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京都議定書の重み
　ロシアが京都議定書を批准し、

2005年2月に発効いたしました。日

本は温暖化ガス削減目標として6％

を掲げていますが、目標達成には民

生用、つまり住宅のエネルギー消費

の動向が鍵を握っています。日本に

おける課題は、温暖化ガスの9割を

占める炭酸ガスの削減と、エネルギ

ーの効率的活用です（表1）。

　日本では省エネルギー、新エネル

ギー、原子力の三本柱で政策を立て

ておりますが、いずれも進捗状況は

芳しくありません。原子力発電所が

順調に立地建設できない状況があり、

新エネルギーについても、太陽光発

電は2010年の目標値450万KWには

到達困難です。個人的な見解として、

表1主要各国の温室効果ガス排出削減目標

可990年の排出実績と比べた削減率目標
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京都議定書の目標を遵守することは

極めて厳しいと言わざるを得ません。

　実際に、産業、民生、運輸の各部

門で、最終エネルギー消費は増加し

ており、家庭用では約25％も増えて

います。2010年目標に関する政府省

エネルギー対策では、省エネ目標値

として5，700万KLを掲げています。

これは全国の家庭が1年間で消費す

るエネルギーとほぼ匹敵し、2010年

の総エネルギー消費量の約12％に相

当します。単純計算で8分の1にな

りますが、実際問題として達成が困

難な数値です。

一人ひとりにできること

　たとえば国民一人ひとりが家庭生

活のなかでなにができるでしょうか。

冷暖房の温度を一度下げるとか、ア

イドリングストップ、シャワーを一・

日数分減らす、などいろいろ対策が

考えられます。

　シャワーを一日数分減らすと、全

国の家庭で約3，500万トンぐらい炭

酸ガスが減るといわれています。こ

ういう数字が全国ベースで推計でき

るならば、かなりきめ細かい政策が

打てます。しかしそのためには、わ

れわれが毎日どんなシャワーの使い

方をしているか、どんな入浴の仕方

をしているかなど、皆さん方の家の

データがないとこの効果は全国ベー

スには積み上がっていきません。

　さらにわれわれは、2010年の位置

づけを見ながら、その先30年、次の

ステップを考えなければいけません

ので、経済産業省が2030年の超長期

の需給の見通しをつくったわけです。

ここでも問題があって、2030年とい

うのは、これから30年近い時間の意

味をどうとらえるんだろうか。30年

後の日本の社会がどうあるべきか、

ライフスタイルはこうなるだろうか

というデザインがないと、本来、エ

ネルギーの需要は計算できません。

　極端なことを言うと、2030年には

鉄はほとんど日本国内ではっくらな

くて、日本のスティールメーカーも生産

部門は全部アジアにいっていること

もあり得るわけです。そうすると見

かけ上は日本でのエネルギーシェアは

減る可能性があります。逆のケース

もあるかもしれません。そういう意

味で、2030年をどういう姿にするか、

これはなかなかむずかしい話です。

　たとえば、30年前を比較してみる

と、1970年の時点で一・家に1．3台ほ

ど、なんらかの暖房器具があり、そ

の大半は石油ストーブです。

　それが2000年になると、石油スト

ーブはもちろん残っていますが、そ

の上にさらにファンヒーターが出て

きます。さらに、単体でいちばん多

いのはエアコンです。これが一家に
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1．6台。全部足し合わせると、一家

に大体4台ほどの暖房器具が普及し

ました。

　そうすると、これから30年後はど

うなるでしょうか。部屋数が倍にな

ることないと思いますが、たぶん暖

房システム、設備機器の性能が変わ

ってきて、ヒートポンプあるいはセ

ントラルヒーティングなど質が変わ

ってきます。ですからこれからの30

年後は、過去の30年とは違った展開

で推計していかないとエネルギーは

推計できないはずです。

　30年前と比較して、もっとびっく

りするのはエアコンの冷房機ですね。

1970年半は、普及率が8．8％ですか

ら、ほとんどの家にエアコンはなか

ったわけです。ところが2000年で

は、一家に2．2台。これは北海道も入

っていますから、おそらく東京では3

台を超えるエアコンがあるはずです。

当然ですが、電力消費が夏場に増え

てきたのも、なるほどと頷けるわけ

です。30年間でこれほどの時間の開

きがあるわけです。そのほかのテレ

ビ、冷蔵庫などの主要家電製品の普

及台数についても大きな変化があり

ました。

2030年を見越した取り組み

　今回、2030年に向けて、新しい需

給見通しを予測する数字で出たわけ

です（表2）。これはきわめて特徴的

な、いままでになかった推計結果で

す。なぜかと言うと、いままでの推

計結果はすべて右肩上がりに伸びて

いましたが、今回は2010年代後半か

ら総エネルギー需要は下がるという

シナリオになっているからです。な

ぜかというと、2007、8年頃に人口

が減るというのが目下のところ日本

表22030年の最終エネルギー消費（エネルギー技術進展ケース）
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政府の見通しなわけです。そうする

