う時間を

半分にするのも、省エネとしては同じ効果があり

ます。 冷やした後、扇風機を使って空気を撹拌

させるとか、遮熱カーテンを閉めておくなど他の

暑さ対策と合わせれば、十分耐えられます。

　また、長時間留守にする時には、コンセントを

抜いておきましょう。実はエアコンは、たいてい

リモコンを使って操作するため、待機消費電力も

かかっています。

　

●扇風機は、冬でも活用できる。

　扇風機を併用して空気を循環させることで温度

のムラを解消できます。床から 1.2 ｍの間の上

下温度差とリラックスしたり快適と感じる相関関

係を実験したところ、温度差が 2℃以下ならはっ

きりと快適性を感じることが出来、その限界は

3℃以内におさめることが推奨されています。

●室温２８℃、湿度６０％で快適な眠りを。

　じめじめした梅雨の時期に利用したいのが「除

湿」。そもそも湿度は、空気中に蓄えられている

水分の量を指します。空気の温度が高ければ、蓄

えられている水分の量が多くなり、多湿になりま

す。一方、温度が低ければ、蓄えられている水分

の量が少なくなり、湿度は下がります。除湿は、

できるだけ部屋の温度を下げずに、湿度を下げる

ことを目的とします。

 

　住宅内であれば、室温 28℃、湿度 60% が快

適な条件とされています。快適な眠りを実現でき

る範囲は、夏期では、室温 28℃、湿度 70% 以

下が推奨されています。冬期では室温が 16℃に

なると途中覚醒の増加およびレム睡眠時間の減少

があるとしています。

　最近のエアコンには、除湿機能として「弱冷房」

と「再熱」という機能があります。「弱冷房」は、

水分を集めるために温度を下げた空気をそのまま

部屋に戻します。

　「再熱」は、 水分を集めるために温度を下げた

空気をちょうどいい温度に温めなおしてから部屋

に戻します。従って、温度を下げずに湿度を下げ

ることが可能です。省エネ性の高い順から低い順

に「弱冷房除湿」→「冷房」→「再熱除湿」とな

りますので、目的に応じて使い分け、上手に省エ

ネしましょう。　　　　　　　　　

●室外機周辺は、物を置かず空気を通りやすく、

　効率良く。

 

　エアコンの効きを良くするためには、室外機の

風通しの良さが欠かせません。エアコンの室外機

は、夏は部屋の熱気を外気に放出し、冬は外気の

温度を室内に取り込むという働きをします。つま

り空気の抜けが悪いと、冷房や暖房の効率が悪く

なるので、省エネ性が損なわれ、電気代が高くなっ

てしまいます。

　室外機の前を物置にしたり、植木屋やブロック

塀などで囲いをしていないでしょうか。もしベラ

ンダが狭い場合は、壁に吊り下げたり、地上もし

くは屋上に設置するなどの相談をしてみるといい

でしょう。多少工賃がかかるかもしれませんが、

電気代に大きく跳ね返ってくる場合もあります。
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●快適な睡眠のコツ

 

