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省エネ住宅の最新動向と課題

芝浦工業大学建築学部建築学科教授 秋　元　孝　之

１.はじめに

人口減少によって、国内の住宅市場が
縮小し、新築住宅着工数が漸減傾向にあ
る。すべての ZEH（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ハウス）ビルダー／プランナー
登録者が宣言した目標通りに新築の ZEH
を供給したとしても、新築住宅全体の過
半数を ZEH 化するには随分足りないとい
う試算もある。この状況を打破するため
にも、実績が少ない登録 ZEH ビルダー／
プランナーの活躍が望まれる。同時に
ZEH ビルダー／プランナー事業者の更な
る登録拡大も進める必要がある。検討が
始まった集合住宅については、その ZEH
のあり方やその普及施策が課題となって
いる。非住宅の建物におけるゼロエネル
ギー化に伴う課題と同様だが、延面積と
屋上面積の関係上、低層の集合住宅でな
ければ正味のゼロエネルギー化を実現す
ることが難しい。また一言で集合住宅と
いっても、その規模（低・中・超高層）
や形態（分譲・賃貸）、専有部と共用部
の扱い、住戸評価と住棟評価の関係、等
の違いがあることに留意する必要がある。
本稿では、ZEH のロードマップ検討とそ
の後の動向、集合住宅における ZEH の定
義等について紹介したい。

２. ZEH のロードマップ検討
とその後の動向

民生部門は最終エネルギー消費の３割
を占め、他部門に比べ増加が顕著である
ことから、徹底的な省エネルギーの推進
がわが国にとって喫緊の課題となってい
る。また、東日本大震災における電力需
給の逼迫や国際情勢の変化によるエネル
ギー価格の不安定化等を受けて、エネル
ギー・セキュリティーの観点から、建築
物や住宅のエネルギー自給（自立）の必
要性が強く認識された。これらの目標達
成に向けたロードマップを作成すべく、
ZEH の現状と課題、並びにそれに対する

対応の方向性の検証・検討を実施するこ
とを目的として、2015 年４月に ZEH ロー
ドマップ検討委員会が設置され、同年
12 月には ZEH の統一的な定義を定め、
2020 年の普及目標をより具体化すると
ともに、その達成に向けたロードマップ
が公表された。また、自社の ZEH（Nearly 

ZEH を含む）が占める割合を 2020 年度
までに 50％以上となる ZEH 普及目標を
自社のホームページや会社概要などで公
表して、これの実現に努めることが要求
される ZEH ビルダー／プランナー登録制
度（2018年４月現在、約6,400社の登録）
が創設されており、国の補助制度におい

図－１　戸建住宅におけるZEHの定義

資料：ZEHロードマップ検討委員会とりまとめ，2015年12月

図－２　ZEH普及に向けたロードマップ（フォローアップを受けた更新・簡易版）

資料：ZEHロードマップフォローアップ委員会とりまとめ（案），2018年３月
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ルギー消費性能計算プログラム（住宅版）
では、高い省エネ性能の評価が得られに
くいことも想定される。

４.集合住宅における ZEH の
定義の基本的な方向性

集合住宅における省エネ性能の評価に
ついては、「住棟」全体で行う場合と、「住
戸」ごとに行う場合との両方がある。前
者は共用部を含む建物単位での省エネル
ギー化を推進する観点から建築物省エネ
法におけるエネルギー消費性能基準への
適合性評価等で用いられている。一方、
後者は入居者の参考に資する観点での有
用性から住宅性能表示制度等で用いられ
ている。このことを踏まえると、集合住
宅における ZEH の定義を検討するに当
たっては、両者を併存することが望まし
い。したがって、住棟単位（専有部およ
び共用部の両方を考慮）と住戸単位（各々
の専有部のみを考慮）それぞれについて、

図－３　戸建・集合別の住宅着工戸数の推移
資料：国土交通省（住宅着工統計）

図－４　分譲・賃貸別の集合住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省（住宅着工統計）

て活用されている。その後も 2017 年７
月には、戸建住宅における ZEH の自立普
及に向けた課題と対策を検討するための
ZEH ロードマップフォローアップ委員会
が設置されている。2017 年９月に集合
住宅における ZEH ロードマップ検討委員
会も設置され、ZEH の事例が出始めた集
合住宅（分譲・賃貸）における 2030 年
の施策目標の実現に向けた課題と対策を
検討してきた。図－１に戸建住宅におけ
る ZEH の定義、図－２に ZEH 普及に向け
たロードマップ（フォローアップを受け
た更新・簡易版）を示す。

３.集合住宅を取り巻く状況

2009 年度以降は戸建住宅の着工戸数
に比べ、集合住宅の着工数は着実に伸び
ており、良質なストックの形成の観点か
らも、集合住宅における質の向上が重要
となる。集合住宅の着工戸数の内訳をみ
ると、分譲集合住宅は概ね横ばい傾向で
あり将来的にも一定の需要が見込まれる。
また、賃貸集合住宅は増加傾向にあるこ
とから、マーケット維持や入居者の快適
性向上のためにも、付加価値の向上が必
要となる。図－３に戸建・集合別の住宅
着工戸数の推移、図－４に分譲・賃貸別
の集合住宅着工戸数の推移を示す。

