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ストック型社会論 = withビンボー脱却

❶良いものを長く使うことが「エコ」の基本

❷社会資本＆個人資産である住宅・建築物を長寿命に

❸それを長期使用し世代間蓄積を図ることで、 
　国民の生活や国や地方自治体の財政にゆとりを生み、 
国民も社会も豊かになることを目指す

❹世代間蓄積によって後世代の資源消費量が小さくなり
省エネ・省資源・省コストに。地球と社会の持続に貢献

❺そのなかで既存ストックの改善が事業機会となる

❻バックキャスティ ング型の施策・取り組みが不可欠

ちょっと先のエコハウスを考える

045

［図２］

今後追究すべきテーマ「ロングライフ」
脱ビンボーを実現するストック型社会実現の基本

また建築費の無駄づかいにもなる。
業界にとっては無駄づかいしてくれ
た方が儲かるし、経済成長期は家を
建て替える精神的経済的余裕があっ
たが、そんな時代ではない。
　ロングライフを実現する住宅をつ
くるには耐震・断熱・気密・耐久な
どの性能（＝強）の向上、使い勝手
などの機能（＝用）、美しさ・楽しさ
などの感性（＝美）の確保がまず必
要だ。さらに維持管理の工夫と徹底、
これらの結果としての満足・愛着の
向上なども重要となる。

ビンボー脱却はいつ？

代からで、最初に家を建てる世代は
長期使用＆資産化に価する良い家を
つくる必要があり、それには応分の
建築コストがかかる。
　子を含む次世代を支援する姿勢、
光熱費削減効果など長期のメリット、
脱炭素など社会貢献＝三方よしを理
解し、その資金を用意できる施主は
多くはない。発信によってこの点を感
化し続ける必要がある。金融資産の
世代間蓄積がつきようとしている今
が最後のチャンスかもしれない。

　［図2③］で挙げた「世代間蓄積」
とは、子世代と一緒に住む、子世代
に住み継ぐ、もしくはオーナーチェン
ジして住み継ぐことを指す。
　住宅の使い方をフロー（短期使用
の消費財）ではなくストック（長期使
用する社会資本＆個人資産）に変え
ていこうということだ。
　ただしこれには課題がある。建築
費を抑え脱ビンボーできるのは次世

前世代のストックを利用

　中古住宅購入やリノベは前の世代
が建てた家を活用することで建築費
やエネルギー・リソースを抑え、ビン
ボー脱却と建物のロングライフ化を
実現する手法と言える。
　ストックに足る良い新築住宅の資
金を用意できない層が中古＋リノベ
を選ぶ、親の家をリノベして住み継
ぐことを選ぶのは、当人的にも社会
的にも合理性がある。今後当たり前
の選択肢にしていきたい。

エコハウスの基本要件

要件① ロングライフ

強用美の実現、維持管理・長期使用・愛用の徹底

要件② ローエネルギー＆リソース

製造エネルギー・使用エネルギー・光熱費の低減
資源の無駄づかい・環境負荷の低減

要件③ ローストレス

健康負荷・不快・不潔・居心地の悪さの低減

［解説］Commentary
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　これまでも、そしてこれからは一層、
三方よしが建築と事業の基本となる。
建築時も建築後も資源やエネルギー
を消費し長期使用される住宅をつく
り守る工務店は特にそうあるべきだ。
　自社や経営者の利益最優先の姿勢
は社会からも社員からも支持されず、
そんな姿勢のままの昭和型経営者の
存在が最大の経営リスクと言える。
　一方で施主にとって家を建てる一
番の目的は「家族の幸福」で、その
中にはコストの抑制も含まれる。施主
の目的を満たしながら、脱炭素をはじ
めとする社会課題の解消にも貢献し、
自社の利益を確保する。難易度は高
いが、こんな三方よしの家づくり・経
営を実践できる工務店が選ばれ、応
援され、経営を持続できる。

基本は三方よし

３つの基本要件

刊当初からその普及に取り組んでき
た。
　筆者が考えるエコハウスの基本要
件は以下の 3つだ［図１］。
①ロングライフ
②ローエネルギー＆リソース
③ローストレス

　エコハウスはこの三方よしを実現
するシンプルで有効な手段だ。そ
う考え、筆者と新建ハウジングは創

高断熱高気密＝エコハウス？

　この 3つを実現するうえで欠かせ
ないコア技術が高断熱高気密だ。本
誌読者にはその理由を詳しく解説す
る必要はないだろう。一方、当然の
ことを念押しすると、高断熱高気密
住宅＝エコハウスではない。
　①の実現には高断熱高気密以外に
も様々な要素がからむ。②と③も同
様で、太陽や風など自然の恵みや自
然素材の活用、暖冷房・換気など設
備機器の適正化なども併せて考える
必要がある。
　高断熱高気密についてもまだ追究
の余地があるが、エコハウスはさらに
関係する要素が多く、追究すべきテー
マもたくさん残っている。