　エアコンを使うのはいいけれど、やはり電気代

が気になります。だからこそ、眠りに就くまでの

2 ～ 3 時間だけエアコンをつけ、その後タイマー

で切れるようにしておくと効果的です。

　一般的に２９度以下が「安眠領域」といわれ、

ぐっすりと眠ることのできる温度なのです。安眠

領域となる 28 ～ 29 度の設定で、自動運転にす

ると省エネになります。またオール電化住宅であ

れば、時間帯別電力契約を行っているので、夜間

の電気代が安いというメリットもあります。その

結果、寝る前の電気料金が高い時間帯で、数時間

急速冷房で運転させるよりも、つけっぱなしのほ

うが安くなるのです。

エアコンの使い方の注意点
●熱は通風で逃がす。

　真夏、部屋の中の空気は暖められて淀んでいま

す。外部は猛暑だからといって、風を入れたくな

いと思います。しかし、エアコンを作動する前に、

いったん部屋の中の空気を入れ替えると随分エア

コンの効きがよくなります。風のない日は、扇風

機などを使っていったん部屋の中の空気を動かす

と、その後のエアコンの効きが実感できます。

 　通風をする時には、部屋の中の２カ所を開口

するのが基本です。空気の入口と出口の距離を長

くすると、空気の流れが良くなります。さらに風

上にある窓は狭く、風下にある窓は広く開けると、

風の通りがよくなります。また、暖かい空気は上

の方にたまるため、天窓や２階の窓など、家の中

でも上の方にある窓を開け、ドラフト効果を利用

して排熱しましょう。自然換気がうまくいかない

時には、扇風機や換気扇を利用しましょう。キッ

チンのレンジフードをつけるのも効果がありま

す。

　室内の通風を良くしておけば、エアコンを使わ

なくても熱を逃がすことができます。湿気も一緒

に出せるため、カビやシロアリ対策になります。

ただし、沖縄の春先の湿った南風や梅雨時など、

外部が室内より温かくて湿っている時は、結露の

原因になるため、風の取り入れには注意しましょ

う。

　防犯上、夜や留守宅を開けっ放しにできません

が、窓に格子やルーバーを付ければ、防犯を気に

せず窓を開けて風を通せます。後付も可能です。

●室内の壁を温めない。

　エアコンの温度を使おうと思った時、ついつい

外気温や室内の温度だけに目を奪われがちです

が、実はこのとき、もっとも注目すべき場所は、

室温だけではありません。室内の壁の温度も大事

な要素なのです。なぜかというと人間の体感温度

を決めるのは、壁や天井など材料の持っている熱

が大きく作用しているからです。

　壁の温度というとピンと来ませんが、真夏の昼

間に家を留守した時、夕刻に戻ると閉めきってい

た部屋がムッとします。そのとき、壁に触れると、

ほんのりと暖かくなっているのが分かります。太

陽からの熱が外壁や屋根などから進入してきて、

室内の壁や天井を暖めているのです。

　そして、暖められた壁・天井は、その熱を室内

に放出しています。そのため、エアコンは、室内

の暖まった空気を冷やすと同時に、壁などから放

出される熱も冷やさなければなりません。壁自体

が冷えない限りいつまでたっても壁から熱（輻射）

を出し続けることになります。

　つまり、室温 25 度に冷やそうとしたとき、そ

の時の室温が 33℃で壁の温度が 25 度であれば、

室内の空気だけを冷やせばいいのですが、壁の温

度が 30 度になっていると、壁から出てくる熱と

壁自体もあわせて冷やさなければならないため、

余分にエアコンを廻さなければならないのです。
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●外壁や屋根からの熱を遮る。

　では、壁や天井を温めない対策は何でしょうか。

これは、外壁や屋根に直に太陽の光が当たらない

ように庇を深くするとか、遮熱ブロックを敷設す

るとか、窓からの熱の進入を防ぐためカーテン、

花ブロックやルーバーなどで遮熱対策を行う必要

があります。

　沖縄地方では、朝日や西日は低い位置で強い陽

光が射しこみます。陽射しの当たる東西の窓の外

に「よしず」や「すだれ」を設置すると熱が遮断

され、部屋の温度上昇が抑えられることがわかり

ます。よしずがないところは、温度が35℃ぐら

いあるのに対し、よしずを立てかけた部分の壁の

温度は31℃くらいになります。たったこれだけ

で、内側の温度を４℃ほど下げる事ができるので

す。ゴーヤーやヘチマなどの「緑のカーテン」も

効果があります。ゴーヤーの葉は常に水蒸気を出

しているので、葉の表面は、温度が低く保たれて

おり、冷たい葉で陽射しをカットすると、よしず

よりも効果があります。

●室内の発熱を抑える。

　また、テレビ、パソコン、白熱灯など、部屋の

中は発熱するものでいっぱいです。これらはすべ
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100Ｗの電球の熱と同じくらい放出します。
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●快適な睡眠のコツ
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　つまり、室温 25 度に冷やそうとしたとき、そ

の時の室温が 33℃で壁の温度が 25 度であれば、

室内の空気だけを冷やせばいいのですが、壁の温

度が 30 度になっていると、壁から出てくる熱と

壁自体もあわせて冷やさなければならないため、

余分にエアコンを廻さなければならないのです。
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350　換気エネルギーの削減手法

ポイント
●必要換気量を求めてみる　●換気方式の選定　
●ダクト式換気システムの省エネ手法　●壁掛け式換気システムの省エネ手法
●台所、トイレ、浴室の局所換気設計の留意点

