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Point
❶	 	ZEB（＝ネット・ゼロ・エネルギービル）という言葉は、わが国ではまだ広く浸透してはいないが、
日本のみならず欧米各国も導入を目指しているもので、エネルギー収支がゼロもしくはマイナスと
いう、まさに究極の省エネビルといえる。

❷	 	ビルの省エネというと、業務部門のCO2排出削減、地球温暖化防止という効果と結びつけがちだが、
ZEBの本質は環境貢献よりもむしろエネルギー自立、エネルギーリスクの100％排除にあると
言ってよい。

❸	 	エネルギーリスクを排除したビルが普及することの意味は、特にわが国においては非常に大きい。
しかし完全なエネルギーゼロのビルを作ろうとすれば、現状では技術的制約が大きいのも事実。

❹	 	地球温暖化防止への貢献だけにとどまらない、エネルギー自立ビルの持つ意味を認識した上で
ZEBの普及に向けた、息の長い技術開発が必要。そのためには電機や設備だけではなく、材料や
化学といった業界も含めた幅広い取り組みが求められる。

はじめに
エネルギー収支がゼロ、あるいはマイナスのビ

ルや住宅を意味する ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル：Net Zero Energy Building）、ZEH（ネッ
ト・ゼロ・エネルギーハウス：Net Zero Energy 
House）という言葉が省エネ施策の一環として注
目され始めてからすでに数年がたつ。

省エネに対する取り組み状況は温暖化ガス排出
量の推移で評価されることが多いが、わが国の場
合、部門別の温暖化ガス排出量では産業部門（工

場など）が省エネの推進で横ばい〜減少傾向を示
していたのに対し、業務部門（オフィスビルなど）
や家庭部門（一般住宅など）は減少どころか、む
しろ増加傾向を示した時期もある。ZEB や ZEH
が業務・家庭部門の CO2 削減＝省エネに向けた重
要な取り組みであることは間違いない。

だが、「エネルギー消費が収支プラマイゼロの建
築物」と聞かされても、それがどういうものかと
いう具体的なイメージは描きづらいし、実際にそ
ういったビルがあちこちに建ったという話も聞い

“エネルギー自立ビル” が建つ日は来るか？
—ネット・ゼロ・エネルギービル＝ ZEB の普及可能性と課題を考える—
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たことがない。ZEB や ZEH が普及すれば業務部
門や家庭部門の CO2 排出量は大幅に減ると期待さ
れるが、エネルギー消費差し引きゼロの建物など、
そもそも実現可能なのかという疑問も湧く。

実際のところ、ZEB や ZEH の定義や実現可能
性については現在でもさまざまな考え方が混在し
た状態、平たく言えば「まだ輪郭が若干モヤモヤ
した状態」と言っていい。だが一方で ZEB・ZEH
普及に向けた取り組みがわが国はもちろん海外で
も進んでいるのは事実であるし、建築物における
ゼロエネルギー実現のためには、現存の技術だけ
ではなく、これから開発されるであろう技術に対
する期待も大きい。いわば「走りながら普及の仕
組みを作り」「走りながら要素技術を開発」してい
るというのが ZEB や ZEH の現状といえるかもし
れない。

現在のところ、ZEH と ZEB を比べれば、前者
の方が実現可能性が高いと捉えられており、実際、
大手ハウスメーカーなどはゼロエネルギーハウス
を積極的に PR している。それに対し、ZEB、す
なわちネット・ゼロ・エネルギービルは普及実現
までの技術的課題は少なくない。そこで本稿では
ZEB、すなわちビルのゼロエネルギー化という問
題を中心に据え、いまだ「若干モヤモヤした状態」
に近い ZEB の輪郭を描出すると同時に、ZEH に
比べて ZEB の方が普及困難な理由、その解決に
向けた技術ニーズ等について考察してみたい。

ZEBの定義
まずネット・ゼロ・エネルギービル（以下、す

べて ZEB と略す）という言葉の定義を明確にし
ておきたいところだが、実はこれが簡単ではな
い。ZEB という言葉自体は日本以外にも先進各国
で使われ、「ZEB の普及が重要」という認識も共
有されているが、細かい部分では捉え方の違いが
ある。