と、やはり社会活動その他も全般的

に落ちて、エネルギー需要が下がる

といわれています。すぐには下がら

ず、約10年ぐらいのタイムラグがあ

るわけです。そこで、2017、8年頃

からエネルギー消費が下がるだろう

と言われています。

　そのためにも、1990年には高いレ

ベルにありましたが、2010年には、

これからいろいろな省エネルギー政

策あるいは電力の電源構成の変換

等々によって、超長期的には減らす

ことができるというシナリオが、い

ちおう達成可能じゃないかという結

論が出てきたわけです。

　ここで言えることは、時間という

のは非常に重要であるということで

す。きょうの主題にも関わってきま

すが、住宅ひとつとると、年問、110

から120万戸ぐらい建っているわけ

ですが、目下のところ、次世代基準

の省エネ性能を遵守しているのは、

そのうち3分の1にも満たないかもし

れません。これがもし遵守率がどん

どん高まっていけば、30年もあれば、

わかりやすくするためにこれが100％

遵守されるとすると、およそ4，000

万戸近い住宅が次世代基準に替わる

わけですから、これはかなり省エネ

化が進むことになります。

2010
〈年度〉

2020 2030

　同じように、家電製品等も、たい

ていの家電品は30年保ちませんか

ら、「トップランナー」といわれる

ような効率のいい機器にほとんどす

べて替わるはずです。ところが、こ

れから5、6年後の2010年にはとて

も間に合わないわけです。だから時

間というのは非常に大きなファクタ

ーなんですね。

　かててくわえて、私が強調したい

のは、今日のこういつたシンポジウ

ムがつながるわけですが、人々の意

識を変えていく必要があるというこ

とです。やはり地球にやさしい暮ら

しをする、エコロジカルな暮らしを

する、エコロジカルな住宅、まちな

みにしていく。そういうことによっ

て、みんなの発想が変わってくる。

そうなれば30年もすると、かなり大

きな変化が期待できます。ただ、短

期的にはそれができない。

　私は政府の審議会のなかでかなり

強行なことを言うので暴論だと思わ

れる趣もあるかもしれませんが、短

期的にやろうとすると規制するしか

ないかもしれません。いま、規制緩

和でなんでも自由化しようという世

の中に、規制を持ち出すのは政策に

反することになるので、とてもそう

いう政策は出しにくいと事務方はお

っしゃいましたが、短期的には規制
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しなければいけません。しかし、規

制というのは長続きしません。やは

り、人の意識を変えていかなければ

いけない。そうすれば、長期的に見

れば、かなり日本はソフトランディ

ングができる可能性があるわけです。

もしそのようなシナリオに沿ってう

まく社会が運営できれば、日本の技

術力とか国際的な競争力というのは

違った意味で発揮できることを期待

したいと思っています。これが超長

期的な見通しです。

省エネルギー・への意識の転換

　今後、2010年に向けての目標はき

わめてむずかしいけれど、2030年に

向けては絶対量は下がってくるはず

で、さらにわれわれの努力次第によ

っては、かなりドラスティックにエ

ネルギー需要あるいはCO2の発生を

抑えることができる可能性があります。

　1975年を1として、家庭用用途別

エネルギー消費量を海外と比較して

みると、上に伸びているのは日本だ

けなんです（表3）。ほかの国はみん

な横バイか減っています。増え続け

るということは、日本の住宅という

のは途上国タイプだということです。

ただ、絶対量を見ると、圧倒的に消

カナダ

米国

フランス

イギリス

イタリア

日本※1

費量が違うわけです。ここがじつは

非常に大きなポイントであって、今

後、日本の住宅のエネルギーをどう

見るか、非常に大きなポイントです。

　総量から見ると、日本はヨーロッ

パ諸国の2分の1から1．5分の1ぐら

い、アメリカ大陸の3分の1ぐらいで

す。どこが違うかというと、圧倒的

に暖房が違うわけです。ほかの消費

量はそんなに遜色ないというか、日

本のほうが多いものもあります。

　暖房エネルギーでみると、ヨーロ

ッパの友人が、暖房エネルギーがそ

んなに少ないのをみて、さすか日本

の省エネルギーはたいしたものだと

言いましたが、じつは内容が違うの

です。たとえばドイツの例でみると、

ドイツは大体東北地方並みの気候で

すから全館暖房です。もし日本が同

じぐらいの暖房条件でみれば、総量

はずっと多くなります。

　暖房の十寸ネ基準についても、ほ

かの国々は義務なんです。残念なが

ら、日本の場合には、建主の努力義

務で罰則規定はなにもありません。

将来的にはなんらかの検討が加えら

れるのではないかと思っています。

　エアコンの効率はどんどん上がっ

てきています。たとえば東京で次世

表3　家庭用用途別エネルギー消費源単位の国際比較
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代貸エネ基準で、北海道並みの省エ