ストック型社会へ

　そのテーマの1つが要件①に挙げ
たロングライフだ。
　人口が減少するなか住宅ストック
が増え続ける日本において、所得が
伸びず貧乏になるなか高齢化が加速
する日本において、このロングライフ
は重要な社会的テーマだ。また事業
機会もここにある。
　そのなかで参考にできるのが、「ス
トック型社会」という長期優良住宅
制度創設時に検討されたコンセプト
だ。その基本と目的を［図２］に示す。
「withコロナ」ならぬ「withビンボー」
から抜け出すための方法論がここに
あると考えている。

長く使う＝エコの基本

　このコンセプトの基本は「良いも
の長く使う」だ。それがエコ＝エコロ
ジー＆エコノミーを最大化する。
　逆に短期間で建て替えを繰り返す
ことは、要件②に示したエネルギー
＆リソース（資源）の無駄づかいだ。

［図1］

三方よしの家づくりと経営の実践が選ばれ、応援され、会社の持続に
エコハウスは三方よしを実現するシンプルで有効な手段
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現場業務効率化 3つのポイント

図面、工程が確定し、
資材・職方の発注が終
わり、施主に変更なし
のサインをもらってか
ら着工するルール

●

完全着工

理念、コンセプト、標
準（化）などを前もっ
て定義する
最終形はマニュアル
化・チェックシート化

●

●

前定義

前定義、完全着工を
徹底しDXを重ねる
連絡・共有作業、現場
への移動、受発注、確
認・報告作業を軽減

●

●

現場DX

資材ショック対策、コスト抑制＆品質確保、
顧客満足・従業員・職方満足

ちょっと先のエコハウスを考える

047

［図４］

２０２５年に省エネ基準適合義務化と４号特例縮小
建築確認遅滞の可能性、体制整備・DXが不可欠

確認体制の整備などを進めなければ、
確認業務が遅滞しかねない。筆者は
これを「2025年ショック」と呼び、
注意喚起しているが、意外と時間が
ない。建築確認体制の整備、また書
類整備のサポート体制や未習熟事業
者の技術サポート体制の構築も急ぐ
必要がある。

性能アップは進むか

　国が性能表示制度でオフィシャル
に上位等級を制定した意味は大きい。
　現行の等級４が最高等級ではな
くなるため、差別化・追随しなけれ
ばと量産会社を中心に高性能化のモ
チベーションが高まる。実際に高性
能・太陽光商品の投入も始まってい
る。ウクライナショック＆エネルギー
ショック＆インフレで電気代など光熱
費が上昇していること、東京都が太
陽光発電義務化制度を打ち出したこ
ともタイミングとして重なった。
　一方で、ウッドショック・資材ショッ
ク・円安による原価高騰、インフレ
による生活費上昇＆先行き不安が高

性能化＆太陽光発電設置のモチベー
ションに水を差している。この後の特
集で性能とコストの両立手法を解説
している理由はここにある。

まずは高予算・高感度層

　夫婦共公務員など住宅予算に余裕
があり感度も高い層は常に一定存在
する。そうした層はエコハウスへの関
心がすでにあるか、理解してもらい
やすい。「プロ施主」の積極的な発信
もあり、知識のボトムアップも進んで
いる。
　まずは高予算・高感度層を今以上
に工務店の市場にしたい。小さな家
化や前定義・完全着工・現場 DX［図
４］などでコストをできる限り抑える
ことで、値上げが続くハウスメーカー
よりも高いコスパを打ち出すことがで
きるはずだ。
　それでも予算に合わない層はセミ
オーダー・規格・分譲住宅、中古・
リノベなどで対応する。
　足下のエコハウス普及策としては
これが王道だろう。

改正建築物省エネ法のポイント （2022年6月17日交付）

[1] 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
 ‐ 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け→公布日から3年以内
 ‐ 住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充→公布日から1年以内
 ‐ 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進→公布日から2年以内
[2] ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
 ‐ 住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設→公布日から3カ月以内
 ‐ 市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ設備の導入効果等の説明義務を導入→公布日から2年以内
 ‐ 省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化→公布日から１年以内

（１）省エネ対策の加速

[1] 防火規制の合理化→公布日から2年以内
 ‐ 大規模建築物について、大断面材を活用した建築物全体の木造化や、防火区画を活用した部分的な木造化を可能とする
 ‐ 防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能に
[2] 構造規制の合理化→公布日から３年以内
 ‐ 二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な３階建て木造建築物の範囲の拡大等

（２）木材利用の促進

 ‐ 建築基準法に基づくチェック対象の見直し等→公布日から3年以内
（３）その他

［解説］Commentary
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住宅は個人資産＆社会資本

康負荷が大きい、光熱費が高い、耐
震性に不安がある、QOLが低いと
いった筆者が「住宅貧乏病」と呼ぶ
病がまん延する要因となり、また空き
家増加、住宅の短寿命・低資産価値、
使用エネルギー増・電力不足と言っ
た社会課題の要因となっている。
　この対策を怠った、もしくは先延
ばししてきたことで、これらを解決す
る難易度とコストはどんどん高くなっ
ている。

