「ゼロ・エネルギー・ハウス」
宇 宿 展 示 場 完 成！

齋 藤 恭 誠

至宇宿

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

原子力発電の停止以来︑電気
料金の値上げが現実の問題に
なっています︒このままオール
電化住宅を続けていって大丈夫
なのだろうか？と言う問題は︑

オール電化住宅で大丈夫
なのだろうか？

太陽光発電や太陽熱給湯の他
に︑一般住宅で使用できる有力
なエネルギー源は︑エネファー
ムでおなじみの燃料電池です︒
都市ガス・LPガス・灯油など
から︑改質器を用いて燃料とな
る水素を取り出し︑空気中の酸
素と反応させて発電するシステ
ムで︑発電時の排熱を給湯に利
用します︒現在の標準機種の出
力は︑発電出力750〜
1000W程度︑排熱出力
1000〜1300W程度です︒
エネファームの導入には︑太
陽光発電と同様に補助金がつい
ていますが300万円と︑まだ
実用段階とは言えないレベルで
すが︑近い将来には80万円程
度を目指しているようです︒

都市ガスやLPガスを燃料と
してガスエンジンで発電を行い︑
その際に発生する排熱を給湯に
利用する家庭用コージェネレー
ションシステムがエコウィルで

エコウイルは魅力的？

我々︑住宅を供給する側にして
も大きな問題です︒
しかし現在は︑原子力発電の
多くが停止していますが︑少な
くとも今後 年間は︑原子力発
電は順次稼働していくわけです
から︑現在のオール電化の流れ
は変わらないと思われます︒
再生可能エネルギーと併用し
ていくことになりますが︑ガス
や石油はそのまま燃料として使
用されることはますます少なく
なり︑ガスや石油は電気を造る
コージェネレーションの燃料と
して使用され︑家庭にはあくま
でも電気に変換されて供給され
ますから︑住宅の造り用は︑今
まで通りオール電化にしておく
必要があるようです︒

家庭用コージェネシステム

その違いを展示場でご確認下さい。

す︒ガス給湯器と同じように必
要な時に即座に大量の熱湯が供
給可能な事と︑発電時の排熱を
有効利用して給湯するため︑二
酸化炭素排出量が少なく環境に
も優しいこと等がメリットに
なっています︒
エコウィルは︑ガス給湯器
メーカーが開発した給湯器ユ
ニットと︑本田技研工業が供給
する発電機ユニットからなるシ
ステムで︑仕組みはエネファー
ムなどよりも簡単ですが︑過渡
期のシステムとしては︑非常に
魅力的で過去に﹁省エネ大賞﹂
会長賞︵平成 年度︶︑エコプ
ロダクツ大賞推進協議会会長賞
︵平成 年度︶などを受賞して
いるシステムです︒価格的にも
万円︑設置費用 万円程度で︑
補助金もエコキュートやエコ
ジョーズなどの倍以上の補助金
がついています︒都市ガスやプ
ロパンガスの使用をいとわない
のであれば家庭用コージェネシ
ステムのエコウイルは導入を考
えてみる価値があるシステムで
はないかと思います︒

◎松下孝建設が、
国交省
「ゼロ・エネルギー・ハウス」
と同じ創エネ設備を採用した場合。

創エネ
（42〜54GJ）ー設備機器（15〜20GJ）=27〜34GJ

※27〜34GJの売電が可能です。またその分、創エネ設備を減らすことも
できます。全て売電に回すと下記のようになります。
〜

27GJ=7,500.6kWh （売電42円） 315,025円／年

34GJ=9,445.2kWh （売電42円） 396,698円／年

※上記表示されている数値は実測値ではなく、
あくまでも計算値です。
居住者の人数や住宅の使い方によって、エネルギー消費量は
大幅に異なります。参考値としてご覧頂ければ幸いです。