しかし、ZEB 定義の細かい差異について掘り下
げることが本稿の目的ではない。ここではわが国
の経産省（資源エネルギー庁）などが現段階で公

式に発表した定義から ZEB とは何かを考えてみ
たい。国が示した ZEB の定義には「エネルギー
ゼロにどのくらい近いか」によって三つの段階が
示されており、それは大きく分けて「省エネ＝使
うエネルギーを減らす努力」と「創エネ＝最小化
した消費エネルギーを賄う創エネを再生可能エネ
ルギーで実現する」という二つの取り組みに分け
ることができ、それを段階別に整理すると下表の
ようになる。

分類 省エネ 創エネ
ZEB
（ゼブ）

再生可能エネ
ル ギ ー を 除
き、基準一次
エネルギー消
費量から50％
以上の一次エ
ネルギー消費
量削減

再生可能エネルギーを加えて、基準
一次エネルギー消費量から100％以
上の一次エネルギー消費量削減

Nearly	ZEB
（ニアリーゼブ）

再生可能エネルギーを加えて、基準
一次エネルギー消費量から75％以上
100％未満の一次エネルギー消費量
削減

ZEB	Ready
（ゼブレディ）

図表 1　段階別の ZEB 定義

	（注１）		削減率については省エネ基準に準拠して国立研究開発法人建築
研究所等が提供しているエネルギー消費性能計算プログラムに
基づいて算出されたものが「基準ビル＝100%」となる。

	（注２）		「H28年度ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業」では
ZEB	 Readyに創エネ50～75%未満という文言がついている
が、ここではZEBロードマップ検討委員会とりまとめの書き方
に合わせている。

出所：2015年12月「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」

まず「省エネだけで 50％減らす」こと、言い換
えれば「50％省エネハードル」をクリアすること
が絶対的な前提条件になっている点が重要なポイ
ントといえる。単純に「エネルギー収支をゼロに
する」だけであれば、大量の創エネによっても理
論的には達成可能であるが、まず使う量を減らす、
それも半分に減らすとなると生半可な省エネでク
リアできるレベルではない。

さらに、創エネが再生可能エネルギー使用に限
定されていることにも大きなポイントといえる。

「省エネ 50％ハードル」を超えたら、次は創エネ
比率で ZEB のランクが決まるわけだが、ここで
化石燃料を使った自家発電等は認められないとい
うのは大きな “縛り” といえる。従って、例えば
大規模コジェネを導入して自家消費分を自家発＋
余剰電力を売電といった方法をとっても、それで
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「収支ゼロもしくはマイナス」とはみなされないこ
とになる。ZEB 定義に盛り込まれたこういった考
え方は、化石エネルギーの消費削減によって CO2

削減効果をあげるという側面とともに、後述する
ように燃料供給に依存しない「エネルギー自立度
の高いビル」に対する志向が強く反映されている
といえる。

これで ZEB の輪郭がある程度見えてきたとい
えよう。分かりやすい例えで言えば、まず「省エ
ネ 50％ハードル」を超えれば ZEB という“表彰台”
にのぼる資格を得たことになり、さらに「残った
消費分を再生可能エネルギーでどの程度穴埋めす
るか」で ZEB Ready ⇒ Nearly ZEB ⇒ ZEB とい
う “メダルの色” が決まるということになる。　

しかし、「省エネだけでエネルギー消費を 50%
減らす」というのは簡単なハードルでない。わが
国はすでに省エネ達成レベルが高いといわれてい
たはずだが、それをさらに半分に減らすことが可
能なのかという疑問は残る。次項ではまず「省エ
ネ 50％ハードル」の技術的な実現可能性について
考えてみたい。

50％省エネは「やってやれないことはない」
当然のことながら、ビルの消費エネルギーを半

分に減らすとなると「この装置を入れさえすれば
OK」といった妙手は存在しない。50％ハードル
を越えようとすれば、空調や照明の効率化から昇
降機等の消費電力削減はもちろん、窓ガラスや壁、
屋上などの断熱効率アップ、日照の利用、さらに
給湯用の熱源に至るまであらゆる手段で省エネを
図る必要がある。ただ、技術的に達成不可能とい
うわけではないのも事実で、わが国の専門家の間
ではおおむね「技術的に達成不可能ではない、やっ
てやれないことはないレベル」と捉えられている
と見てよさそうである。

この点をもう少し技術的に検証してみるため、
先に挙げた ZEB ロードマップ検討委員会のとり
まとめの中に提示された「50% 削減イメージ」を
基に、必要技術を整理してみた。50％削減の基準