一次エネルギー消費量をネット・ゼロ
とする ZEH を目指していく上では、再生
可能エネルギーの導入が不可欠となるが、
特に高層の集合住宅においては、延床面
積に比べて、太陽光発電パネルを設置す
るための屋上面積等が限られることから、
物理的に ZEH の実現が困難なケースが想
定される。太陽光発電システムは、特に
中高層以上の集合住宅において、架台が
高価となる傾向があり、太陽光発電の設
置により屋上面の防水加工に手間を要す
る等の理由によって、現状では普及が進
んでいない。また、建物の高さ制限の観
点からパネルの設置角度が抑制され、最
も発電効率がよい角度で設置できない
ケースも想定される。屋上に設置される
太陽光発電の水平投影面積が、建築面積
の８分の１超の場合、建築基準法上の最
高高さに太陽光発電分も含まれ、高さ制
限の対象になるため、例えば理想の設置
角度は約 30 度であるにも拘らず、約５
度とせざるを得ない等のこともある。将
来的に、屋上設置型以外での太陽光発電
パネルが普及すれば、再生可能エネル
ギー量は増加する余地があるが、壁面設
置型や手すり設置型は、設置費用や発電

効率、光害、強度等の観点から普及が進
んでいない。

近年の新築集合住宅では、ペアガラス
（都心部では Low －Ｅペアガラス。一部
防音が必要なところは二重窓）は標準仕
様になっており、追加的な断熱材の付加
や高断熱サッシ等の導入により、省エネ
率 20～ 30％は達成可能との意見がある。
一方で、屋上階・角住戸、ピロティ直上
住戸等は外皮の断熱性能の確保が比較的
困難となる。超高層の集合住宅について
は、耐風圧対応の観点から導入可能な高
断熱サッシ（樹脂、アルミ樹脂複合等）
のラインナップが限定的であり、コスト
との見合いから高断熱サッシが導入され
ないケースも想定される。また、防火地
域等に建築される集合住宅については、
耐風圧と同様、防耐火にも対応した高断
熱サッシが限定的という課題がある。ま
た、設備面について、床暖房のニーズが
少なからず存在する一方で、現行のエネ
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集合住宅における ZEH の定義を検討する
必要がある。尚、建築物省エネ法第７条
に基づく省エネ性能表示（BELS 等）にお
いては、集合住宅の住棟単位および住戸
単位のいずれでも評価が可能である。住
棟単位で一次エネルギー消費量を正味で
ゼロとする戸建の『ZEH』や Nearly ZEH
相当を目指していく上では再生可能エネ
ルギーの導入が不可欠となるが、特にタ
ワーマンションをはじめとした高層の集
合住宅においては、太陽光発電設備を設
置するための屋上面積等が限られること
から、その実現は困難なケースが想定さ
れる。そのため、定義を戸建の『ZEH』
や Nearly ZEH 相当のみとした場合、特
に高層の集合住宅において ZEH の実現が
困難となり、外皮の強化や省エネ性能の
向上を含めて業界関係者のモチベーショ
ンを低下させる可能性が懸念される。一
方で、逆に代替手段等を広く認める定義
とした場合、集合住宅における ZEH に関
する政策目標や施策そのものの省エネ政
策上の意義が低くなることが考えられる。
このことから、政策的な意義と集合住宅
における ZEH の実現可能性のバランスに
配慮した定義が求められる。住戸単位で
戸建の『ZEH』や Nearly ZEH 相当を目指
していく上では、太陽光発電設備の各戸
への配分方法を工夫することで、一部の
住戸でこれらを目指すという選択肢も考
えられる。この際、一括受電契約の場合
における各戸への再生可能エネルギーの
配分方法に関する評価方法を検討する必

要がある。
こうした背景のもと、集合住宅におけ

る ZEH の定性的な定義については、戸建
住宅の定義を踏襲することが提案されて
いる。そして前述のとおり、政策的な意
義と入居者の参考に資する観点での重要
性に鑑み、住棟単位（専有部および共用
部の両方を考慮）と住戸単位（各々の専
有部のみを考慮）の両方について、それ
ぞれ以下の通り集合住宅における ZEH の
評価方法を定めている。なお、８地域に
ついては、他地域と異なる気象条件にあ
ることから、集合住宅における ZEH のあ
り方に関する検討が別途必要である。
・「住戸」と「住棟」のZEH評価は、独

立して行うものとするが、評価結果
が混同しないよう、住棟ZEHを別名称
（ZEH-M等）とする。

・住棟全体での高断熱化や高い省エネの
追及や、BELSの評価方法との連動性を
考慮し、住棟ZEHの評価は下記の通り
とする。

強化外皮基準：共用部除く、全ての住戸
なお、強化外皮基準は、戸建住宅のZEH
の定義と同様に、１～８地域の2016年
省エネルギー基準（ηＡＣ値、気密・防
露性能の確保等の留意事項）を満たし
た上で、ＵＡ値１・２地域：0.4Ｗ/㎡
Ｋ相当以下、３地域：0.5Ｗ/㎡Ｋ相当
以下、４～７地域：0.6Ｗ/㎡Ｋ相当以
下