　住宅は個人が建築・購入する個人
資産ではあるが、近隣や地域、地球
環境に影響を及ぼす社会資本でもあ
る。三方よし実現のため正しく規制を
かけて、これらへの負荷を抑制すべ
きで、諸外国ではそうしている。
　日本では戦後長く施主と事業者の
利益が優先され社会の利益が置き去
りとなり、三方よしのバランスが崩れ
たままだ。それが居心地が悪い、健

2025年ショック

　省エネ基準適合義務化は2025年
だが、4号特例の縮小もこの年に実施
される予定だ。詳細はこれからだが、
現時点では確認申請時に長期優良住
宅の申請書類と同等の書類を求めら
れる可能性が高い。工務店からする
と技術的にはクリアできても書類整
備のハードルは高い。
4号特例を受けている新築住宅は

現在約30万戸。ほぼ同数が今後書
類整備を求められ、構造審査を受け
るとなると、合理化・DXを含む建築

省エネ基準適合義務化

　日本が2050年カーボンニュートラ
ルを宣言後、本誌を含め業界が論陣
を張ったこともあって、2022年6月
17日に改正建築物省エネ法が公布、
2025年から省エネ基準適合が義務
化されることとなった［図３］。
　住宅性能表示制度の上位等級も制
定された。省エネ基準も 2030年ま
でにZEH相当に引き上げられる。太
陽光発電設備の導入促進も明文化さ
れた。
　適合義務化を見送り説明義務化で
お茶を濁すなど遅きに失したが、エ
コハウスのボトムアップ的普及につ
ながる点で2022年の改正は大きな
一歩と言える。

国が消極的だった理由

　国が省エネ基準適合義務化、言い
換えれば建築物の高断熱高気密化に
消極的だった理由を以下のように考
えてみた。4号特例を温存している
理由もほぼ同じだろう。

①規制緩和が政治トレンドの中で規
制化を避けたかった
②住宅＝個人資産との認識が強く、
規制による個人の反発を恐れた
③建築費アップや未習熟事業者対応、
確認審査混乱など起こりうる事態
の責任を負いたくなかった
④量産メーカー系や伝統派など一部
の業界（団体）に忖度した
⑤先端的な工務店ほど義務化の影響
が小さいため工務店からの義務化
要望が少なく、後押しする族議員
もいなかった

［図３］

三方よし実現には正しい規制も必要
責任回避・先送りするほど難易度とコストは高く
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現場業務効率化 3つのポイント
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建築確認遅滞の可能性、体制整備・DXが不可欠

確認体制の整備などを進めなければ、
確認業務が遅滞しかねない。筆者は
これを「2025年ショック」と呼び、
注意喚起しているが、意外と時間が
ない。建築確認体制の整備、また書
類整備のサポート体制や未習熟事業
者の技術サポート体制の構築も急ぐ
必要がある。

性能アップは進むか

　国が性能表示制度でオフィシャル
に上位等級を制定した意味は大きい。
　現行の等級４が最高等級ではな
くなるため、差別化・追随しなけれ
ばと量産会社を中心に高性能化のモ
チベーションが高まる。実際に高性
能・太陽光商品の投入も始まってい
る。ウクライナショック＆エネルギー
ショック＆インフレで電気代など光熱
費が上昇していること、東京都が太
陽光発電義務化制度を打ち出したこ
ともタイミングとして重なった。
　一方で、ウッドショック・資材ショッ
ク・円安による原価高騰、インフレ
による生活費上昇＆先行き不安が高

性能化＆太陽光発電設置のモチベー
ションに水を差している。この後の特
集で性能とコストの両立手法を解説
している理由はここにある。

まずは高予算・高感度層

　夫婦共公務員など住宅予算に余裕
があり感度も高い層は常に一定存在
する。そうした層はエコハウスへの関
心がすでにあるか、理解してもらい
やすい。「プロ施主」の積極的な発信
もあり、知識のボトムアップも進んで
いる。
　まずは高予算・高感度層を今以上
に工務店の市場にしたい。小さな家
化や前定義・完全着工・現場 DX［図
４］などでコストをできる限り抑える
ことで、値上げが続くハウスメーカー
よりも高いコスパを打ち出すことがで
きるはずだ。
　それでも予算に合わない層はセミ
オーダー・規格・分譲住宅、中古・
リノベなどで対応する。
　足下のエコハウス普及策としては
これが王道だろう。
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性能表示・断熱等性能等級（6.7は2022年10月施行予定）