となるのは「平成 25 年度省エネ基準相当のビル」
であり、この基準を満たした「普通のビル」に対
してどんな仕様変更が求められるかという部分を
抜粋・整理したものである。

分類 ZEB実現化に向けた仕様

外皮
・複層ガラスの導入
・水平庇による日照調節
・屋根断熱、外壁断熱の保温板を1種⇒3種に

空調

・圧縮機台数制御付きの空冷ヒートポンプ導入
・水噴霧装置等によるCOP（空調成績係数）の向上
・適切な範囲を設定してVAV（可変定風量）化
・外気冷房、プラグファンによるファン効率アップ等

換気 ・		機械/電気室の温度制御、高効率モータやインバータ設置等
による換気制御効率向上

照明
・インバータ式蛍光灯からLED化
・トイレや給湯室等の人感センサによる在室検知制御
・初期照度補正や昼光利用等の導入

給湯 ・自動給湯栓
・温水ヒーター（潜熱回収）、給湯ヒートポンプ等の導入

昇降機 ・電力回生ありのVVVF制御

図表 2　エネルギー消費 50％削減の達成イメージ

	（注１）		基の資料は建築地域や建物用途、階高、延床面積等の具体的な
ビル仕様を踏まえた省エネモデルであり、水平庇のサイズや
COPの具体的数字が記載されているが、上表は技術的な難易度
を示すために同資料からポイントだけを抜粋・整理しているた
め、それらの細かい数字は省いて記載している。

出所：		2015年12月「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」の資料
12より抜粋

これらの “50％削減要素技術” は決して夢の未
来技術の羅列ではなく、現実に存在する技術ばか
りといってよい。例えば昇降機の電力回生技術で
はニッケル水素電池を使って回生電力をためるシ
ステムがすでに 2001 年から製品化されているが、
コストが高いことからあまり一般化していない。

 「環境にはいいがコストが高いから普及が進まな
い」というのは、ちょっと乱暴な言い方をすれば
聞き飽きた決まり文句である。上表に掲げた技術
をすべて導入すれば 50% 省エネは達成できるとし
ても、ZEB 化によってビル建設コストが高くなる
のは避けられない。そういう意味では ZEB もま
たコストの壁という “決まり文句” でなかなか普
及が進まないのでは、と考えがちであるし、そう
いう側面も確かにある。

だが、それは ZEB というものを省エネ・低炭
素化という側面だけから捉えた場合の話といえ
る。ZEB は単に「低炭素化のためにコストをかけ

“エネルギー自立ビル” が建つ日は来るか？
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たビル」ではないのである。次項では ZEB の別
な側面を掘り下げてみたい。

ZEB推進の背景・その表層と深層
そもそも ZEB という言葉が日本で使われ始め

たのは 2008 年の洞爺湖サミットの頃からであり、
図表 3 に掲げるように米国や EU の ZEB 導入目
標の発表も 2007 〜 2009 年頃の間に固まってい
る。一方、わが国で ZEB の普及が本格的に検討
され始めたのはそれよりやや遅く、実証事業も
2012 年度からスタートしているが、この「時期的
な違い」に大きな意味が隠されている。

実はわが国にとっては東日本大震災が “深いと
ころ” で ZEB と結びついているのである。一般
人からみれば ZEB ＝エネルギー消費や CO2 を減
らすための取り組みと考えがちであるし、もちろ
んそれは間違っていない。ただ、わが国にとって
大規模災害による停電や原発稼働停止による電力
供給の逼迫という状況の中でネット・ゼロ・エネ
ルギービル＝エネルギーという面で “自立” した
ビルを増やすことは非常に重要な意味があること
は間違いない。

図表 3 に見るように、米国や EU などが 2007
〜 2009 年頃に相次いで ZEB の普及推進を打ち出
しているのに対し、日本で ZEB 普及に向けた実
証事業がスタートしたのは 2012 年とやや遅いが、
2012 年といえば、言うまでもなく東日本大震災の
翌年である。

原発再稼働も不透明で夏季の電力需要ピーク
カットが大問題だったこの当時、「エネルギー自立
ビル」の普及は単に CO2 削減・環境にやさしいと
いった効果だけにとどまらず、電力供給の不安低
減に直結した大きなリスクヘッジになる。やや大
げさに言えば ZEB の普及はわが国のエネルギー
安全保障上の要請であったとも言えるのである。