　沖縄では、家庭で使用されるエネルギーの 5％

を換気のために使っています。この機械換気に要

するエネルギーをいかに節約するかが省エネのポ

イントとなります。換気とは、室内の汚れた空気

を新鮮な外気と入れ替えることです。室内の空気

が 1 時間に何回外気と入れ替わるかで表し、こ

の回数を換気回数（回 / ｈ）といいます。入れ替

わる空気の量を換気量（㎥ / ｈ）といいます。

必要換気量を求める
　建築基準法では、すべての住宅ではシックハウ

ス対策としての 24 時間換気システムの設置が義

務付けられています。年間を通じて室内に 1 時

間当たり 0.5 回以上の必要換気量を確保しなけ

ればいけません。つまり強制的に 2 時間に 1 回、

室内の空気が入れ替わる必要があります。例えば、

室内の床面積が 20㎡の住宅では、1 時間当たり

必要換気量は 24㎥の値となります（表 3-5）。

表3-5　必要換気量の求め方

　仕様　　　　　　　　　計算式

　居室床面積　20㎡

　天井高さ　2.4 ｍ　　　20ｘ2.4ｘ0.5＝24㎥

　換気回数　0.5回/時間 

換気方式の選定
　換気は、範囲に応じて「全般換気」と「局所換

気」、換気方法によって「自然換気」と「機械換気」

に分けられます。また「機械換気」の運転方式に

は「連続運転」と「間欠運転」があります。シッ

クハウス対策としての換気は、住宅全体について

科学物質濃度を低下させるために「全般換気」、「機

械換気」、「連続換気」とする必要があります。

　機械換気にはファンの組み合わせにより次の 3

種類の方法に分類されます。ファンを効率よく運

転させることが換気エネルギーの節減になりま

す。ファンには、プロペラファン、ターボファン

やシロッコファンがあります。プロペラファンは

一般に換気扇と呼ばれ、外壁などに直接取り付け

ます。ターボファンとシロッコファンはダクト接

続用に用いられます。

第１種換気：給気と排気の両方にファンを使って

　　　　　　強制的に換気するタイプ。

第２種換気：給気にファンを使って強制換気をし

　　　　　　て、排気は自然換気をするタイプ。

第３種換気：給気は自然給気で、排気にファンを

　　　　　　使って強制換気するタイプ。

　沖縄地域は、年間を通じて内外温度差が比較的

小さくかつ鉄筋コンクリート造の気密性の高い住

宅の場合や、通風に配慮した開放的な間取りやド

アなどの建具に工夫がなされている場合には第 3

種換気方式が推奨されます。施工費用もランニン

グコストも安価です。また排気を強制的に行うこ

とから内部結露の危険性を抑えるが可能です。給

気は自然換気方式ですから、各居室にはそれぞれ

給気口を設置することが必要となります。
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ダクト式換気システムの省エネ手法
　ダクトとは換気で空気を送る管を言います。ダ