等級

省エネ基準比
エネルギー消費量
▲40％
省エネ基準比
エネルギー消費量
▲30％

ZEH基準

省エネ基準

※参考

地域区分
1

（夕張等）
2

（札幌等）
3

（盛岡等）
4

（会津若松等）
5

（水戸等）
6

（東京等）
7

（熊本等）
8

（沖縄等）

等級7
（戸建住宅）

等級6
（戸建住宅）

等級5

等級4

等級3

等級2

UA

ηAC

0.20

－

0.28

－

0.4

－

0.46

－

0.54

－

0.72

－

0.20

－

0.28

－

0.4

－

0.46

－

0.54

－

0.72

－

0.20

－

0.28

－

0.5

－

0.56

－

1.04

－

1.21

－

0.23

－

0.34

－

0.6

－

0.75

－

1.25

－

1.47

－

0.26

3.0

0.46

3.0

0.6

3.0

0.87

3.0

1.54

4.0

1.67

－

0.26

2.8

0.46

2.8

0.6

2.8

0.87

2.8

1.54

3.8

1.67

－

0.26

2.7

0.46

2.7

0.6

2.7

0.87

2.7

1.81

4.0

2.35

－

－

－

－

5.1

－

6.7

－

6.7

－

－

－

－

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC
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　このため室温や光熱費、電力消費
量などの実測、体感や住まい方など
の施主ヒアリングといった検証を行
い、必要に応じて設計施工などを是
正し、事前の数値と実際のズレを抑
え精度を高めていきたい。
　全館空調をはじめ暖冷房方式は日
進月歩で、実測やヒアリングを重ね
るなかで新方式の有効性が実証され
たり、また従来の常識が覆ることもあ
るだろう。

落とし所を標準化する

　このプロセスは「PDCA」そのも
のだ。PDCAをまわし続けるなかで、
設計作法が固まり、仕様・設備とコ
ストの落とし所が見えてくる。
　それを標準化することで、クオリ
ティーを担保しながらプロセスを簡
素化することも可能になる。
　このPDCAのプロセスについては、
温熱環境のプロにアドバイスをあお
ぎ、効果的な提案手法や確実な施工
を含め標準化のサポートをしてもらう
と確実だろう。

［図６］

実測とヒアリングで計算とのズレを検証改善
PDACをまわしながら標準化、等級表示を

断熱等性能等級６以上を

　落とし所として自社の標準を断熱
等性能等級でも表したい［図６］。性
能表示制度は国がオーソライズした
オフィシャルなものさしで、等級によ
る表示もシンプルで消費者に伝わり
やすいからだ。断熱等性能等級には
5～ 8地域にηAC（冷房期の平均日
射熱取得率）の基準が設けられてお
り、日射遮蔽対策も表現できる。
　筆者がここまで述べてきた熱環境
を実現するなら断熱等性能等級６以
上が基本となる。その場合等級 6以
上が原則標準であることをアピール
しながら、実際は目標の室温を目指
すBEIの範囲で実現するためのオー
ダーメイド設計を行う。
　ちょっと先の当たり前となる可能性
がある等級７までは提案できるように
したい。高性能開口部材と付加断熱
が基本となるぶんコストは上がるが、
室温はより安定し体感（温度）も向
上する。無暖房期間・時間・範囲が
広がり、光熱費も圧縮できる。

熱環境のオーダーメイド

PDCA
サイクル

目指す室温と
暖冷房を

コミュニケーション

ズレが大きければ
設計施工を
見直し是正

その室温・暖冷房を
実現する性能・仕様・
コストを計算・

シミュレーションして提示

計算・シミュレーションと
実際のギャップを埋めるため

実測とヒアリング

エネルギー消費量が
増えないようBEIの

自社基準を設けそれ以下に

計算・シミュレーションツールと
そのスキルが不可欠

PDCAをまわすうちに精度が
高まり、室温と設計・仕様・コス
トの落とし所が見えてくる

それを通常の設計とともに標
準化し設計ルール・標準仕様に

標準をベースにすることでプ
ロセスを簡素化可能に

標準やこれまでの実績数値・指
標・認定を開示、性能表示の断
熱等性能等級にも落とし込み
アピール

結露、蓄熱、湿度などもシミュレ
ーション・実測で確認し精度を
高めていく

●

●

●

●

●

●

［解説］Commentary
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エネルギー消費を抑える

　三方よし、特に脱炭素に貢献する

計算と実測・ヒアリング

　熱環境のオーダーメイドには、計
算プログラムやシミュレーションツー
ルが不可欠だ。
　ただ、計算条件などまだ業界内で
詰めるべき点がある。特に全館空調
については現時点では計算ルールや
バックデータが新しい手法に追いつ
いていない面もあり、実測を含めた
検証とオーソライズが待たれるとこ
ろだ。また、計算・シミュレーション
結果と住んでみた実際が異なること
もある。

　こうした状況のなか、どのレベル
の性能を、どの工法・仕様・設備で、
どのように設計施工し、どれくらいの
イニシャル・ランニングコストで提案
し実現すべきか。
　諸説ありで議論も活発だが、筆者
はざっくり以下のように考えている。
共通言語にすべきは室温だ。
　国交省は「省エネ性能」という言
葉を使うが、「家族の幸福」に直結す
る快適・健康に響く施主は多い。快適・
健康に直接関わるのが室温だ。

室温を共通言語に

冬は室温１８℃以上へ

WHO（世界保健機関）は冬の高齢
者の血圧上昇影響等を考慮し、室内
温度の低温側の基準として18℃以上
を勧告。日本でも2022年4月に「事
務所衛生基準規則」で18℃以上が努
力目標とされた。
　ここから導くと、冬の朝でも無暖房
で18℃以上を実現する、もしくは無
暖房時の最低室温をたとえば15℃以