コージェネ・スマートグリッ
ドが地域電力の要に︒
即戦力として家庭で使用可能
なエネルギー源を述べてみまし
たが︑その他にも小型風力発電
や山間部では︑小水力発電など
も優れた設備が開発され始め︑
今後の有力な発電源になること
と思われます︒
更に木材チップや家畜の糞尿
もバイオマス燃料として有力で
すが︑これを一般家庭向きにす
るためには︑地域分散型発電が
最も有力な手段になります︒既
にスマートグリッドビルやスマ
ートグリッドタウンは始まって
いますが︑地域的な電力供給網
であるスマートグリッドとコー
ジェネシステムが合体した地域
共同体型のコージェネ・スマー
トグリッドの時代になることが
予測されます︒
太陽光発電や小水力︑小風力︑
バイオマスやエネファーム︑エ
コウイルなど︑地域で造られる
様々な再生可能エネルギーを次
世代電力網であるスマートグリ
ッドで結んで︑地域ごとに運用
する小規模のコージェネ発電シ
ステムと結び︑燃料電池等に余
剰電力を蓄えて供給するシステ
ムが︑脱原発時代の再生エネル
ギー供給網になるのではないか
と考えられます︒
2020年からは︑省エネル
ギー基準の義務化も開始される
ように︑地球環境を守るために
も︑脱原発を推し進めるために
も︑住宅性能が今までのように
ザルのような︑エネルギー垂れ
流し状態の住宅では全く論外で
す︒省エネルギーで暮らすこと
が可能な本格的なエネルギー自
給自足住宅を是非︑松下孝建設
の展示場で体感してください︒

0120-079-089

他社 28〜36GJ ー 松下孝建設 15〜20GJ ＝ 住宅性能差 13〜16GJ
※計算上ではこの分 +αになります。

▼いつまでたっても決められ
ない内閣は︑消費税と尖閣の国
有化だけは早々に決めてしまう
ものですから︑国民と中国を起
こらせて︑大変なことになって
います︒原子力に頼らない電力
供給を目指すと一旦は︑原子力
発電の全面廃止を宣言した野田
内閣でしたが︑いつの間にかズ
ルズルと後退し︑何が何だか判
らない結論になってきました︒
どの様に決着していくのかは
判りませんが︑いずれも穏便な
方法で早期の収束を祈ります︒
▼今年もまた猛暑で大変でし
たが︑暑 さ 寒 さ も 彼 岸 ま で と い
うように︑秋彼岸の入りになっ
たとたんに猛暑が和らぎ︑一時
涼しい風が吹きました︒遅れば
せながら彼岸花
も咲き始め
ています︒
彼岸花は︑
中国から
稲作と共
に伝来し
てきたよう
で︑球根に
毒があるため
田んぼの土手
にネズミやモ
グラよけに植え
られたようです︒彼岸花の由来
は︑食べたらあの世︵彼岸︶と
いう説もあります︒猛毒の球根
は︑水溶性毒で水に長時間さら
すと食べられることから救飢植
物として大切に植えられて来ま
した︒仏典などに出てくる曼珠
沙華と同じように言われますが
彼岸花と曼珠沙華は︑微妙に異
なるようです︒

□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！

(※実測値ではありません。計算参考値です。)

これが住宅性能の差
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原子力発電を止めた場合の電力供給は︑
どうなるの？

再生可能エネルギーにはどんな
ものがあるのか？
最も一般的なものは︑太陽光
発電です︒太陽光発電は︑政府
の補助金制度でかなり普及して
きましたが︑発電効率や寿命も
長くなり︑技術革新も進んで家
庭で採用しても元が取れる実用
化段階を迎えています︒
国の住宅政策が2030年ま
でに﹁ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス﹂まで引き上げら
れることが決まり︑今後も太陽
光発電は︑再生可能エネルギー
の基本的な設備になります︒
更に同じ太陽光を活用する太
陽熱給湯器と組み合わせること
で︑住宅性能が高性能であれば︑
エネルギーを自給自足できる
﹁ゼロ・エネルギー・ハウス﹂
も可能になります︒
政府が脱原発の梶を明確に切
るならば︑再生可能エネルギー
の本格的な開発競争が始まり︑
産業の活性化にも弾みがつくも
のと考えられています︒
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◎松下孝建設の場合、
創エネで必要となるエ
ネルギーは設備機器で
使 用 さ れ る 2 2 ％（ 1 5
〜20GJ）のみです。
国交省の「ゼロ・エネ
ルギー・ハウス」と同
じ創エネ量が確保でき
るとして計算すれば、
27〜34GJの+α（ア
ルファ）になります。