省エネ率(BEI)：共用部含む、住棟全体
一括受電の太陽光発電の評価上の扱い
は、BELS の運用に準じる。
住戸に優先的に配分（住戸の延面積で
按分）
住戸で余剰が発生した場合、共用部に
配分

また、集合住宅における ZEH の実現可
能性のバランスに配慮して、住棟単位お
よび住戸単位それぞれについて、表－１
のように定義と目指すべき水準を定めて
いる。住棟単位の定義には『ZEH-M』、
Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M 
Oriented があり、住戸単位の定義には
『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH 
Oriented がある。１～３階建てにおいて
目 指 す べ き 水 準 が『ZEH-M』、Nearly  
ZEH-M、『ZEH』、Nearly ZEH、４～５階建
てにおいて目指すべき水準が ZEH-M 
Ready、ZEH Ready、６階建て以上におい
て目指すべき水準が、ZEH-M Oriented、
ZEH Oriented である。図－５に集合住宅
における ZEH の評価イメージを示す。全
住戸で強化外皮基準を満たすことができ
なければ、ZEH-M とは評価されないこと
になる。

表－１　集合住宅におけるZEHの定義と目指すべき水準　

注１）❶住棟または住宅用途部分と❷住戸のZEH評価は、独立して行うものとする。
注２）強化外皮基準は、１～８地域の平成28年省エネルギー基準（ηＡＣ値、気密・防露性能の確保等の留意事項）を満たした上で、ＵＡ値１・２地域：0.4Ｗ/㎡Ｋ相当以下、
　　　３地域：0.5Ｗ/㎡Ｋ相当以下、４～７地域：0.6Ｗ/㎡Ｋ相当以下とする。

注３）一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明（その他の一次エネルギー消費量は除く））、
　　　共用部は非住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明、昇降機（その他の一次エネルギー消費量は除く））とする。
注４）再生可能エネルギーの対象は敷地内（オンサイト）に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める。（但し、余剰売電分に限る。）
注５）❶住棟または住宅用部分（複合建築物の場合）では、建物高さに応じて、目指すべきZEH-Mの水準を設定している。３階建以下については、同様の高さでの戸建住宅が実態上存在するこ

と等を踏まえ、『ZEH-M』またはNearly ZEH-Mを目指すものとしている。また、４階建以上の集合住宅の中でも、特に高さ20ｍを超える集合住宅（６階建等）には、建築基準法56条（隣
地斜線制限）や避雷設備設置基準等の対応が求められ、屋上面での再生可能エネルギーの導入に影響する可能性があることから、４階以上５階建以下については、ZEH-M Ready、６階建
以上についてはZEH-M Orientedを目指すものとしている。

資料：集合住宅におけるZEHロードマップ検討委員会とりまとめ（案），2018年３月）
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５.おわりに

集合住宅における ZEH の定義が定めら
れたが、今後、その普及拡大を目指すた
めには、意思決定者である建築主や入居
を検討する者が、その存在や便益を認知、
理解するという動機付けがが不可欠であ
る。光熱費削減等の効果のほか、高断熱
化による快適性・健康性の向上が考えら
れ、創蓄連携設備の導入による防災・減
災性能の向上等に取り組む事業者も存在
するが、これらの便益は建築主や入居者
に十分に理解されていない。さらには、
立地が重視される市場において、周辺相
場との関係から ZEH を実現するための追
加コストを販売価格や家賃等に上乗せす
ることが、現状では難しい状況にある。
また、環境・省エネ性能に優れた住宅の
支援制度やラベリング制度等が数多く存
在することから、入居を検討する者に
とっては、それらの違いがわかりにくい
可能性も考えられる。加えて、賃貸集合
住宅においては、建築主である個人事業
主やデベロッパー等が ZEH に係るコスト
を負担する一方、その便益は主に入居者
に享受されることから、建築主に対する

動機付けの検討が必要である。
近々、集合住宅を対象とした ZEH 支援

事業も行われる予定であり、その際には
新たに策定した ZEH-M の定義が用いられ
ることになる。戸建住宅における ZEH ビ
ルダー／プランナーと同様に、集合住宅
を供給するデベロッパーを集合住宅 ZEH
デベロッパーとして登録する新たな制度
も検討されている。戸建住宅における
ZEH についても、住宅のさらなるエネル
ギー消費量削減と再生可能エネルギーの
利用拡大を目指した ZEH+ や、分譲建売
住宅のプロジェクトも、従来の ZEH に加
えて新たに ZEH 支援事業の補助対象とな
ることになった。課題もまだ山積してい
るが、日本国中でまさに ZEH 化の大きな
うねりが生じている。

図－５　集合住宅におけるZEHの評価イメージ

資料：集合住宅におけるZEHロードマップ検討委員会とりまとめ（案），2018年３月