上としたうえで、暖房をつけて18℃
以上を確保するといった熱環境の実
現が望ましい。

熱環境のオーダーメイド

　このように目指す室温、暖冷房方
式とその使用方法（範囲、設定温度、
運転時間など）について、自社から
の提案を含め施主とコミュニケーショ
ンしたい。特に夏は快適だと感じる
室温とそれを得たい方法が人によっ
て異なるので、よりしっかりコミュニ
ケーションする。
　目指す室温が見えたら、それを実
現するための断熱気密性能や日射取
得・日射遮蔽手法、暖冷房方式＆使
用方法、その場合のイニシャルコス
トと光熱費の目安を提案する。
　熱環境をオーダーメイド可能にす
るということで［図５］、建物配置や
間取りに加え熱環境も注文に応じる
のが、注文住宅の進化形と言える。

目指す室温を検討、それを実現する性能を提案
三方よしに目配りしつつ熱環境をオーダーメイド

［図５］

には、また上昇する光熱費を抑える
には、目指す室温を実現すると同時
に建物全体のエネルギー消費量を抑
え省エネを実現することも重要だ。
　設計一次エネルギー消費量を計算
してBEI（設計一次エネルギー消費
量／基準一次エネルギー消費量）も
出し、例えば太陽光発電分を除いて
BEI 0.65以下に抑えるといった自社
なりの目安を設けるべきだろう。BEI
を出せば各種申請にも役立つ。
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性能表示・断熱等性能等級（6.7は2022年10月施行予定）

等級

省エネ基準比
エネルギー消費量
▲40％
省エネ基準比
エネルギー消費量
▲30％

ZEH基準

省エネ基準

※参考

地域区分
1

（夕張等）
2

（札幌等）
3

（盛岡等）
4

（会津若松等）
5

（水戸等）
6

（東京等）
7

（熊本等）
8

（沖縄等）

等級7
（戸建住宅）

等級6
（戸建住宅）

等級5

等級4

等級3

等級2

UA

ηAC

0.20

－

0.28

－

0.4

－

0.46

－

0.54

－

0.72

－

0.20

－

0.28

－

0.4

－

0.46

－

0.54

－

0.72

－

0.20

－

0.28

－

0.5

－

0.56

－

1.04

－

1.21

－

0.23

－

0.34

－

0.6

－

0.75

－

1.25

－

1.47

－

0.26

3.0

0.46

3.0

0.6

3.0

0.87

3.0

1.54

4.0

1.67

－

0.26

2.8

0.46

2.8

0.6

2.8

0.87

2.8

1.54

3.8

1.67

－

0.26

2.7

0.46

2.7

0.6

2.7

0.87

2.7

1.81

4.0

2.35

－

－

－

－

5.1

－

6.7

－

6.7

－

－

－

－

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC

UA

ηAC
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　このため室温や光熱費、電力消費
量などの実測、体感や住まい方など
の施主ヒアリングといった検証を行
い、必要に応じて設計施工などを是
正し、事前の数値と実際のズレを抑
え精度を高めていきたい。
　全館空調をはじめ暖冷房方式は日
進月歩で、実測やヒアリングを重ね
るなかで新方式の有効性が実証され
たり、また従来の常識が覆ることもあ
るだろう。

落とし所を標準化する

　このプロセスは「PDCA」そのも
のだ。PDCAをまわし続けるなかで、
設計作法が固まり、仕様・設備とコ
ストの落とし所が見えてくる。
　それを標準化することで、クオリ
ティーを担保しながらプロセスを簡
素化することも可能になる。
　このPDCAのプロセスについては、
温熱環境のプロにアドバイスをあお
ぎ、効果的な提案手法や確実な施工
を含め標準化のサポートをしてもらう
と確実だろう。

［図６］

実測とヒアリングで計算とのズレを検証改善
PDACをまわしながら標準化、等級表示を

断熱等性能等級６以上を

　落とし所として自社の標準を断熱
等性能等級でも表したい［図６］。性
能表示制度は国がオーソライズした
オフィシャルなものさしで、等級によ
る表示もシンプルで消費者に伝わり
やすいからだ。断熱等性能等級には
5～ 8地域にηAC（冷房期の平均日
射熱取得率）の基準が設けられてお
り、日射遮蔽対策も表現できる。
　筆者がここまで述べてきた熱環境
を実現するなら断熱等性能等級６以
上が基本となる。その場合等級 6以
上が原則標準であることをアピール
しながら、実際は目標の室温を目指
すBEIの範囲で実現するためのオー
ダーメイド設計を行う。
　ちょっと先の当たり前となる可能性
がある等級７までは提案できるように
したい。高性能開口部材と付加断熱
が基本となるぶんコストは上がるが、
室温はより安定し体感（温度）も向
上する。無暖房期間・時間・範囲が
広がり、光熱費も圧縮できる。
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気候テックの可能性