そう考えると、単に「低炭素化に貢献、環境に
やさしい」というだけにとどまらない、ZEB の別
の側面がはっきりする。なぜなら、エネルギー消
費量が少なく、再生可能エネルギー発電量が多け
れば、そのビルは非常に高度なレベルの「エネル
ギーリスクヘッジ」と「ランニングコストダウン」
を達成しているということになるからである。

エネルギー・ゼロが意味するもの
ビルの施主やテナントの立場で考えてみよう。

ZEB を「エネルギー消費がゼロで低炭素化に貢献
するが、設備費等がかさんで建築コストは増大す
る」とだけ認識していれば、そういうビルを建て
たいと思う施主はあまり多くないのではないだろ
うか。高い建築コストが賃料に反映されるので
は？と考えるテナントも少なくないはずである。

しかし ZEB を「災害時の停電等はもちろん、
電力価格高騰可能性等も含めたエネルギー面での
すべてのリスクをヘッジし、エネルギー的に自立
しているビルで、その分建築コストも高い」と考
えたらどうであろう？　こうなると施主にとって
もテナントにとっても「エネルギー収支ゼロのビ
ル＝省エネ・低炭素化に貢献」にとどまらない、
ビルとしての ZEB の価値の高さが見えてくるは
ずである。

例えば大地震などで長期停電や燃料供給の途絶

国・地域 取り組み状況、導入目標内容
米　国 エネルギー自立安全保障法（2007年）のNet-Zero	 Energy	

Commercial	Buildings	Initiativeで以下の目標を規定。
　○		2030年までに米国に新築されるすべての業務用ビルを

ZEB化
　○2040年までに米国の既存の業務用ビルの50％をZEB化
　○2050年までに米国のすべての業務用ビルをZEB化

英　国 2008年3月、財務大臣が以下の目標を発表。
　○		2019年までにすべての新築非住宅建築物をゼロカーボ

ン化
フランス 2007年10月のグルネル懇談会にて以下の目標を発表。

　○		2020年までにすべての建築物をエネルギー・ポジティ
ブ（エネルギー生産量が消費量を上回る状態）建築物に
するよう義務づける

欧　州
（EU）

2009年2月、欧州議会が採択した「気候変動に関する包括的
な政策提案」の中に以下の目標を盛り込む。
　○		新規の商業・公共建築物については2020年までにネッ

ト・ゼロ・エネルギーとする
日　本 2012年からZEB実証事業をスタート。

2014.4閣議決定のエネルギー基本計画で以下の導入目標を
明記。
　○2020年までに新築公共建築物等でZEBを実現
　○2030年までに新築建築物の平均でZEBを実現

図表 3　  主要先進国（地域）の 
ZEB 取り組み状況・目標

出所：		（一社）日本建設施工機械協会刊「建設の施工企画2011.5」の
「ZEBを巡る最近の政策動向」等の資料をもとに筆者作成
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という事態が起きても、ZEB であれば理論上 ※ は
ビルで使う電力を自前の再生可能エネルギー発電
で賄えることになる。ZEB とは災害時などのエネ
ルギーリスクがゼロのビルと表現できるのである。

また、完全なレベルで ZEB を達成すれば、そ
れは理論上 ※ 商用電力などのエネルギーコストも
またゼロであることを意味する。ZEB 化のために
建築コストが通常のビルより高くなったとしても、
エネルギーコストがかからないと考えればその建
築コスト負担はランニングコスト削減のための先
行投資という意味合いを持ってくる。

現在、ZEB という言葉はその名が示すとおり「エ
ネルギー消費がゼロのビル」という意味合いで使
われているが、「ZEB ＝エネルギーリスク、ある
いはエネルギーコストがゼロのビル」という捉え
方をすれば ZEB に対するイメージもかなり変
わってくる可能性がある。

都市部にある多くのビルは賃貸ビルであり、テ
ナントの多くは企業である。テナントの企業に
とって、ZEB という「エネルギーリスクゼロのビ
ル」に入居することは、企業の BCP ＝事業継続
計画という意味でも大きな意味を持つ。地震で停
電になったから仕事が続けられないか、ZEB に入
居していたおかげで周囲が停電でも業務を続けら
れるかでは大変な違いがある。