ネルギー住宅を建てれば、なんと

500Wのエアコン1台あれば、100㎡

の住宅全館が暖房できることになり

ます。そのぐらい技術レベル、省エネ

レベルが上がってきているわけです。

　こういう機器を選択し、省エネ型

の住宅をつくればエネルギー消費量

は必ずしも増えるわけではなく、達

成可能なんですが、こういうことが

あまりまだよく知られていません。

住宅も大事ですが、設備をどう選ぶ

かということも非常に大事です。

　冷蔵庫も、昔に比べると8倍ほど

性能がよくなってきています。また、

いままで捨てていた熱を回収しなが

ら効率を上げるという潜熱回収型の

給湯器、発光ダイオード（LED）照

明が普及してくると、蛍光灯よりさ

らに倍ぐらい効率がよくなると言わ

れています。いまグリーンのマーク

がついた肥効率のエアコンを買うと

本体価格が倍半分ほど違いますが、

6、7年目ぐらいで元が取れて、あと

お釣りがくるという話です。目先の

価格に左右されないでいいものを選

ぶという例ですね。

　まだまだ太陽光発電は高いですが、

住宅の屋根の上に設置すれば、大体

年間4％ぐらいの金利に相当する電

気代は発電してくれます。それより

もいいのは太陽温水器で、7回目超

えます。いま、銀行に預けても、定

期預金で0．03％ですから、タンス預

金があれば、ぜひ家の屋根に太陽光

発電か太陽熱温水器をお勧めします。

　このように、非常に省エネ意識の

高い家とそうでない家を比べると、

15．6％エネルギー消費が違いました。

われわれの意識を変えていくことが

非常に大事なことだということです。
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家庭における環境技術の到達点と今後の方向

大阪ガスエネルギー・文化研究所　研究主幹

濱恵介

　地球温暖化や環境汚染など、地球

環境問題への取り組みが急務となっ

ていますが、環境にやさしい住まい

づくりには、化石燃料の消費を減ら

し、自然エネルギーを活用していく

ことが重要です。家庭における環境

技術としては、環境共生住宅いわゆ

るエコハウスの三つの概念を挙げる

ことができます。

　第一に環境負荷を減らすこと、す

なわち省資源、省エネルギーです。

第二は自然・地域環境における調和

で、緑化や美観などを含みます。第

三が健康・快適で、自然児素材の活

用や、蓄熱と外断熱による快適室温

の確保などがあげられます。

　今日はそのうちの「環境負荷を減

らす」ということに重点をおいてお

話したいと思います。

環境負荷低減のための

建築的取り組み
　まず、住宅での環境負荷は、資源

の消費と廃棄というところにあります。

普通はどこから材料がきて、壊した

あとどこへ捨てられているかという

のはなかなか見えにくいですが、こ

れをなんとかしなくてはなりません。

ともかく寿命を長くするということ。

　それから少なく使うというのは、

たとえば壊しても、それをまた材料

に戻すとか、別なかたちで使うこと

です。もう新築の戸数を競う時代は

とっくに終り、今あるストックをい

かに有効に使っていくかという時代

に入ってきています。

　次に、エネルギーが大変大事にな

ります。よくいわれるのは、仮に30

年程度の耐用年数として、資材・建

設に使う総エネルギーの3倍ぐらい

は居住のプロセスで使うといわれて

います。建物を長く使うと、それ以

上に居住で、いわゆるランニングの

エネルギーを減らさなくてはいけな

いわけです。

　まずそれには、建築的な取り組み

として、断熱性のよい家をつくるこ

とです。最近紹介されている断熱材

はかなりいいものが出ています。外

断熱は、日本の気候、暖房方式との

適合性について議論もありますが、

私はこれから期待できる工法だと思

っています。5年前には、まだほと

んど珍しいものでしたが、いまイン

ターネットで検索しますと、もう十

種類以上のメーカーが外断熱工法を

紹介しています。当然、これによっ

て結露防止、室温の安定、躯体の保

護が進み、なおかつリフォーム向き

である、そういう利点があります。

　開口部についても、アルミサッシ

のシングルガラス入りは、窓ごと二

重ガラス窓に換えればいいのですが、

大がかりな工事になるのでアタッチ

メントをつけてガラスだけ複層ガラ

スにするとか、真空ガラスであれば

アタッチメントなしで同じアルミサッシ

の枠で二重にすることもできます。

これで窓からの熱の逃げが半分近く

に減ります。

　それからパッシブ暖房といわれる

ものがあります。断熱性と気密性を

合わせてどんどんよくなっており、

暖房不要の住宅は、技術的にはすで

にできています。

　最近発達しているのが、シミュレ

ーションソフト。これだけの断熱性

でこれだけの発熱があれば、温度が

いくらになるのか、エネルギー消費

がいくらになるのか簡単に算出して

くれるソフトが数種類出回っていま

す。こういうのを一部の限られた専

門家だけではなく、普通の建築事務

所が持って、お客様に「このように

すればこのぐらいの温度になって、

燃料消費は半分になりますよ」とか

いうことが表示できますので、活用す

る価値が大いにあると思います。

環境負荷低減のための

設備の取り組み
　エネルギーに関して、設備のほう

でどんなことが進んでいるか見てい

くことにします。暖房については、

古くからあるものですが、温水輻射

暖房がなかなか面白い展開をしてい

ます。床暖房だけでなく、数種類の

パネルもありますし、お風呂の脱衣

室に使うタオルかけ兼用のものとか、

伝統的な使い方にも多様化が見えて

いる。

　冷房は、エアコンの性能がかなり
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　よくなって、COP（投入エネルギーに