エ
ネ
ル
ギ
ー

モ
ビ
リ
テ
ィ・輸
送

食
料・農
業・土
地
利
用

重
工
業

建
設・環
境

エネルギー
関連

計測／測量・会計・監査・データ収集

GHG（温室効果ガス）・二酸化炭素回収・貯留

サーキュラーエコノミー  ： 省資源型ビジネスモデル・サプライチェーンへの移行

気候テックの主な分野
２０２２年現在の

気候テック（climate Tech）
投資

２０11年頃までの
クリーンテック

投資 地球持続性の
実現に繋がる
あらゆる産業界の
イノベーションが

対象

世界の気候テック市場
3000超 ： 確認された気候テックスタートアップ数
875億米ドル ： 2020年下半期と2021年上半期の気候テック投資額（総額）
210％ ： 投資額の前年比増加率

ちょっと先のエコハウスを考える
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［図８］

エコハウス×気候テック

　ここ数年世界では、再生可能な資
源とテクノロジーを駆使して持続可
能な社会の実現を目指す「気候テッ
ク」［図８］の成長がめざましい。
　エコハウス関連でも、小規模で
DXもこれからの企業が多い自然素
材・国産材分野で気候テックベン
チャーの可能性がある。
　例えば、原料調達から製造、在庫、
流通、販売といったプロセスをDXで
合理化するプラットフォームを構築、
工務店も含めた関連事業者がつなが
るなかで様々なボトルネックを解消
する。
　こんな業界を巻き込む大きな取り組
みはもちろん、国産材で木製サッシ・
内窓をつくり窓リフォームを普及す
る、国産材のパネル／プレファブでプ
レカット以来の製造革新を目指す、と

世界では気候テックベンチャーが増加
日本でも自然素材・国産材分野で可能性が

品は世界から調達する、国内重視型
の「世界最適調達」を基本としたい。
今後は安さを求めて輸入する時代で
はなくなっていく。

いった特定分野の取り組みまで様々な
切り口がある。エコハウスの開発・普
及そのものにも可能性がありそうだ。
　日本では気候テックベンチャーが
まだ少なく、工務店の参入の余地を
含め、まだまだホワイトスペースが
残っている。

エコハウス×DX

DXについては、計算・シミュレー
ションを含む設計に関するもの、現
場情報共有・リモート監理・チェック
ポイント＆タスク管理など現場に関す
るもの、維持管理計画やCRMなど
アフターに関するものなど、エコハウ
スをコストを抑えながら少数精鋭で
確実につくり守ることに貢献するDX
サービスが提供されていて、活用で
きる。
　前述の実測、そして施主のエネル
ギー使用状況・光熱費状況の把握と
住まい方改善には、スマートメーター
やセンサーの設置、HEMS導入など
のスマートハウス化も有効で、これも
広義のDXと言える。

電気料金・ガス料金の推移

東京電力  電気料金（平均的な家庭）

10000
（円）

9000

8000

7000

6000

5000

0

１０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
２０２１年 ２０２２年

２０２１年１０月

７２３８円

２０２２年１０月
９１２６円（前月比±０円）

東京ガス  ガス料金（平均的な家庭）

7000
（円）

6000

5000

4000

0

１０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
２０２１年 ２０２２年

２０２１年１０月

４９４６円

２０２２年１０月
６１７５円（前月比±２８９円）
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製造の国内回帰が本格化すれば、そ
れは設備のロングライフ化にとって
追い風となる。

自然素材と国産材

　自然素材は経年による美化を楽し
むことができ、メンテ・取り替え・リ
サイクル・リユースがしやすいロング
ライフ建材だ。
　今後は自然素材も設備同様、リユー
ス・リサイクルの促進、原料調達・
製造の国内回帰が進みそうだ。
　特に木材・木質建材は国産材シフ
トを進め、日本の山・林業をサスティ
ナブルにする時だ。
　ウッドショックは落ち着き一部の材
では在庫も増えている。一方で、今
後も円安が続くなら輸入材のコスパ
が落ちて国産材シフトが進み、結果、
木材・木質建材価格は一定で高止ま
りする可能性もある。
　資材についてまとめると、国産品
の調達を基本に、輸送エネルギーを
抑え地域経済に貢献するため地産地
消を進める一方で、日本にはない良

　太陽光発電は、シンプルに言えば
可能な限り設置したい。脱炭素・カー
ボンニュートラルへの貢献もちろん、
電気の供給や価格が不透明ななかで
生活防衛になるからだ［図７］。今後
増えていくEVとの相乗効果も期待で
きる。発電効率やコストもまだ改善の
余地がある。
　東京都の太陽光設置義務化施策が
動き出せば追随する自治体も増え、
施主の関心も高まっていくはずだ。

太陽光を取り巻く状況

認識をアップデート

　現在指摘されている太陽光発電に
対する疑問の多くはメガソーラーに
対するもの、もしくは古い情報に基づ
くもので、住宅用に限ると解消済み、
もしくは解消に向かっているものがほ
とんどだ。
　いまは最新の情報やデータなどを
業界・消費者が共有し、認識をアッ
プデートすべきときだ。そのうえで
工務店や施主がジャッジすればいい。

これ以上古い情報・データ、認識に
基づいた否定が続けば、施主と社会
の機会損失が広がることになる。
　アップデートのための基礎資料と
しては東京都が出した「太陽光発電
解体新書」が施主向けの資料として
も使いやすい。新建ハウジングでも
継続的に太陽光発電に関する情報提
供を続けていく。