入居者・入居企業にとってさまざまな意味での
リスクを軽減してくれるビルが ZEB だとすれば、
これは免震システムを導入した建物に対する考え
方に近いかもしれない。免震ビルも通常のビルに
比べて建築コストは高くなるであろうが、そのビ
ルを建てる（あるいは入居する）ことによって排
除できるリスクは大きいのである。

工場が停電で事業停止になるのに比べれば、ビ
ルの中にあるオフィスの電力途絶リスクは事業上
の影響は少ないかもしれないし、オフィスで使う
電力コストも工場の電気代に比べれば微々たるも

のかもしれない。しかし、企業にとって本社機能
を置くビルが「普通のビル」か、ZEB かではエネ
ルギーリスク、コスト、BCP 等々の面で大きな違
いがあることは明白である。こう考えていくと、
先に触れたように「低炭素化に貢献するがコスト
の高さが普及を阻む」というような、環境貢献技
術に関して聞き飽きた決まり文句だけではくくれ
ない可能性を ZEB は秘めているということが分
かってくる。

ZEB という概念はまだ一般に広く浸透している
とは言えず、ZEB という言葉を知っている人でも

「ネット・ゼロ・エネルギービル、つまりエネルギー
収支がゼロのビルのこと」という “その名の通り”
の認識がほとんどであろう。かくいう筆者も業務
部門・家庭部門での CO2 排出量を減らすための取
り組みの一つが ZEB や ZEH（ネット・ゼロ・エ
ネルギーハウス）であると認識していたのは否定
できず、「建築コスト増の “見返り” が CO2 削減
だけでは……」という思いがあったことも認めな
ければならない。しかしここで述べたような ZEB
の「深層メリット」に対する認識が浸透すれば、
施主やテナント企業などの間に「ZEB モチベー
ション」が高まる可能性はあるといえよう。

“残り半分の創エネ” という高いハードル
ゼロ・エネルギービルの普及が単に業務部門の

CO2 排出削減促進にとどまらない、エネルギーリ
スクのヘッジという大きな意味を持つことが社会
に広く浸透すれば、ZEB に対する潜在的ニーズが
芽生える可能性はある。すでに始まっている ZEB
実証事業のような公的補助がそのニーズとうまく
かみあえば、わが国でも今後 ZEB が徐々に普及
するのではないかという期待が芽生える。

だが、ここで技術の壁が立ちはだかるのであ
る。本稿では先に ZEB は「技術的にやってやれ
ないことはない」ということを確かに書いた。だ
があれは、いわば前段にあたる「省エネ 50% ハー

※    厳密に考えた場合、例えばビル入居者が使う OA 機器などのコンセント電力を含めるかどうかなどの違いでエネルギーゼロには
ならないこともあり得るが、ここではコンセント電力等は考慮せず、「理論上ゼロ」という表現をとった。

“エネルギー自立ビル” が建つ日は来るか？
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ドル」に関しての話。ZEB が本来目指すエネルギー
ゼロを実現するには残りの 50％を再生可能エネル
ギーによって自ら創エネする必要があるが、これ
は端的に言って大型高層ビルなどにとって高すぎ
るハードルなのである。

仮にどんなに意欲や資金があっても、現在の技
術では都市部の高層ビルでのエネルギーゼロ化は
不可能に近く、省エネ 50％に加えて創エネで若干
上乗せというあたりが「現実的な線」だろうと考
えざるを得ないのである。なぜそれほど難しいの
かというのは以下にまとめた「ZEB に適したビ
ルの条件」から考えていけば容易に納得できるは
ずである。

条件 1：新築ビルであること
ZEB を実現するには設計段階からエネルギー消

費量を最小化し得る最適システムを構築する必要
があり、既存のビルを改修してエネルギーゼロ達
成というのは現実的な方法とは言い難い。これは
ある意味当然で、技術的課題というにはあたら 
ない。

条件 2：低層ビルであること
最大の問題はここである。「残り 50%」をビル

自身が再生可能エネルギーで創エネとなれば、現
実的には屋上に太陽電池パネルを置くということ
になろうが、そうなるとビルの総床面積に対して
屋根（屋上）面積の比率が小さい高層ビルではと
ても賄いきれないことになる。現在の太陽電池の
発電効率レベルを考えれば総床面積に対して屋上
面積比率が高いビル、すなわち低層ビルでなけれ
ばエネルギーゼロ化は難しいのである。