クトを使用すると、必要とされる居室へ確実に空

気を送ることができます。住宅用としては硬質ダ

クトまたはフレキシブルダクトが使われます。ダ

クト内では空気の流れを妨げるような抵抗力が発

生し、圧力損失が生じます。また給排気口、分岐、

曲りなどでも大きな抵抗力が発生します。

ファンの選定は、設計した換気設備の圧力損失と

必要換気量の両方を考慮して決めます。ダクト径

を100ｍｍ以上とする、ダクトの長さを短くす

る、曲りを少なくするなど圧力損失を抑える設計

をするとファンを小型化することで省エネ化につ

ながります。

高効率のファンの採用は、通常24時間365日

運転される換気システムにとって重要です。モー

ターには、交流メーター（ＡＣモーター）と直

流メーター（ＤＣメーター）の2種類あります。

一般に、消費電力はＤＣメーターの方が小さく、

設定風量の制御性が高いためなどから省エネ型と

されます。

壁掛け式換気システムの省エネ手法
　壁掛け式のプロペラファンは、一般的に送風能

力が小さく、外部フードのダンパーなどによる圧

力損失や風の強い日には外部風圧の影響を受けや

すく、また埃の付着などで風量低下が起きるため

小まめな清掃が必要です。外部に面する吸排気口

には雨除け、防風用、防虫用、防火用のためのフー

ドが設置されますが、機器によっては圧力損失が

大きく異なる物もあります。必要換気量を得るた

めファンの選定と外部フードの適切な組み合わせ

の適正化が省エネのポイントとなります。

　沖縄は、年間の平均風速が大きく、台風の襲来

も多い地域ですので外部フードは耐風タイプやダ

ンパー付きの換気口を用いることで比較的安定し

た風量を確保することができます。また、潮風の

強い地域でもあるため塩害対策の施された材質を

用いることで錆の発生を抑えることができます。

台所、トイレ、浴室の局所換気設計の留意点
　住宅の全般換気を行う場合に、台所、トイレ、

浴室などの局所換気用の開口部が給気口となって

しまい、湿気や臭気が逆流してくることがありま

す。それを避けるために使用時以外はシャッター

が下がる構造とするなどの配慮が必要です。

　特に台所については、換気風量の大きなファン

が設置される場合が多く、室内の温熱環境や住宅

全体の給排気のバランスを欠くことの無いよう同

時給排気型のファンを用いるか、専用の給気口を

設ける必要があります。

　台所の換気扇には、少ない排気風量で調理に伴

う汚染空気を効率的に排出ことができる機器を選

択すると、電力消費や冷房エネルギーを削減する

ことができます。
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360　雨水利用で省エネ・ライフ

ポイント
●沖縄の水事情とエネルギー

●雨水タンクを設置しよう

沖縄の水事情とエネルギー
　沖縄は、長年にわたって渇水・干ばつに苦しん

だ歴史があります。特に1981年 7月 10日か

ら翌年６月６日までの326日間の大規模な給水

制限は県民生活に大きな支障をきたしました。沖

縄本島や離島において、最も大きい水資源は年間

降水量が2,000ｍｍ以上となる雨水です。特に

梅雨時と台風によりもたらされる降水が少雨傾向

になることは、即、水事情が悪化することになり

ます。そのため暮らしを守る必須条件として、雨

水タンクが広く普及しています。

　沖縄の水道は地下水や河川水から上水を作り出

したり、海水を淡水化したり、あるいは、浄水場

から各家庭に給水するためのエネルギーが必要で

す。下水も海に排水できるように処理するエネル

ギーが必要です。そのためのエネルギーは上水や

下水の一次エネルギーとして考えることができま

す。

　例えば、１回の入浴に14分間シャワーを使用

すると、6回で約1㎥の水を使うことになります。

これを一次エネルギー換算すると 8.5MJ にな

り、電力量の約1kWhに相当するので、100W

の電球 1灯を約 10時間つけっぱなしにしてい

ることに等しいといえます。水を使っても、エネ

ルギーを消費しているのです。

　洗濯機・食洗機・便器などの使用水量を少なく

することは、省エネに直結します。節水は限りあ

る水資源を大切にするということに加え、結果的

に発生するCO2削減にもつながり、省資源＋省

エネとなるからです。

雨水タンクを設置しよう
　雨水タンクを設置すると節水になります。雨水

は、屋根などに降った雨水を集め樋などの配管を

伝ってタンク集水口のフィルターや濾過装置でゴ

ミなどを除去したうえでタンクに貯水します（図

3-18）。屋根の面積が大きいと集水量も大きくな

りますが、一般的な住宅では0.3㎥から30㎥程

度です。

　タンクの水でトイレの洗浄や掃除、洗車や散水、

植物への水やりなどに使います。雨水を洗濯に使

うと、汚れ落ちが良いとも言われています。節水

により水道料金が安くなると、それに連動してい

る下水処理料金も安くなり、ダブルでメリットが

出ます。

　雨の日は憂鬱な気分になりがちですが、雨水タ

ンクにどんどん水が貯まることを想像すれば、豊

かで晴れやかな気持ちにさせてくれるメリットも

あります。

　雨水タンク内の水は、災害のときに役立ちます。

例えば台風や地震後に、家も家族も無事でも、水

や電気などのライフラインが止まってしまったと

いう場合でも、雨水タンクの水をトイレの水とし

て使用することや、手を洗いたいとか、汚れた食

器の下洗いに利用することができます。

　最近では、雨水を飲み水として使えるようにす

る特別な浄水器も開発されていますので、将来、

雨水タンクのメリットはさらに大きくなるでしょ

う。

　近年、アスファルト舗装をされた道路の多い都

市部では、集中豪雨があると思わぬ水害を招くこ

とがあります。地域の保水力を高めるひとつの手
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段として、各家庭が雨水タンクを設置したら、地

域を守る一助にもなります。

　雨水タンクの注意点として、常日頃から清潔に

維持管理する必要があります。タンク集水口の

フィルターの小まめの清掃、タンク内の定期的な

清掃は欠かせません。また、雨水タンクの配管は

上水の配管とは分離し、蛇口には「飲めません」

などの表示も必要となります。 

図 3-18　貯水タンクを設置する場合のポイント（新たな沖縄型住宅の提案　平成 19 年：沖縄
　　　　  振興開発金融公庫、編集協力：沖縄県建築士会）
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360　雨水利用で省エネ・ライフ

ポイント
●沖縄の水事情とエネルギー

●雨水タンクを設置しよう

沖縄の水事情とエネルギー
　沖縄は、長年にわたって渇水・干ばつに苦しん

だ歴史があります。特に1981年 7月 10日か

ら翌年６月６日までの326日間の大規模な給水

制限は県民生活に大きな支障をきたしました。沖

縄本島や離島において、最も大きい水資源は年間
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梅雨時と台風によりもたらされる降水が少雨傾向