は機械力に頼る「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」です。

100

56％減

78

15

◎松下孝建設の場合、躯体設計
でのエネルギー削減率は56％
減を目指しています。
その根拠は、展示場の躯体構造
を「 次 世 代 省 エ ネ ル ギ ー 基 準 」
（北海道基準の温熱環境等級4
以上に性能アップ）を行って躯
体構造のゼロ・エネルギー化を
目指しています。
エネルギー使用量は設備機器の
（15〜20GJ）のみの消費を目
指しています。

国土交通省の「ゼロ・エネルギー・ハウス」の場合は、実質的に

売電可能
躯体設計

（創エネ・42〜54GJ/年)

22％減
消費量

住宅性能で消費エネルギーをゼロに近づけることです。自家
消費量

%減
(70〜90GJ/年)

(0 GJ/年）

建設が目指す本格的な「ゼロ・エネルギー・ハウス」です。
消費量 (15〜20GJ/年)

太陽光発電、太陽熱温水器
地中熱利用 等

売電のほか電気自動車の充電等、余力のある住宅こそ松下孝

％減 (15〜20GJ/年)

０

発電した電力を自分の住宅で全て消費してしまうのではなく、

＋ 発電量の78％が ＝

設備機器
%
(70〜90GJ/年)

左図は自立循環型「ゼロ・エネルギー・ハウス」の概念図です。

+α
創エネ(発電)効果
一次
エネルギー
消費量

省エネ効果

22
一次エネルギー創出量
一次エネルギー消費量
消費量
％減 (15〜20GJ/年)

100

国土交通省の「ゼロ・エネルギー・ハウス」との大きな違いは、

松下孝建設の
「ゼロ・エネルギー・ハウス」
は住宅性能で≠0
一般住宅

16

検索

社
■本

●NTT
ひろき保育園
●

至広木農協前

鹿児島県鹿児島市田上町4247-5 宇宿モデル

オール電化で大丈夫なの︑
判っているようで判らない未来の電力事情︒

松 下 孝 行
編集責任
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松下孝建設

自立循環型

再生可能エネルギーの将来性について︒

■松下孝建設、
自立循環型
「ゼロ・エネルギー・ハウス」
の概念■
80
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◆2009年：
【ハイブリッド・エコ・ハートＱ】
優秀賞・地域賞

ホルムアルデヒドとは何か？

︼

太陽光発電６ｋＷは︑
大正解でした︒︒

どうして６ＫＷも太陽光発電
を乗せることになったのです
か？とお聞きすると︒
﹁初めは太陽光発電を乗せる
計画は漠然としか︑思っていな
かったのですが︑設計士さんの
話を聞いている内に︑太陽光を
乗せたいと言うことになったの
です︒﹂と奥様︒
﹁この住宅は︑主人の趣味の
関係で︑オール電化ではないん
です︒たまに料理を造ることが
主人の趣味で︑子育て中の私も