設備のロングライフ化

　ロングライフを考えると、太陽光
発電を含む設備機器は修繕・更新・
リサイクルが重要となる。リースやサ
ブスクリプション方式、戸建修繕積
立金といった設備機器の修繕・更新・
リサイクルを確実に行う仕組みのさら
なる普及も必要だ。
　デザイン・機能のシンプル化やメ
ンテ・修繕・部分取り替え・リユー
スしやすい構造の工夫、中古市場の
創設といったメーカー・流通事業者
の取り組みも期待したい。
　また、コロナ禍やウッドショック・
資材ショックの教訓から部品調達や

［図７］

電気料金・ガス料金が上昇、供給も不透明
太陽光発電は可能な限り設置、認識のアップデートも
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気候テックの可能性
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計測／測量・会計・監査・データ収集

GHG（温室効果ガス）・二酸化炭素回収・貯留

サーキュラーエコノミー  ： 省資源型ビジネスモデル・サプライチェーンへの移行

気候テックの主な分野
２０２２年現在の

気候テック（climate Tech）
投資

２０11年頃までの
クリーンテック

投資 地球持続性の
実現に繋がる
あらゆる産業界の
イノベーションが

対象

世界の気候テック市場
3000超 ： 確認された気候テックスタートアップ数
875億米ドル ： 2020年下半期と2021年上半期の気候テック投資額（総額）
210％ ： 投資額の前年比増加率

ちょっと先のエコハウスを考える
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［図８］

エコハウス×気候テック

　ここ数年世界では、再生可能な資
源とテクノロジーを駆使して持続可
能な社会の実現を目指す「気候テッ
ク」［図８］の成長がめざましい。
　エコハウス関連でも、小規模で
DXもこれからの企業が多い自然素
材・国産材分野で気候テックベン
チャーの可能性がある。
　例えば、原料調達から製造、在庫、
流通、販売といったプロセスをDXで
合理化するプラットフォームを構築、
工務店も含めた関連事業者がつなが
るなかで様々なボトルネックを解消
する。
　こんな業界を巻き込む大きな取り組
みはもちろん、国産材で木製サッシ・
内窓をつくり窓リフォームを普及す
る、国産材のパネル／プレファブでプ
レカット以来の製造革新を目指す、と

世界では気候テックベンチャーが増加
日本でも自然素材・国産材分野で可能性が

品は世界から調達する、国内重視型
の「世界最適調達」を基本としたい。
今後は安さを求めて輸入する時代で
はなくなっていく。

いった特定分野の取り組みまで様々な
切り口がある。エコハウスの開発・普
及そのものにも可能性がありそうだ。
　日本では気候テックベンチャーが
まだ少なく、工務店の参入の余地を
含め、まだまだホワイトスペースが
残っている。

エコハウス×DX

DXについては、計算・シミュレー
ションを含む設計に関するもの、現
場情報共有・リモート監理・チェック
ポイント＆タスク管理など現場に関す
るもの、維持管理計画やCRMなど
アフターに関するものなど、エコハウ
スをコストを抑えながら少数精鋭で
確実につくり守ることに貢献するDX
サービスが提供されていて、活用で
きる。
　前述の実測、そして施主のエネル
ギー使用状況・光熱費状況の把握と
住まい方改善には、スマートメーター
やセンサーの設置、HEMS導入など
のスマートハウス化も有効で、これも
広義のDXと言える。
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エコ賃貸の三方よしの可能性

エコ賃貸

③工務店のメリット
●職人に仕事をつくれる
●建築費を抑え収益・利回りを
  向上、家賃を抑制できる
●エコハウスの潜在客を育成
●安定収益を生む投資事業

①施主のメリット
●持ち家でなくても快適・健康・
  省光熱費の家に住める

②社会のメリット
●普通に住んでもらうだけで
  省エネ・脱炭素に貢献できる

●高断熱高気密
●太陽光発電
●防音・遮音
●自然素材
●コミュニティ化

ちょっと先のエコハウスを考える
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［図10］

施主の積極関与を

　費用を負担しその家で暮らすのは
施主で、施主の住みこなしへの積極
関与が大事だ。それは施主の納得・
満足にもつながる。
　施主が温湿度を把握しながら、ま
たは体感で、窓を開け閉めし、暖冷
房を調節し、自分好みの居心地を実
現していく。模様替えやメンテ、さら
にはDIYなど自ら身体を動かし楽し
みながら暮らしや人生をリノベし、建
物をロングライフ化していく。
　こんな施主の積極的な関与を高い
性能がおおらかに受け止め、住まう
楽しさ・豊かさを増幅していくのが、
ちょっと先のエコハウスのあり方では
ないかと考えている。

性能という土台の上に機能・使い勝手、
美しさ・楽しさを積み重ねていく

科学と感性の融合

　エコハウスの土台は性能で、その
レベルとベネフィットは定量化・指標
化が可能だ。それを踏まえて精度高
く設計を行い、確実に施工し、実測
や顧客の声で検証改善していく。こ
れによって三方よしをより高い次元で
実現できるようになる。
　性能という土台の上に機能・使い
勝手や美しさ・楽しさを積み重ねて