になることは、即、水事情が悪化することになり

ます。そのため暮らしを守る必須条件として、雨

水タンクが広く普及しています。

　沖縄の水道は地下水や河川水から上水を作り出

したり、海水を淡水化したり、あるいは、浄水場

から各家庭に給水するためのエネルギーが必要で

す。下水も海に排水できるように処理するエネル

ギーが必要です。そのためのエネルギーは上水や

下水の一次エネルギーとして考えることができま

す。

　例えば、１回の入浴に14分間シャワーを使用

すると、6回で約1㎥の水を使うことになります。

これを一次エネルギー換算すると 8.5MJ にな

り、電力量の約1kWhに相当するので、100W

の電球 1灯を約 10時間つけっぱなしにしてい

ることに等しいといえます。水を使っても、エネ

ルギーを消費しているのです。

　洗濯機・食洗機・便器などの使用水量を少なく

することは、省エネに直結します。節水は限りあ

る水資源を大切にするということに加え、結果的

に発生するCO2削減にもつながり、省資源＋省

エネとなるからです。

雨水タンクを設置しよう
　雨水タンクを設置すると節水になります。雨水

は、屋根などに降った雨水を集め樋などの配管を

伝ってタンク集水口のフィルターや濾過装置でゴ

ミなどを除去したうえでタンクに貯水します（図

3-18）。屋根の面積が大きいと集水量も大きくな

りますが、一般的な住宅では0.3㎥から30㎥程

度です。

　タンクの水でトイレの洗浄や掃除、洗車や散水、

植物への水やりなどに使います。雨水を洗濯に使

うと、汚れ落ちが良いとも言われています。節水

により水道料金が安くなると、それに連動してい

る下水処理料金も安くなり、ダブルでメリットが

出ます。

　雨の日は憂鬱な気分になりがちですが、雨水タ

ンクにどんどん水が貯まることを想像すれば、豊

かで晴れやかな気持ちにさせてくれるメリットも

あります。

　雨水タンク内の水は、災害のときに役立ちます。

例えば台風や地震後に、家も家族も無事でも、水

や電気などのライフラインが止まってしまったと

いう場合でも、雨水タンクの水をトイレの水とし

て使用することや、手を洗いたいとか、汚れた食

器の下洗いに利用することができます。

　最近では、雨水を飲み水として使えるようにす

る特別な浄水器も開発されていますので、将来、

雨水タンクのメリットはさらに大きくなるでしょ

う。

　近年、アスファルト舗装をされた道路の多い都

市部では、集中豪雨があると思わぬ水害を招くこ

とがあります。地域の保水力を高めるひとつの手
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361　節水でエコライフ

ポイント
●節水でエコライフを実感する
●家電製品でも節水を心がける
●節水器具を利用する

節水でエコライフを実感する
　「節水」というと、今までの快適さの弊害にな

るイメージがありましたが、最近は、単に水を使

わないというよりも、今までの快適さを維持した

まま知らないうちに節水しているということが多

くなりました。

　それは、節水型の製品が多く開発され、一般に

定着したからです。具体的に挙げると、家庭用バ

スポンプ、風呂水吸引ポンプ付節水型洗濯機、シ

ングルレバー式湯水混合栓、節水トイレなどです

（表3-6）。これらを使用することで、手軽に節水

できるのです。

家電製品でも節水を心がける
　設備、機器や家電製品などの自動機能を利用し

て効率的に水を使用する方法もあります。洗濯機

は２層式洗濯機よりも全自動洗濯機の方がより節

水できますし、最近増えている食器洗乾燥機の水

の使用量は手洗いの時よりも的に少なくて済むと

いわれています。お風呂のお湯張りも以前は止め

忘れて、お湯が溢れていたことがありました。今

では、自動お湯張りで一定の量で自動停止します

ので節水しているともいえます。

節水器具を利用する
　水の使用量を削減する方法は、機器の節水性だ

けでなく、ため洗いやシャワーをこまめに止める

など使用方法に留意することが大切です。

　水の有効利用は、上下水道で使用される電力の

節約や下水処理の汚泥量の低減、さらには節水す

る人にとっても経済的メリットとなります。節水

を通じて、利用者の環境意識の向上も期待できま

す。

　また、節水器具については、節水型機器である

ことを示すために公益社団法人日本環境協会で

は認定基準を制定し、基準に適合した機器にエ

コマークによる環境情報表示を行っている。（図

3-19）。

図3-19　エコマーク（節水機器）
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表 3-6  節水器具と機能 

節水器具名  機能  

家庭用バスポンプ  お風呂の残り湯を洗濯水として活用。  

風呂水吸引ポンプ

付節水型洗濯機  
お風呂の残り湯を洗濯水として活用、洗濯機本体も節水型で従来型

より節水効果がある。  

 

シングルレバー式

湯水混合栓  
こまめな水だし止めに対応可能で必要以上の水消費を抑制する器具

 