助かっているので︑オール電化
を勧められたのですが︑ガスレ
ンジは︑絶対に譲れないという
主人の意見を入れました︒とこ
ろが太陽光発電を屋根に目いっ
ぱい取り付けたいという主人の
意見につきあってしまいました
が︑今では大正解だと思ってい
ます︒﹂と奥様︒
﹁今月の売電価格は︑３万円
程度だと思います︒ガスと電気
の光熱費を入れても夏の場合は︑
月額１万円を切っていますから
売電の方が 万円以上も上回っ
ています︒天候の関係でコンス
タントに３万円とは行きません
が︑冬でも光熱費と売電の関係
は︑売電の方がプラスになって
いますから︑我が家は︑エネル
ギーの自給自足を貫いています︒
イニシャルコストも安くはな
かったのですが︑売電価格が
円だと松下孝建設の住宅性能で
鹿児島だったら充分に元が取れ
るはずです︒と言う設計士さん
のアドバイスを聞いて︑それに
小さな子供達がいるので︑住宅
掛けててみたわけです︒大きな
は散らかっていますが︑こじん
アクシデントでもない限り︑十
まり︑まとまった暮らし方より
分採算がとれると思います︒
元気いっぱい︑住宅全体を走り
オール電化にしなかったのも︑ 回 っ て く れ て い た 方 が 良 い と 思
ガスレンジはいつでもＩＨに交
っています︒たまに両親が訪ね
換できますから︑多少の我が儘
てきますが︑冬も夏も寒いとか
は大丈夫でしょう︒と言うこと
暑いとか一切言わないで︑長居
でレンジの他は︑エコキュート
し
て
いますから︑快適な住宅だ
や高効率エアコンを選択してい
か
ら
なのかしら︑と一人納得し
ますから︑すぐにでもオール電
て
い
ます︒﹂と奥様︒
化が可能なんです︒﹂とご主人︒
﹁通年でバイクを乗っていま
すが︑玄関を開けると冬は︑ホ
ッとする暖かさで︑夏は適度な
この住宅は︑将来が
冷房で︑我が家に帰ってきたと
楽しみな住宅です︒
いう感じがします︒この家はと
ても落ち着ける家です︒﹂とご
主人︒
お友達が住宅を建てるとした
ら︑松下孝建設の住宅をお勧め
できますか？とお聞きすると︑
﹁勿論お勧めできますよ︒﹂と
お二人のお応えでした︒三人の
元気なお子様に囲まれ︑笑顔が
絶えない素敵なお宅でした︒

﹁この住宅に住んでから︑夏も
冬も温度のストレスが感じられ
ないので︑とても快適に暮らし
ています︒以前の住宅でしたら︑
冬の朝は寒くて大変だったので
すが︑子供達も快適な温度環境
で暮らしているせいか︑めった
に風邪も引かないで元気です︒

Ｉ邸のご家族

リビング

を促す。２.室内気候の抑制・高温
多湿にして放散を増加。３.ベーク
アウト・一定期間室内を暖める
（30℃以上）放散促進などの方法
がとられてきましたが現在では、
有害物質を使用しない方向に変化
してきています。それが建築材料
を再び自然素材へ転換しようとす
る流れです。

ホルムアルデヒドが問題となる
のは、構造用合板や集成材、家具
など、多くの住宅設備の主要な接
着剤として使用されてきたことで
す。主なものは、ユリア樹脂・メ
ラミン樹脂・フェノール樹脂など
です。さらに断熱材のグラスウー
ルの構成要素の一つである尿素に
も含まれ、ビニールクロスの柔軟
化学物質の発ガンプロセス？
剤（可塑剤）にも含まれています。
化学物質が発ガン性を持つプロ
これらは全て、新建材といわれる
セスは、イニシュエーション作用
もので、住宅の普及と共に自然素
（作る作用）ある化学物質が遺伝
材を駆逐する勢いで大量に使用さ
子に結合して突然変異を起こすよ
れてきました。
うな働きと、プロモーション作用
■ホルムアルデヒド濃度の人体への影響 表-2
（促す作用）それ自体には発ガン
濃度（
濃度（ppm）
ppm）
人体への影響
性がないのに発ガン物質と結びつ
いて細胞の増殖反応を促すという2
0.05〜0.06 臭気を感じる境界置
パターンが考えられています。特
50 ％の人が臭気を感じる
に発ガン性が強い危険物質として
0.1〜0.2
粘膜への刺激
は、以下の7物質が挙げられます。

2.0〜5.0

目や気道に強い刺激
くしゃみ、咳、催眠作用

10.0〜

上記刺激が強くなり
呼吸困難に

50.0〜

肺炎、肺水腫を起こし死亡

VOC(揮発性有機化合物)とは何か？
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◆20１0 年：
【ハイブリッド・エコ・ハートＱ】
特別賞・地域賞

ホルムアルデヒドは、WHO（世界
保健機関）でも、急毒性が強く突
然変異性（遺伝子の遺伝情報に突
然変異を起こす作用）が強い物質
として最も危険な化学物質のリス
トに入れられています。