対して獲得熱量）が、6を超えるもの

が多く出回っています。冷房も輻射

方式があり、これはまだ普及はして

いませんが、冷風や温風が当たるの

が嫌な向きには、躯体を冷やしたり

ラジエーターに冷水を通して冷やす

冷房輻射も技術的には可能になって

います。

　給湯システムでは、潜熱回収型の

ガス給湯器があります。潜熱とは、

簡単な例は、空気中の蒸気が水滴に

なるときに吐き出すエネルギー差の

ことで、いままで捨てていた排気で

水道の水を少し温めてからガスで加

熱するというものです。コストアッ

プもせいぜい数万円なので、ガスの

給湯器をつけるのであれば、もう潜

熱回収型にしなくては損することに

なってきました。電気でお湯を沸か

す方式として、自然冷媒ヒートポン

プが普及し始めています。機器の

COPは3ということなので、電熱式

の温水器に比べて3倍よくなってい

る。これまでの電熱式温水器は早く

これに切り換えないと無駄が多すぎ

る、という感じがします。

　それからお湯もつくるけれども発

電もするという、いわゆるコージェ

ネレーションが家庭レベルまで入っ

てきました。ガスエンジンによる家

庭用のコージェネレーションですね。

エンジンで発電するとともにお湯を

つくる。発電効率は20％程度で、通

常の発電所に比べたら半分くらいで

すが、温水を自宅で使えるというこ

とで総合効率が8割程度になってい

るというものです。

　さらに、これはまだ市場には出て

いませんが、東京地区ではたぶん今

年度中に発表があるはずの燃料電池
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のコージェネレーションもあります。