節水トイレ  従来型より洗浄水量を抑え使用できる便器。  
従来は大洗浄１回あたり13Ｌもの水を使用していたが、最新の節水

トイレは1/3の4.8Ｌで流せる機能を持っている。  

 

写真は松山市ＨＰより。  
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370　家電エネルギーを効率よく使おう

ポイント
●省エネ家電とは

省エネ家電とは
　沖縄の家庭のエネルギー使用量の実に32％は

「家電」に使われています。最も多く使われてい

るエネルギーです。省エネ・ライフスタイルは、

省エネ家電を効率よく使うことから始めましょ

う。省エネ家電の選び方や、使い方など家族で話

し合うことで電気代が飛躍的に安くなります。

省エネ家電は、使用時に消費する電力が少ないこ

とだけでなく、消費するエネルギーに対し効率が

良いこと（少ない電力でたくさん冷やせる、暖め

られるなど）も含めて、省エネ性能が高いと評価

されます。消費者にとって最もわかりやすく、ま

た電気代が安くなるという直接的メリットがあり

ます。

　省エネ家電は、統一省エネラベルで確認します

（表3-7）。「統一省エネラベル」とは、小売事業

者が製品の省エネに関する特定の情報を表示する

ための制度です。2006年 10月から実施され

ています（表3-8）。以前から使用されていた、メー

カーが省エネ性能を表示する「省エネラベル」も

ありますが、小売事業者がメーカーの情報をより

分かり易く変換して消費者に提示することが求め

られ、新たにこのラベルが導入されました。

　省エネ性能を評価する★印や、年間の電気料金

目安など、製品の省エネ性能が消費者にひと目

で分かるような内容となっています（図3-20）。

まずはこのラベルをしっかりチェックしましょ

う。表示される項目は主に以下の3つですが、「省

エネラベル」だけが表示されている機器もあり、

機器により項目が異なります。

表 3-7 省エネラベリング制度の対象となっている家電機器  

項目 対象 

生活家電 エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・ジャー炊飯器・電子レンジ 

デジタル家電 テレビ・DVD レコーダー・パソコン 

その他住宅機器 蛍光灯器具・電気便座 
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370　家電エネルギーを効率よく使おう

ポイント
●省エネ家電とは

図3-20　統一省エネラベルの例（一般財団法人省エネルギーセンターＨＰ）

 
表 3-8  統一省エネラベルに表示される用語の解説 

用語 内容 

多段階評価  
 

 

省エネラベル  

 

年間の目安電気

料金 

 

市販されている製品の省エネ達成率の分布状況により、その性能を5段
階で表示している相対評価。エアコン・テレビ・冷蔵庫・電気便座に表
示されます。省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星までありますが、3
つ星が何％達成なのかは、製品ごと・また状況に応じて改定されます。
★印の下には、省エネ達成基準100％の位置が表示されるので、幾つ以
上が100％達成なのかも、目安として下さい。

「省エネラベリング制度」で定められている項目（省エネ性マーク・省
エネ達成基準・エネルギー消費効率・目標年度）が表示されます。この
情報が表示されるのは、指定の16品目です。

エネルギー消費効率（年間消費電力量など）をよりわかりやすくするた
めに、目安の電気料金（1kWh22円で算出）にして表示しています。
省エネ性能をより身近に感じられる数値なので、参考になるでしょう。
この情報が表示されるのは、多段階評価が表示される4アイテムの他、
炊飯器・電子レンジ・蛍光灯器具・DVDレコーダーなどです。
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371　省エネ家電の選び方のポイント