ZEB に比べると ZEH、すなわちゼロエネル
ギー住宅の方が実現性が高いと評される大きな理
由もこの点であり、住宅であれば太陽電池を置く
屋根面積の比率が高層ビルなどより圧倒的に高い
というのは ZEH の普及可能性を高める絶対的な
アドバンテージといえる。

条件 3：郊外の立地であること
これは条件２から必然的に導き出される。地価

の高い都市部であれば許容範囲ぎりぎりの大きな
ビルを建てようとするのが当然。ZEB 実現のため
にあえて低層ビルを建てるというのは経済的に無
理がありすぎる話で、やはり現実的とはいえな
い。つまり現在の技術では都市部の高層ビルで「再
生可能エネルギーを使って残り 50％を創エネ」と
いうのはほぼ不可能ということになる。

都市部の高層ビルでは無理であるとしても、上
記のような条件を満たすものはないのか？といえ
ば、ないことはない。現在、ZEB 普及の突破口と
して考えられているのは、例えば地方企業の低層
型本社ビル、各種の研究所、そして学校などであ
る。特に学校は冷房需要ピーク時が夏休みで使わ
れないといったように、年間の冷暖房負荷がそも
そも低いうえに低層建築のものが多く、屋上も広
いといった好条件を備えている。

公立学校等であれば災害時に地域の避難拠点と
して使われるケースも多い。そういった施設がエ
ネルギー的に自立した施設になれば、地震等で地
域が停電している時でも避難所だけは電気が使え
るという点で ZEB 化の意義は大きい。まずは郊
外の低層建物から、そして学校などから ZEB が
普及し始めるという可能性は十分ある。

しかし現有技術だけでは普及に限界があること
は否めない。特に都市部の高層オフィスビルでは
50% の省エネ、すなわち ZEB Ready まで達成で
きたとしても、残り 50% の創エネを、総床面積に
対して圧倒的に狭い屋上の太陽光発電だけで賄う
のは不可能と言ってよい。しかもこれは「コスト
の上昇を我慢すれば」といったレベルの問題では
ないのである。日本で ZEB が出現するとすれば、
まず郊外の低層建物からというのはこういった技
術的制約を踏まえれば必然的な結論といえる。

もし都市部の高層ビルで ZEB を実現するとす
れば、まず ZEB Ready（50％省エネ）を何とか
達成した上で、少々の創エネを加えて Nealy ZEB

産業技術
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に近づけたもの、というのが “現実的な線” と述
べた最大の理由も、この技術的限界があるからに
他ならない。東京都心部に完全な ZEB、すなわち
エネルギー収支がゼロもしくはマイナスのビルが
林立するのはかなり先の話と言わざるを得ない。
現在、わが国で完全な ZEB といえるビルが数棟
存在しているが、それも山梨県内の低層施設、あ
るいはゼネコンの ZEB 実証棟など、やや特殊な
事例に限定されているのが実状なのである。

求められる要素技術イノベーション
では、ZEB を都市部の一般的なビルでも普及さ

せるために必要な技術イノベーションとは何なの
か？　これまでの話からまず浮上するのは「変換
効率の高い太陽電池」であろう。変換効率が高け
れば、必要な電力を生み出すのに必要なパネルの
枚数も少なくてすみ、その分、狭い屋上でも ZEB
に近づく可能性が増すのは確かである。

しかし、現状では 17 〜 18％程度とされる太陽
電池の変換効率が仮に 2 割・3 割増えても、高層
ビルの狭い屋上だけでビル全体の必要電力を創エ
ネするにはまだまだ足りない。仮にビル壁面にも
電池パネルを張ったとしても北側は使えないし、
南側でも隣接ビルの日陰になる部分があれば効率
は落ちる。残り 50％の創エネを太陽光発電で、と
いう前提に立つ限り、変換効率向上という技術イ
ノベーションに期待するにしても、やはり「かな
り先の話」と考えざるを得ないのである。

かといって、ビルの屋上に風車を置いて風力発
電、となるとさらに現実性の低い話になる。ビル
単体で「残り半分を再生可能エネルギーによる創
エネ」という条件は、ビルが密集した都市部の高
層ビルになるほど解決が難しい技術課題であり、
この制約が一つの革新的技術の登場で一気に解消
する可能性は低いと考えざるを得ない。

となれば、あとは「省エネ 50％」という最初の
ハードルでのエネルギー削減率を 55％、60％に高
め、創エネの不足分を省エネで補うしかない。こ
れもまた容易な話ではないが、「やってやれないこ