これは水の電気分解とちょうど逆の

方式で、水素で電気と熱をつくるも

のです。発電効率はガスエンジン式

よりも高いようですが、値段のほう

もそれなりにまだ高く、来年ぐらい

から実用化されていくことになって

います。

　照明については、電球型の蛍光灯

がお勧め。昔は15Wで60Wの明る

さを得られたのですが、この頃は

12Wで可能です。発光ダイオードが

普及すると、エネルギーの9割ぐら

いを光に転換できるので、非常に発

熱の少ないものもそろそろ出てきそ

うかなという感じです。

　それから、高断熱、高気密にして、

かつ良い室内空気を確保するには、

熱回収型の換気システムが必要にな

ってきます。ところが、正直いって、

これはまだあまりいいものが見当た

りません。6割程しか熱回収できて

いません。ヨーロッパの製品は大体

9割。最高水準は95％の熱回収とい

う熱回収システムもできているよう

です。これが超省エネ住宅をつくる

ときには欠かせない機器になると思

います。

　機器の省エネ性能を後押ししてい

るのが、トップランナー方式。省エ

ネセンターの塞源ネ性能カタログを

みると、製品の種類ごとに高効率の

ランキングがでています。また、省

エネ家電表示というのがあります。

本体価格と10年分の電気代を合わせ

て評価し、AAAからAA、　A、　B、

Cまでランクづけをしてどちらが得

か一目でわかるように表示されてい

ます。機器そのものの発達と同時に、

その性能をいかにユーザーにわかり

やすく伝えるかというのがこれから

の大きな課題と思われます。

自然エネルギーの活用

　エネルギーを獲得する分野では、

太陽光発電の変換効率を各社競って

発達させていっています。集合住宅

や限られた屋根面積で太陽光発電を

利用しようとすると、やはり効率が

非常に重要になってきますが、戸建

て住宅で屋根がたくさんある場合は、

なにも変換効率の一、二を競うので

はなく、キロリットル当たりのコス

ト差で判断すればいいと思います。

　風力発電は、エネルギーを供給す

るというより、どちらかというと環

境教育に役立ちます。目に見えます

ので、エネルギーに対する意識を高

めるという意味で学習効果のある楽

しいアイテムだと思います。

　それから、太陽熱を利用した温水

器は素晴らしいものです。どうして

もっと普及しないかと思うのですが、

一つだけ問題を言うと、太陽光発電

と違って「今日は何キロカロリーで

きたか」がメーター表示されない点

ですね。

　さらに、薪または木質ペレットス

トーブ。ペレットとは木屑を固めた

小さなかたまりで、これを燃すスト

ーブです。木材などバイオマスは、

植物が今の太陽エネルギーを利用し

てつくったものなので、それを燃や

したCO2排出は、温室効果ガスとみ

なされません。温暖化対策として有

効だし、林業の活性化にも役立つと

いわれています。

　あとは、自分で使っているエネル

ギーの評価装置があればいいですね。

いろんなメーターがあり、省エネナ

ビという製品は電気、ガス、水道の

量を感知して知らせてくれるものです。



写真1　改修前の姿

墾毒こN

幾轡

写真2　改修後。南側、屋上テラス整備後

私の行った住宅改修から

　最後に、私の行った住宅改修につ

いてご紹介します。

　約27年経った住宅を購入して、い

まご紹介したような技術を使いなが

ら改修をしてエコ住宅に再生させた

ものです。

　長寿命化させる、健全な材料を使

う、快適性を確保する、無理ネ、自

然エネルギーの活用、自然との親和、

まさに環境共生住宅のコンセプトを

ここでやってみようとしました。外

断熱を採用し、開口部も普通のガラ

スにもう1枚重ね、屋根には太陽光

発電。面積が限られていたので2．7KW

の小さいものです（写真1、写真2）。

　それから太陽熱温水器の設置、雨

水の貯留タンク、中庭だったところ

は室内化して薪ストーブをつけてい

ます。中庭であったところはガラス

で覆って採光し、リビングを広げて

天空光で明るくしました。吹き抜け

のところは障子を開閉できるように

して、対流や輻射熱のコントロール

をしています（写真3）。

冬は薪ストーブにあたるためにテ

ーブルとソファは季節ごとに入れ換

えるようにしました（写真4）。2年後

には屋上テラスを緑化しました。

　今年の夏は関西でも35度を超える

日が何日も続きましたが、私の家の

リビングでは、大体28度でおさまり

ました。もちろんエアコンなしです。

扇風機でまあまあ涼しいという状態

です。

　電力消費は、通常は、月300～

400KW／hぐらいといいますが、わ

が家では190KW／hぐらいにおさま

つています。

　発電のほうが240KW／hあるので、

120％以上電力は自給しているとい

うことになります。そのためには、

不要な照明や電力を消す、それから

電力の消費の小さなトップランナー

を使う、待機電力も徹底的にカット

します。私はガス給湯暖房機のスイ

ッチも切ります。夏の問はほとんど

太陽熱だけですんだので、2ヵ月間

切りっぱなしでした。

　太陽熱給湯は真空管式の温水器が

貯湯槽を兼ねています。天気が良く

十分熱いときは直結で、ぬるいとき

はガスの給湯器で加熱してお風呂と

か洗面所、台所て使うわけで、なん

の不自由もありません。それから太

陽熱給湯の効果を計るため、カロリ

ーメーターといって、流量と温度差

を計るセンサーを取り付けています。

写真3　室内化された中庭

　それで計測したところ、夏はほと

んど太陽熱だけですんでいます。年

間では太陽熱が約6割、都市ガスが4

割で、使うお湯の量を含めた給湯負

荷では標準世帯の4分の1ほどまで下

がりました。月平均の都市ガスの消

費も、標準が50m3のところ37ぐら

いまで減っています。

　炭素排出量については、純粋の排

出というよりは、売幽した電力が、

火力発電所のCO2排出を抑えたとい

う、そういう想定を入れれば、ガタ

ンと減って標準の7分の1ぐらいにな

っています。今年はどうもゼロを達

成しそうです。

　このように、省画ネ技術をいろい

ろ紹介してきましたが、その技術を

使うということだけでなく、自分の

生活スイタル、あるいはその技術が

自分の意識を変えるということもあ

るのです。だからこの両輪がうまく

回ると、浪費しないということの爽

やかさ、自然のリズムに合わせた暮

らしなど、けっこう省エネライフも楽

しいものです。

写真4　冬はストーブを利用
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ここまできた．環境にやさしい住まいづくり
住まい．そして暮らしはどこまで地球環境にやさしくなったか