いくことで、さらに居心地がよく豊か
な時間を楽しむことができる住まいと
なり、QOLが高まる。
　科学的領域と感性的領域は対立す
るものではなく、融合して価値を高
めることができる。その融合にはまだ
可能性・伸び代があるはずだ。

不動産の免許やノウハウが必要に
なってくる。不動産に強くなるのもこ
れからの工務店像で、土地付けや分
譲住宅など新築事業にも生きる。
　特に筆者が「クズ土地」と呼ぶ、
利便性や形状に難があるが低価格＋
αの魅力があり、その魅力を設計力
で増幅できる土地を提案することで、
建築費の確保、住まいと暮らしへの
満足につなげることができる。
　インフレが続けば建築収益は圧迫
される一方で不動産収益は価格上昇
に伴い増えていくため、経営的にはリ
スクヘッジになる。

「ローカルSDGs」＝まちのエコ化

製品や原材料などを、新
たな「資源」として経済
活動の生産・消費・廃棄
といった複層的な段階で
再活用することで、廃棄
物を出さずに資源を循環
させる経済の仕組み。無
駄を富へと変え、再生と
利益創造の循環を生む
新しい成長戦略

脱炭素社会
地下資源から

地上資源の活用へ

循環経済
そもそもゴミを
出さない社会へ

サーキュラー・エコノミー

地域を支える仕組み

エコ・ソーシャルな
SDGs事業

サーキュラー・
エコノミー自立した地域

・モノ  ・エネルギー
・生態系サービス など

［地域活性化・サステナブル+課題解決能力］
ボ
ラ
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SDGs
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資源・お金
人々の想いの循環地産地消（特にエネルギー・食）

＝

自然との共生
森・里・川・海が育む自然の恵みを守り生かす

様々な事業を
生み出し続ける
人々のネットワーク

地域プラットフォーム
＝

国産材・住宅
自然・自然エネルギー
＝ 地上資源

国産材・住宅
自然・自然エネルギー
＝ 地上資源

［解説］Commentary
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不動産に強い工務店に

　リノベや賃貸の事業化を進めると

地元をエコ化する

　工務店は地元との接点、特に経営
者層との交流を増やしエコハウス・
エコ建築への理解を深めながら、地
元の活性化・持続に貢献したい。
　そのなかで経営者層からのエコハ
ウスの受注はもちろん、まちのエコ
化（エコロジー＆エコノミー＆ロング
ライフ化）＝非住宅・賃貸住宅への
太陽光設置や性能向上リノベーショ
ン、内装・家具の木質化、木造施設・
ZEBへの建て替えなどを提案、工務
店の仕事にしたい。性能アップと木
造・木質化は工務店の得意分野だ。

工務店はローカルSDGsを

　筆者が何度か誌面で紹介した［図
９］の「ローカルSDGs」のコンセプ
トはまさにまちのエコ化で、工務店の
これからと重なるものだ。
　特に、オイルやガスなどの地下資
源から「地上資源」＝例えば今ある
木や自然、自然エネルギー、さらに
は今建っている住宅・建築物の循環

リノベは工務店の市場

　エコハウスに取り組む工務店は、
新築事業を深掘りしながらリノベ事業
を開拓する、いわゆる「両利きの経営」
を実践できるはずだ。
　性能向上を含むスケルトン改修は
エコハウスの新築で培った設計施工
力を生かし新築以上の価値を実現で
き、工務店に向いている。
　ゾーン改修・部分改修は需要喚起
と診断・設計・施工の難易度が高くノ
ウハウも必要だが、逆にそのノウハウ
があれば需要を総取りできる可能性も
ある。
　難易度が低いのは内窓設置や窓・
玄関リフォームで、オーナーとその近

三方よしのエコ賃貸

　「両利きの経営」の視点でいえば、
賃貸住宅のエコ化＝エコ賃貸［図
10］への建て替えや性能向上リノベー
ションも工務店の仕事にできる。
　工務店がオーナーとしてエコ賃貸
の経営を行うのも有望だ。職人の仕
事をつくりつつも実質原価で工事が
できるため建築費を抑えることが可
能で、収益・利回り向上や家賃抑制
につながる。エコ賃貸の住人はエコ
ハウスの潜在客にもなる。
　なにより持ち家層以外にも快適・
健康・省光熱費の住まいを提供でき、
住んでもらうだけで省エネ・脱炭素
に貢献できる。
　また、差別化となり入居者を確保
しやすく、安定収入を生む投資事業
にもなる。三方よしの事業だ。

［図９］

工務店が自分ごとで実践できる「ローカルSDGs」
地元をエコロジー＆エコノミー＆ロングライフに

隣を中心に今後提案できる余地は大
きく、ここも工務店の仕事にしたい。

利用にシフトし、上手に使い倒すとき
に来ている。
　いま建っている住宅・非住宅すべ
てが活用できるわけでない。建て替
えるべきものは長期利用可能なエコ
ハウス・エコ建築として新築する。こ
の建て替え市場も、もっと工務店の
仕事にしたい。
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［図10］
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