2

こ

最近よく耳にするVOC(Volatile
Organic Compounds)とは、ホル
ムアルデヒドを始めとする揮発性
有機化合物の総称です。その他の
室内汚染化学物質で揮発性の比較
的に低い物質、沸点240〜400℃
くらいで主要物質DOP・DBP・
DIDP（殺虫剤や難燃剤）をWHO
では、SVOC(半揮発性有機化合物)
と分類し、沸点380℃超の揮発性
の物質で主要物質が木材保存剤・
シロアリ駆除剤・殺虫剤・ハウス
ダストなどをWHOでは、POM(粒
子状有機物質)と分類しています。
その他の室内汚染物質としては、
ハエや蚊の駆除剤として使用され
る農薬系化合物や抗菌剤、防カビ
剤、防藻剤等に含まれる化学物質
自動車の排気ガスなどに含まれる
窒素化合物やオゾンなどが主な室
内汚染物質です。上記の室内汚染
物質の合算したものをTVOC(総揮
発性有機化合物)と呼びます。従来
の室内汚染の解決法は、１.熟成
（エージング）建物を放置し放散

■発ガン性7物質
１.ホルムアルデヒド
２.ベンゼン
３.塩化ビニールモノマー

表-3

（ポリ塩化ビニールの原料）

４.パラジクロロベンゼン

（芳香・消臭剤（くみ取り式トイレ時代の必需品））

５.スチレンモノマー

（室内空気への残留可能性）

６.ダイオキシン（焼却灰）
７.アスベスト
（石綿、
角閃石・蛇紋石）

吸ってから１５〜４０年後に肺ガン・
胃ガン・結腸ガン・咽喉ガンの原因に

以上の物質は、私達の身の回り
で使用されてきたものです。昔は、
発ガン性など知らずに芳香剤や鉄
骨の断熱材などとしてアスベスト
等は、日常的に使用されてきたの
です。塩化ビニールモノマーやス
チレンモノマーといわれるものは、
製品になる前の原料の状態で、モ
ノマーのままでは危険性が高い物
質でも製品になった後は、極めて
安定性の高い安全な物質でもあり
ます。また、改正建築基準法では、
機械換気の設置も義務づけられ、
換気装置と使用できる構造用合板
などの基準も定められました。従
来は安全とされた合板などの最高
等級品Ｆ0表示の合板はＦ☆☆☆
（スリースター）と格付けされ、
使用制限が設けられました。最高
等級はＦ☆☆☆☆（フォースタ
ー）で、Ｆ☆☆☆☆と無垢材だけ
が使用制限のない材料となりまし
た。Ｆ0（F☆☆☆）の構造用合板
の「表し構造」を売り物にしてき
た住宅等は実際は、不健康な住環
境を提供してきた事になります。

き

雲

2012年（平成24年）10月5日（金曜日）（2）

「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック」
主催
（財）
日本地
域開発センター[主務官庁：国土交通省]において、
松下孝建設の
「ハ
イブリッド・エコ・ハートＱ」
が、
昨年度に引き続き、
特別賞・地域賞
偏にお施
をＷ受賞、
特別賞は大賞に次ぐものとして受賞しました。
主様のご協力の賜と衷心より深く感謝申し上げております。

空気の重要性と観葉植物

いまさら空気の重要性について語る必
要はないと思われますが、私達は１日10
ｍ３（12kg）の空気を必要としています。
その中の酸素量は、0.5ｍ ３ です。VOC
は、植物からも発散されます。その主な
ものは、α-ピネンやリモネンといわれる
物質で木材や果物の匂いとして感じられ
るものです。この様な自然のVOCは、森
林浴など人間にとって有効な揮発性化学
物質で、皆様がよくご存じの森林浴のフ
ィトンチッド（精油）などです。フィト
ンチッドはロシアのトーキンという科学
者によって発見されたもので、主に針葉
樹が発散するテルベノイドという炭化水
素化合物が主成分で、針葉樹は、細菌や
原虫類を殺すために発散させているもの
で、そのために針葉樹の森には昆虫が極
端に少なく、またそれを餌とする小鳥な
どの姿も見ることが少ないのですが、人
間には自律神経に作用し安らぎとリフレ
ッシュ感を与える作用があります。この
頃、マイナスイオンが話題になっていま
すが、植物の中でも特に観葉植物はマイ
ナスイオンを発散し建築用材の無垢材も
またマイナスイオンを発散させます。観
葉植物ではゴムの木が効果的といわれて
います。森林浴と同じように潮の香りや
海水のミストを利用したタラソテラピー
（海洋治療）といわれるものもリラクゼ
ーション効果のあるものとして知られて
います。この様に自然界のVOCは昆虫に
は有害でも人間には有益なものも少なく
ありません。
厚生労働省によるシックハウス
13物質指定