パネラー

濱恵介氏（大阪ガス研究主幹）
　甲斐徹郎氏（チームネット代表取締役）

善養寺幸子氏（オーガニックテーブル代表取締役）

コーディネーター（司会）

　中上英俊氏（住環境計画研究所所長）

それぞれの環境共生

司会（中上）それでは第2部のパネル

ディスカッションをはじめさせてい

ただきます。まず、新たにご登壇い

ただきました甲斐さんと善養寺さん

からそれぞれ日頃の活動のご様子な

ど含めて、問題提起あるいはご報告

をしていただきたいと思います。

甲斐　いま、家をつくるという行為

がジレンマに陥っていると思います。

昔は、今日のような住宅性能を担保

する技術がなかったため、その住宅

を補うために外部環境と共生するこ

とが必要でした。ところが、高性能

な住宅がつくれるようになると、住

宅は外部に頼らずに一単体で成り立つ

ようになり、外部環境やコミュニテ

ィを必要としない暮らしが実現しま

す。そうして私たちは、豊かさを求

めて住まいをつくっていたつもりが

環境を破壊するという場面を招いて

しまっています。

　それでは、これからはどうしたら

いいかというと、現代の高性能な住

宅価値と伝統的集落に見られた共生

価値とを両立させる必要があります。

そういったことを考えてつくった住

宅をご紹介します（写真1、2、図1）。

　これは15家族でつくったコーポラ

ティブ住宅です。

　中庭に200年を越える大きなケヤ

キの木があるのですが、この蒸散活

動によって生まれる気流の変化が冷

気をつくってくれます。南側の緑は、

外から放射される熱を制御します。

写真1「経堂の杜」（2000年）全景

外の環境を使いこなすことによって

家の中の快適性をつくりあげようと

いう仕掛けです。

　これからは家をつくる場合、個人

個人の単位で、豊かさを求めていく

だけでなく、さらにコミュニティ単

位で追及すれば活用できる環境は、

もっと大きくできるわけですね。そ

ういう観点で、環境共生というもの

をとらえていければいいと思います。

善養下下は都市型環境共生住宅、

アクティブエコ住宅について、わが家

を例にして説明させていただきます

（写真3、図2）。

　わが家では、太陽光発電、太陽温

水器、雨水利用、外断熱工法と建物

の蓄熱性能を利用したエネルギーの

写真2「経堂の杜」中庭

加
羅

図1　熱の制御

難聴轡一�f
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高効率化、さらに生ゴミ処理や、よ

く注目を浴びるのが、合併浄化槽を

利用した住宅での中水利用の再処理

水利用です。

　5トンの雨水タンクがあり、それ

から太陽温水器を通して、お風呂、

台所の洗い二等に使った後、排水処

理したものをトイレの流し水にして

おり、オーバーフローした部分だけ

を外に出します。太陽光発電と非常

用バッテリーによってバックアップ

機能を持たせ、環境共生設備であり

ながら、災害時でも雨さえ降れば、

日さえ射せばお風呂も使えるという

ような防災設備としています。

　ただ、そういう設備を搭載するこ

とが必ずしもエコ住宅とは思ってい

ません。私は住宅の設計がほとんど

ですが、お客様には、地球環境のた

めにエコ住宅を勧めるだけでなく、

得と利便性、心地よさ、それらも含

めた重要性をお話しています。得す

る家をつくるためにはエコ住宅が必

要なんだというようなセールストー

クをします。人間の五感を大事にし

た建築性能をつくっていこうと考え

ています。

　併せて日本の伝統的な技術を応用

した家づくりも進めており、たとえば

屋根の断熱材を厚くするのではなく、

置き屋根で涼しさをつくるというよう

な考え方こそ、建築技術者がやるべ

き行為だと思って取り組んでいます。

　太陽光発電と太陽温水器を設置し

たある住宅は、売電やオール電化の

割引もありますが、冬は24時間全館

暖房しても電気代は1年間で6万円、

水道光熱費全部含めて1年間12万円

を切れており、心地よく住まう環境

もいいけれど財布にもいいというこ

とです。

最近は屋上緑化にも力を入れてお

ります。都会においても自然に触れ

る機会をもつことで、環境に対する

意識づけがかわることがあります。

また、建物の耐火性能を上げれば準

防火地域でも外壁全面板張りにする

ことも可能になってきましたので、

できるだけ国産材を利用できる住宅

もつくっています。

技術と環境

司会技術の変化が環境の変化と呼

応していく場合もあり、逆の場合も

　中上英俊（なかがみ・ひでとし）

（株〉住環境計画研究所所長。1945年岡山

県生まれ。横浜国立大学工学部建築学科卒

業、東京大学大学院博士課程修了。エネル

ギー・地球環境問題、地域問題の専門家と

して日本エネルギー学会理事、ESCO推進

協議会副会長、経済産業省、環境省など各

種委員を歴任。熊本大学客員教授も務める。

卜

　善養寺幸子（ぜんようじ・さちこ）

一級建築士事務所オーガニックテーブル代

表取締役。1966年東京都生まれ。都立工

芸高校金属工芸科卒業。都立品川高等職業

技術専門校夜間部建築製図科を卒業。家族、

健康、環境、省エネルギーにこだわり、独

創的な発想で環境住宅を提案。

あるというお話でしたが、濱さん、

いかがですか。

濱当たり前のことですが、使う人

がその技術を過信しない、技術のよ

さを生かして使うということが大事

ではないでしょうか。ひょっとした

らそれは過剰なものであったりする

かもしれない。本当に自分にとって

必要なのか、いかに役立つのか正し

く理解して取捨選択する必要があり

ます。

　　濱　恵介（はま・けいすけ）

大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所研究

主幹。1944年茨城県生まれ。東京大学工
学部都市工学科卒業。日本住宅公団および

住宅・都市整備公団で、住宅団地・都市住

宅の計画・設計、住環境整備等に携わる。

現在は主としてエコロジカルな住まい・生

活に関する研究活動に従事。

　　甲i斐徹郎（かい・てつろう）

（株）チームネット代表取締役。1959年東京

都生まれ。千葉大学文学部行動科学科（社

会学専攻）卒業。日本マーケティング研究

所を経て95年、チームネット設立。環境共

生住宅を専門分野としてマーケティングコ

ンサルティング活動に従事。NPOエコロジ
ー住宅市民学校を主宰。
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甲斐　私が思うには、技術を否定す