とはない」50％省エネを構成する要素技術の効率
がそれぞれ 1 割ずつ向上すれば、省エネ率 55％に
手が届く可能性は十分ある。上述の太陽電池に見
られたような飛躍的な技術向上に期待するよりは
まだしも現実性があるといえる。　

前出の 2015 年 ZEB ロードマップ検討委員会と
りまとめには「2030 年頃までの技術革新」として、
今後 ZEB の普及に大きく寄与すると思われる要
素技術革新が例示されているが、これを見ると、
ZEB 実現に向けた技術イノベーションは太陽電池
メーカーや空調機器メーカーといったプレーヤー
だけにとどまらず、さまざまな業界・技術のイノ
ベーションを集約させた “総力戦” であることが
うかがえる。

技術分野 期待される技術革新内容

太陽光発電 ●		モジュール変換効率25％、発電コスト7円/kWhク
ラスの太陽光発電設備

外皮性能・自然
エネルギー利用

●熱損失率の低い真空or低真空原理の断熱材
●断熱性能の高い外壁塗料
●外部可動式庇などの日射制御システム
●外気冷房、室内CO2濃度による外気取入量制御
●次世代給湯用蓄熱

高効率熱源・
低消費搬送

●		現状より2割程度高効率な熱源開発（ターボ冷凍機
COP6.4を8.0程度に）

●		超高性能ヒートポンプ開発（現状比機器効率1.5
倍、コスト3/4）

●		インバータ全面的活用、高効率ファン、モータ、ポ
ンプ等

●低摩擦損失拝観サイズ、ダクトサイズ

高効率照明
●		発光効率150ml/W高効率照明器具、さらに200ml/
W・寿命6万hのLED照明、クラスター発光や蓄光
技術等の次世代照明技術開発

その他 ●消費電力が現状の1/3程度の防犯・防災用機器など

図表 4　ZEB 普及に向けて期待される技術革新

出所：		「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」の資料8にヒアリン
グ結果等をもとに筆者が加筆。ただし元資料にあったOA機器に
ついては本稿で「コンセント電源」について全く言及していない
ため、上表からも省略した。

例えば断熱材は現在でもすでに高性能なものが
多く出回っており、今ある断熱性能のまま壁をさ
らに厚くすることでビルの断熱性能をあげること
も可能である。しかし、壁を厚くするだけでは居
住面積も狭くなる。そこで、さらに断熱効率が高
く、しかも薄くて済む断熱材に対するニーズが高
まる。真空や低真空を使った高効率断熱素材、あ
るいは断熱性の高い特殊塗料の開発など、ビルの
外皮性能向上に関しては素材や化学メーカーに対

“エネルギー自立ビル” が建つ日は来るか？
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する期待が強い。
もちろん、ヒートポンプのさらなる高効率化、

LED 照明のさらなる低消費電力＋長寿命化など、
ZEB のメインプレーヤーといえる機械メーカーや
電機メーカーに対する技術革新への期待の高さは
言うまでもない。さらに ZEB 実現に向けたビル
設備設計や運営などのノウハウもまだまだ不足し
た状態であるから、ZEB の専門的設備知識を持っ
た設計者や管理者の育成も求められる。

ZEB の実現に向けた取り組みはまだ始まったば
かりであり、解決すべき技術的限界、育成すべき
専門家、収集すべき実証データ等々、ZEB 普及ま
でに乗り越えるべき課題は多い。しかし、将来的
に ZEB が普及すれば、そこで達成されるのは単

なる「業務部門の省エネ・CO2 削減」にとどまらず、
エネルギー的に自立したビルという構成要素で作
られた日本の大都市ということになる。仮に化石
エネルギーが高騰しようが枯渇しようが影響を受
けないビル、原発が再稼働する・しないにも全く
影響を受けないビルがそこには建っていることに
なるのである。

ZEB の実現・普及が長期戦になるのは間違いな
い。しかし、ZEB によってもたらされる「ビルの
エネルギー自立」という概念がわが国でも持つ意
味は非常に大きい。ZEB が一時的なブームで終わ
ることなく、業界や企業がめざし続ける永続的な
達成目標とし機能し続け、たとえ徐々にではあっ
てもわが国に ZEB が普及することを筆者として
もぜひ期待したい。
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