話を再び有害化学物質に戻しますと改
正建築基準法に連動して、厚生労働省で
はシックハウスの原因物質を13項目指定
し、その許容量を発表しました。
■個別物質の室内濃度指針値( 25 ℃)

表-4

ホルムアルデヒド

0.08ppm

キシレン

0.20ppm

トルエン

パラジクロロベンゼン

エチルベンゼン

スチレン

クロルピリホス

フタル酸ジーｎープチル
テトラデカン

0.07ppm
0.04ppm
0.88ppm
0.05ppm
0.07ppb

0.02ppm

0.04ppm

フタル酸ジー２ーエチルヘキシン 7.60ppｂ
ダイアジン

0.02ppb

フェノブカルブ

3.8ppb

アセトアルデヒド

0.03ppm
（次号に続く。）
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︻松下孝建設︼
のＶ０Ｃ対策
︵その ︶

﹁子供も大きくなっ
てきたので 年前頃
に住宅を建てようと
思い︑方々の住宅会
社の展示場や現場見
学会に参加してみま
した︒当時住んでい
たアパートは大手で
建てたアパートでし
たから︑鹿児島に適
合した住宅を求める
には︑鹿児島の気候
風土を知っている地
元の建築会社が良い
だろうと思っていま
した︒それで松下さ
んの現場見学会に参
加して︑この住宅会
社ならいいかもしれ
ないと思って話を聞
2

I

人家族︶
︻建設地 霧島市国分

Ｉ邸の外観

2

邸︵

2

2

お元気ですか�

4

お施主様

それまでは鹿児島市の谷山に
い
て
みました︒
大手で建てたアパートは
住
ん
で
い
ま
し
た
︒
大
手
の
住
宅
メ
当初は性能については︑そん
結露で大変でした︒
ー
カ
ー
で
建
て
た
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
なに気にしていなかったのです
でいましたが︑冬になると結露
が︑窓や断熱材などの違いを説
で大変でした︒﹂とご主人︒
明されていく内に︑確かにこれ
新築後２年を経過した霧島市
﹁拭いても拭いても拭ききれな
からの住宅は住宅性能が重要に
国分の 邸は︑小学校 年生と
い程︑窓に結露していましたし︑ な る と 言 う こ と が 理 解 で き る よ
保育園の年長組︑それに 歳に
カビもすごかったですね︒
うになりました︒
になる男のお子様とご両親の５
それでも鹿児島の冬は結露や
地球の温暖化など︑これから
人家族です︒
カビは当たり前︑と思っていま
育っていく子供達の将来を考え
子育て真っ最中のＩ邸は︑元
したから何にも感じなかったの
ると︑少しでも環境に優しい住
気一杯のお子様に囲まれた笑顔
ですが︑この住宅に引っ越しし
宅を選択しなければならないと
の絶えないお宅でした︒
てきてから︑結露が発生しない
いうような気持ちにもなってき
﹁この住宅が完成したのは 年
ので返ってビックリしてしまい
ました︒それ以来︑少しずつ住
前なんですが︑勤務地が鹿児島
宅について勉強してみましたが︑
市だったので引っ越ししたのは︑ ました︒﹂と奥様︒
知れば知るほど松下孝建設の営
長男が小学校に入学するのに合
業マンの方が話していたことが
わせて昨年の 月に引っ越しし ﹁松下孝建設﹂
を選ばれた
理解できるようになってきまし
てきました
理由は？
た︒それ以降は︑松下さんの展
示会が開催されたときには︑必
ず参加して話を聞くようになり
ました︒﹂とご主人︒
Ｉ

第0043号

のお施主様にお聞きしました︒
お施主様ご訪問 ﹁松下孝建設﹂

こ

太陽光発電を６ｋＷ搭載したエネルギー自給自足の住宅でした︒

ひ

（3）2012年（平成24年）10月5日（金曜日）
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