るのではなく、いかにそれを賢くバ

ランスさせるかが重要です。私は、

便利さはトータルなものを徹底的に

分断することからでてきたものだと

思っています。たとえばナノテクノ

ロジーのような細小単位までいって、

それをまた組み上げていくと非常に

便利なものができるわけですね。研

究室で研究したものが製品になって

いくというのは、基本的には分断の

技術だと思うんですね。

　一方で、いかにつながり合ってい

くかということが、豊かさをつくり

あげてきたのではないかと思います。

いまは分断の技術一・辺倒で、それを

寄せ集めさえずれば便利さが満載の

住宅ができるととらえられているよ

うにみえます。環境共生とは、その

便利さを捨てはしませんが、さらに

つながる技術と組み合わせることに

よって実現するのだと思います。

善養寺私の考え方もやはり甲斐さ

んと同じで、私自身もいっぱい設備

満載しているけれど、それは一つの

ツールでしかないと思っています。
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ジーラ幽驚二

心2　水のリサイクル

ですから、太陽温水をただ給湯とし

て使うだけではなく、それが暖房と

のセットになるようなハイブリッド

なかたちがいいなと思います。しか

し、メーカー一社だけに声をかけて

も、それができないのがむずかしい

ところです。もう少しメーカーも柔

軟性があり、そのような組み合わせ

の全体のトータルコーディネートを

やってくれる人たちが必要ではない

でしょうか。

濱　欧米では、電気もガスも同じ会

社で売るのがかなり普通ですね。セ

クションは分かれているかもしれま

せんが、もし、一人の入間が両方売

ってもいいことになると、面白い提

案がでてくるでしょうね。

　それでもやはり、電力なりガスの

売上げをあげたいという気持ちはで

てくるでしょうね。ところがエコ住

宅というのは、まず自然界にあるエ

ネルギーをどう上手に活用するかと

いうのが最初にあって、それが足り

ないところを電気またはガスで補う

というスタンスに立つアドバイスで

ないと、本当のエコ住宅はできませ

ん。まず自然エネルギー、再生可能

なエネルギーが技術的にあって、そ

の次に何を使いますかというクェス

チョンになると思います。それは、

環境負荷の多い、少ないで判断する

のだと思います。

司会エネルギーのことを勉強して

いると、住宅の暖房を開拓したのは

石油会社だったんですね。石油スト

ーブが来たがゆえに、暖房というの

が日本でできたようなものです。そ

ういう意味で、住宅にお湯が出る生

活、給湯の文化を発達させたのはガ

ス会社です。電力会社は、じつは何

もしなかったというのが私の一つの

指摘ですが、しかし電気はどんどん

売れていった。それほど電気は、便

利で使いやすいエネルギーなわけで

すね。これからは、電力会社もたぶ

ん自由化されますから、いろんな意

味で家庭に対する提案があると思い

ます。

建物を長く使うこととは

司会　住宅を大切に長く使っていく

こと、あるいは既存の住宅を改修し、

それにプラスしてエコロジーな生活

を手に入れることも重要ですね。

甲斐新築だけではなくストックを

生かし、そのストックを便利さだけ

ではなく、豊かなものに変えていく

ことは、これからのビジネスチャン

スとしても期待できます。

　ぼくは新しいコンセプトとして、

「エコアップリフォーム」というビジ

ネスを提唱しはじめています。従来、

リフォームというと単に古くなった

ものや使い勝手が悪くなったものを

変えていく発想ですが、それだけで



はなく、環境とのつながりをつくり

だして快適性を高めていくようなリ

フォームをエコアップリフォームと

呼んでいます。室内のモノとしての

価値だけではなく、庭をも自分たち

の生活の場に変えていくような、豊

かな付加価値を生み出していく魅力

的なリフォーム事業が生まれてくれ

ばいいと思います。

濱　日本人はヨーロッパの人に比べ

ると、古いものに対する愛着とか価

値の置き方が、どうも浅いような気

がします。時間が経ったものに敬意

をはらい、風格や長年使いこなされ

てきた確かさなど、そういう非経済

価値に目を向けることも必要ではな

いでしょうか。一方で、まだ使える

ものを捨てたら、経済的な損失やペ

ナルティを課される仕組みも必要だ

と思います、

司会　よく聞く話ですが、日本は新

築着工住宅が120万戸まで落ち込ん

でいながら、人口が倍のアメリカと

ほぼ同じぐらいです。どうしてかと

いうと、アメリカは中古住宅の流通

が300万戸ぐらいあるそうです。日

本は統計上、中古住宅の流通は十数

万戸とか20万戸弱ぐらい。それも流

通しているのはほとんどマンション

です。’戸建て住宅の上物はほとんど

流通価値がなく、更地のほうが高く

売れるというバカな社会です。アメ

リカは大半が戸建て住宅ですから、

住んでる方は常に日頃のメンテナン

スをして、次には高く売らないとい

けないから、章草ネ改修したりペン

キを塗ったりするわけですね。

　国土交通省も、新築はもちろんで

すが、今後は既存の住宅をどう評価

魂遍羅1難鵠鰭麟，属

していくかという方向に大きくその

軸足を変えつつあります。それはビ

ジネスとしても大きなマーケットに

なるはずですし、違った意味で地球

環境にもいい影響を与えるのではな

いかと評価したいわけです。

住み手の意識

司会　人間はむしろ刺激も必要で、

なんでもかんでも適度な居住環境、

適度な温熱環境を与え過ぎることば

かりがいいわけではありません。た

ぶん濱さんのエコライフそれに通ず

るところがあると思うんですが、い

かがですか。

濱完壁に最適気温でいつも保たれ

ていたら、人問の体は、なまっちゃ

ってかえって不健康になるんじゃな

いでしょうか。われわれのご先祖様