ポイント
●家電製品の消費電力の大きさを確認

●主な家電別の選び方のポイント

家電製品の消費電力の大きさを確認
　消費電力の大きさはＷ（ワット）で示されます。

1､ 000 Ｗ＝１ＫＷとなります。１時間使用し

た時の消費電力量はＷｈ（ワット・アワー）とさ

れ、電気代の計算にはこちらが利用されます。製

品の消費電力は製品の種類、外国製品や大きさに

より異なる場合があります。一般的な目安となる

値を示します（表3-9）。

表 3-9 主な家電製品と消費電力 

家電製品 消費電力（Ｗ） 家電製品 消費電力（Ｗ） 

冷蔵庫 150～600

800～1200

1200

1300

1200

1300

300～700

700～1300

500

150

800～1000

50

150～300

50～150

100

洗濯機

液晶ＴＶ（32型）

洗濯乾燥機

扇風機

デスクトップＰＣ

ノートＰＣ

人間一人

ドライヤー 

アイロン 

電子レンジ 

掃除機 

自動食器洗い機 

炊飯器  

炊飯器（ＩＨ）

　表3-9 から分るように、物を温めたり、冷し

たりする熱関係の機器の消費量が大きくなりま

す。これ以外にも、電気ポットなどがあります。

一方、扇風機などは50Ｗですので、12時間使

用しても、１日当たりでは600Ｗｈにしかなり

ません。家電製品を高効率機器に変えるなども消

費量を削減することにつながります。

　なお、消費電力をアンペア（Ａ）に換算する時

は、ワット数を100で割ればアンペア値が求ま

ります。一部の製品は、立ち上り時に瞬間的に多

くの電力を消費します。

　暖房便器やＡＶ機器などは待機電力を必要とし

ます。小さな待機電力でも1年間の電気代にす

れば大きな金額となります。待機電力の削減には、

①暖房便座、ＡＶ機器など待機電力に費やす電

気代をカタログで調べておきます。一般に1

ｋＷの年間待機電気代は200円と換算しま

す。

②コンセントをスイッチ式にしてラベルを貼

り、小まめにスイッチを切る。

③ガス給湯器の電源をこまめに切る。ガス給湯

器の待機電力は年間で50ｋＷにものぼり、

1100円相当の金額を支払っているのです。

④待機電力の小さい家電製品に買い替える。
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主な家電別の選び方のポイント