は、きびしい冬と暑い夏に耐えて生

き延びてきた、われわれその遺伝子

をもって体のなかのリズムができて

いるわけですから、年中最適気温で

ある必要はまったくないと思ってい

ます。むしろ、少ないエネルギーで、

そこそこの快適性というのに私は賛

成です。

善養寺冷房が寒過ぎるほどではな

いとサービスの悪い店と言われる勘

違いしているのか、やたら効かせて

いるお店があります。そのようなお

店の冷暖房温度を規制して欲しいほ

どです。

甲斐　もう一度われわれの身体感覚

に基づいて、なにが快適なのかとい

うことを考えたほうがいいと思いま

す。昔の家というのは、気温でコン

トロールするのではなく、身体感覚

的に涼しさというものを、つくりあ

げてきました。そういうことが重要

ではないでしょうか。

司会昔の家のつくり方というのは、

いまみたいにエネルギーが使えるわ

けじゃなく、設備もありませんから、

極力自然と折り合っていこうという

つくり方で、しょうがない時は我慢

するわけですが、裏返せばそこにい

ろんなヒントがあるはずです。東京

ではマンションの最上階とか角の家

が人気ですが、熱的にいうと一番悪
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い、弱いところですから、きちっと

屋上断熱ができてないと、天井の温

度が36～38度1あるところはいつぱい

あると思います。

信連寺屋上緑化をやると、2階より

3階のほうが涼しいケースも起こり

ます。

西夏の家がよかったということじ

ゃ決してないですが、学ぶべきこと

がいくつかあった。

　ひとつは、材料がすべて循環型で

あったということ。とくに木材と土、

藁、茅、紙。燃える、腐るという非

難はあったけど、永遠に続き得る居

住のあり方が昔の民家にはあった。

それをどう現代に生かすかという話

がひとつ。

　それからもうひとつは、家の中に

火が重要な位置を占めていたという

ことです。囲炉裏なりかまどなりで、

火は煮炊きの熱源であり、明かりで

もあり、そこに人が集まる中心であ

った。それをもう一度現代の家に取

り戻したいなと思います。

　さらに、資源の乏しい時代でした

から、倹約の精神が徹底していて、

無駄のない暮らしをしていたこと。

いまさらその暮らしに戻るというわ

けではないですが、現代の技術を使

った高性能の家で、昔の倹約型のラ

イフスタイルをちょっと思い出すこ

とで、その効果がもっと高められる

と思います。それにはやはり歴史に

学んで、もっと先人の知恵を知って

賢い暮らし方をすることが大切です。

環境とビジネス

司会最後に、言い残したこととか、

これだけは今日言っておきたかった
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ことがございましたらお願いします。

濱地球環境問題は、目に見えない

ために、実感しづらい点があります。

ひとつの方法として、自分の家でど

れくらいエネルギーを消費している

かチェックしてみることがあります。

きちんと伝票を見るのでも、メータ

ーを自分で読むのでもいいですが、

それが手始めになると思います。そ

ういうことをきっかけに、それぞれ

の人が環境意識を高めるのが良いで

はないでしょうか。そして、家づく

り、暮らし方で行動すること。一種

のホビー、家遊びといってもいいか

もしれない。そのようにエコ住宅、

エコ生活を楽しむようになって欲し

いと思います。

甲斐　どうも今の時代は、便利なも

のの「足し算」競争をしているよう

に思います。どの企業も差別化しよ

うと、常に他社にはない新たな便利

なものを付け足そうと模索しています。

　この競争をユーザーの側から見る

と、小さな差異を強調しあっている

ようで、どれも似たり寄ったりだと

認識されがちです。そして、結局の

ところ、価格で判断されることが多

くなります。結果として、この「足

し算」競争では、企業は互いに利幅

を落とすことにつながります。たと

えば、太陽光パネルも単なる「足し

算」としてつけられているのでは、

価格で評価されてしまい、競争力の

ある魅力とはならないのです。

　これからの時代は、「便利さ」と

「豊かさ」を追求することが求めら

れると思います。「便利さ」は「足

し算」によって、「豊かさ」は「か

け算」によって生まれます。「豊か

さ」は、「住宅」と「環境」とが

「かけ算」のようにつながりあうこ

とで生まれるのです。

　この「かけ算」価値は、完結した

「商品」の枠を跳び越して、庭や街

の環境と関係しあうことで増大しま

すので、先の「足し算」価値と比べ、

圧倒的に大きな価値を創造するはず

です。そして、「かけ算」による「豊か

さ」づくりは、これからの企業にとって

の大きな競争力になると思います。

孝養寺　共感するものや癒しを与え

てくれるものには対価を支払うこと

で、新たなマーケットが広がってい

くのではないでしょうか。住宅メー

カーでは「何しDKが欲しいのです

か」いうところがら話がスタートし

がちですが、私の事務所では、「も

う間取りの話はやめましょう」、「普

段、なにしているのですか」、「ご趣

味は？」というようなところがらお

話しを始めます。そうするとユーザ

ーはホッとしたりします。私たちは、

ハコをつくるのではなく、そこに住

まう人の心をつくりたいと思ってい

ます。それがサービスとして提供さ

れれば、ほかとの差別化ができるは

ずですし、技術は痒いところを掻い

てあげる程度。シンプルだけどそう

いうものをつくれることができれば

と思います。

　京都議定書が発効された今後、さ

まざまビジネスチャンスが広がって

いく、そのような面白い時代だと思

っています。

司会　ありがとうございました。
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