エアコン

　暑い日が多い沖縄では、家庭で使用する電力の

15％をエアコンが占めます。エアコン選びに「省

エネ度チェック」は必須です。

　エアコンの省エネ性能を確認するには、二つあ

ります。ＣＯＰは「冷房平均エネルギー消費効率」、

ＡＦＰは「通年エネルギー消費効率」を言います。

沖縄では、ＣＯＰの値を見て数値が大きいものを

選ぶと良いでしょう。記載されている数値の意味

をしっかり知ることが大事です。

　さらに、最適な容量を選ぶこと、自動掃除機能

や、無駄な運転を省くセンサー機能なども省エネ

となりますので、必要な機能を見極めて選んで下

さい。

　選び方のポイントは、「省エネ度」、「エアコン

の種類と容量の目安を知る」、「運転モード・除湿・

自動清掃など、必要な機能を選ぶ」を確認します。

冷蔵庫

　冷蔵庫はどの家庭でも 365 日 24 時間使用す

るものです。テレビのように使う時間が異なる家

電と違い、表示通りの消費電力量や年間の電気料

金が目安となります。

　また冷蔵庫の場合、容量と電気代が比例してい

ません。たとえば、500Lより300Lの方が電気代

が高いというケースも見受けられますので、エネ

ルギー効率の良い冷蔵庫を選ぶと良いでしょう。

テレビ
 

　薄型テレビを買換える場合、大きなサイズに買

換えることが多いと思います。画面サイズが大き

くなれば、消費する電力も多くなる傾向にありま

す。

洗濯機・洗濯乾燥機
 

　省エネ性能を知るためには、カタログに記載さ

れている「消費電力」と「使用水量」を確認しま

しょう。特に使用する水については、洗濯時だけ

でなく、乾燥時に冷却のための水を使用している

機種もあります。

　今まで乾燥機を使用していなかった場合、洗濯

乾燥機に買い換えれば、当然、消費電力がぐんと

上がります。洗濯メインなのか、乾燥ヘビーユー

ザーなのかによっても、気にするポイントは異な

ります。洗濯スタイルにあった機能を選ぶと良い

でしょう。
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371　省エネ家電の選び方のポイント

ポイント
●家電製品の消費電力の大きさを確認

●主な家電別の選び方のポイント

家電製品の消費電力の大きさを確認
　消費電力の大きさはＷ（ワット）で示されます。

1､ 000 Ｗ＝１ＫＷとなります。１時間使用し

た時の消費電力量はＷｈ（ワット・アワー）とさ

れ、電気代の計算にはこちらが利用されます。製

品の消費電力は製品の種類、外国製品や大きさに

より異なる場合があります。一般的な目安となる

値を示します（表3-9）。

表 3-9 主な家電製品と消費電力 

家電製品 消費電力（Ｗ） 家電製品 消費電力（Ｗ） 

冷蔵庫 150～600

800～1200

1200

1300

1200

1300

300～700

700～1300

500

150

800～1000

50

150～300

50～150

100

洗濯機

液晶ＴＶ（32型）

洗濯乾燥機

扇風機

デスクトップＰＣ

ノートＰＣ

人間一人

ドライヤー 

アイロン 

電子レンジ 

掃除機 

自動食器洗い機 

炊飯器  

炊飯器（ＩＨ）

　表3-9 から分るように、物を温めたり、冷し

たりする熱関係の機器の消費量が大きくなりま

す。これ以外にも、電気ポットなどがあります。

一方、扇風機などは50Ｗですので、12時間使

用しても、１日当たりでは600Ｗｈにしかなり

ません。家電製品を高効率機器に変えるなども消

費量を削減することにつながります。

　なお、消費電力をアンペア（Ａ）に換算する時

は、ワット数を100で割ればアンペア値が求ま

ります。一部の製品は、立ち上り時に瞬間的に多

くの電力を消費します。

　暖房便器やＡＶ機器などは待機電力を必要とし

ます。小さな待機電力でも1年間の電気代にす

れば大きな金額となります。待機電力の削減には、

①暖房便座、ＡＶ機器など待機電力に費やす電

気代をカタログで調べておきます。一般に1

ｋＷの年間待機電気代は200円と換算しま

す。

②コンセントをスイッチ式にしてラベルを貼

り、小まめにスイッチを切る。

③ガス給湯器の電源をこまめに切る。ガス給湯

器の待機電力は年間で50ｋＷにものぼり、

1100円相当の金額を支払っているのです。

④待機電力の小さい家電製品に買い替える。
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380　これからの省エネ・ライフのソフトとハード

ポイント
●ソフトとハードのバランスのとれたスタイル

炊飯器
 

　最近の炊飯器は、高火力で炊く IH タイプが主

流となり、マイコンタイプに比べると消費電力が

高くなっています。

　しかし、高火力な IH タイプは確かにおいしさ

につながるので、省エネ性能だけを重視するので

はなく、あくまで同じ性能の中で迷った場合、省

エネ度の高いものを選ぶ程度で OK でしょう。

オーブンレンジ
 

　 電 子 レ ン ジ は、 消 費 電 力 が 1､ 000W や

800W など高いという印象がありますが、使用

時間が短いため、意外とトータルの消費電力量は

少ないものです。炊飯器と同様、まずは必要な機

能から選び、同レベルの機種なら省エネ性能が高

い製品を選ぶというスタンスで良いでしょう。 

MEMO
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ポイント
●ソフトとハードのバランスのとれたスタイル

　本章は、「家電・給湯・照明・冷房・換気」の

エネルギーをたくさん使っている部分を効率よく

節約し、省エネ性能を有効化するために、住宅や

設備性能の情報や、環境にあった設備機器などの

導入など、主に設備などハード面について考えて

きました。

　しかし、これからの省エネ・ライフはソフトと

ハードのバランスのとれたスタイルとなるでしょ

う。ハード面での効率化を推し進めても、そこに

暮らす生活者の省エネ意識が希薄だと本当の省エ

ネ・ライフにはなりません。

　下表にソフト面とハード面をまとめてみました

（表3-10）。

表 3-10 これからのライフスタイルの省エネのソフトとハード 

エネルギー 項目 ソフト面 ハード面 

家電 

テレビ 
見ないときは主電源を切

る。 

省エネマークを確認し、省エ

ネ性の高い高効率な機種を購

入する。 
ビデオ 

非使用時は、コンセントを

抜く。 

冷蔵庫 

熱いものは常温で冷まして

から入れる。放熱面に物を

のせない。 

物を詰め込みすぎないよう

にする。 

暖房便座 
季節に合わせて設定温度を

変更する。 

給湯 
給湯 

洗面時の湯の設定温度を調

整する。キッチンでの湯の

設定温度を調整する。 

エコジョーズやエコキュート

などの高効率給湯機と組み合

わせる。サヤ管ヘッダー工法

や太陽熱利用を採用する。 風呂  入浴後はフタを閉める。 

照明　 照明　　　　点灯時間を短くする。 
ＬＥＤや電球型蛍光ランプに

変える。 

冷房 エアコン 
冷房設定温度を高く設定す

る。 

省エネ性の高い機種を購入す

る。通風など自然エネルギー

の利用に努める。 
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炊飯器
 

　最近の炊飯器は、高火力で炊く IH タイプが主

流となり、マイコンタイプに比べると消費電力が

高くなっています。

　しかし、高火力な IH タイプは確かにおいしさ

につながるので、省エネ性能だけを重視するので

はなく、あくまで同じ性能の中で迷った場合、省

エネ度の高いものを選ぶ程度で OK でしょう。

オーブンレンジ
 

　 電 子 レ ン ジ は、 消 費 電 力 が 1､ 000W や

800W など高いという印象がありますが、使用

時間が短いため、意外とトータルの消費電力量は

少ないものです。炊飯器と同様、まずは必要な機

能から選び、同レベルの機種なら省エネ性能が高

い製品を選ぶというスタンスで良いでしょう。 

MEMO



40


