
１．２ 建物の環境性能 

 

MELT-MEDDE/DHUP 建築品質・持続的発展部 

資材・建物の環境品質プロジェクト責任者 アジラ・シュミット＝フディル 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

アジラ・シュミット・フディルと申します。本日は建物の環境性能についてプレゼンテーショ

ンすることを非常に光栄に思っております。 

元々はこのＣＳＴＢの担当者でありますジュリアン・アンスさんと、それから私と 2人でこの

プレゼンテーションをすることになっていたわけですが、残念ながら本日はアンスさんが出席で

きないということですので、私、住居・都市開発・景観局のものが全てプレゼンを行います。 

１．２資料スライド２ 

まず最初でございますけど、3つ、特に強調しておきたいという点でございます。 

第一に、新しいアプローチを導入しているということです。これまではどちらかと言いますと、

その手段に焦点を当てていたわけなんですけれども、これからはむしろ重要なのは結果であると。

結果を重視するというやり方になります。そして、これは特にこの断熱に関しましての規則です

ね。これに示されているということができると思います。つまりエネルギー効率、エネルギー仕

様のパフォーマンス、これを改善するということを目標としているわけで、㎡あたり 50kw という

目標値、これを達成する。つまりこの結果を達成するということに重点がおかれました。 

それから業界、建築業界といたしましても、建物のライフサイクル全体を通じて総合的なエネ

ルギー効率が改善されています。これを目標にしています。そして、パフォーマンスの良い建物

につきましては、この㎡あたり 50kw という、この数字でございますけれども、これはライフサイ

クル全体の消費の 3分の 1にあたります。そして、ライフサイクル全体でどこでエネルギーの節

約ができるのかということを見極めて実行していかなければいけないということになるわけです。

そして、同時に環境パフォーマンスということも見ていかなければいけないわけです。そして、

これにつきましても様々な課題があるわけで、水の消費であるとか、エネルギーの消費、それか

ら温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の削減、こういったことも考慮に入れて課題として取り組

んでいかなければいけないわけです。 

こういった課題を建築業界としましても認識しているわけで、そして今後やはり住宅の建設を

していくという場合には集合住宅といいますか、そういった考え方、段階へと考えていくことが

必要であろうと考えます。それから更にこのパフォーマンスがどうなっているか、具体的に測定

できるということなんです。そして革新、技術革新を行うということ、それから新しいツールを

使うということ、そしてベストプラクティス、これを普及させていくことが必要となってきます。 

それでは、法律ではどうなっているか。法律の枠組みをご紹介いたします。 

スライド３ 

2010 年の 7月の 12 日付の法律というのがございまして、これは環境に対する全国的な取組み

法というふうに訳すことができると思いますけれども、この法律によりまして新しく 2つの法的

な枠組みが決められております。新規の建造物、それから既存の建築物に関して、建築・住宅法

典、これを改正するものであります。そこでその法典の法文でございますけれども、これ完成す

るものに対しまして、国務院政令によって次のように行うということが書いてあります。新規建

築物については、その建築物の用途がどういうものであるかを考慮に入れながら、またその建物
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の特徴、それからエネルギーパフォーマンス、環境パフォーマンスを考慮に入れて、特に温室効

果ガスの排出、水の消費、廃棄物の生産、そしてこれらの建物の建築維持管理、改修、そして取

り壊し、こういった段階全てについて考慮に入れてということを述べているわけです。ですから、

そのまず第一の引用、これは新築の建物について、国務院で今出ましたようなことを規定すると

いうように書いているわけで、もう 1つの条項におきまして既存の建築物について、やはり同じ

ような点について国務院で決めるということを述べているわけです。 

スライド４ 

この法の改正によりまして、建築物の環境性能というものを法規制上の要求項目の中に取り入

れていくと決めているわけです。ですから、このように原則が決められておりまして、さらにこ

の原則の実施にあたりましては指標を使っていくということになっております。つまり、建物の

環境インパクトを評価するにあたって使われる指標、それは適切なものであり、定量化すること

ができ、客観的なものであるという風に述べられています。そしてこの指標というのは、以下の

3つに係るものであると、つまり自然資源の消費に関するもの、エネルギー、水、それから温室

効果ガスの排出に関する指標、それから廃棄物の排出に関する指標となっています。そして、こ

れら環境指標の計算でありますが、建物のライフサイクル全体について計算いたします。つまり

建築資材の製品の生産から始まり、その輸送、それから実際の建築、それから建物の使用維持管

理、そして建物の解体までです。そして更に基準進路というのがございまして、それに比較しな

がら個々の建物のパフォーマンスをみていくということになります。そして、しきい値を決める

ということが必要になります。基準値ですね、環境インパクトにおきまして。そのために実験を

行うと、様々な関連するパートナーと協力しながら実験を行うということになりました。 

スライド５ 

そこでそういった実験でございますけれども、2010 年に始まっております建築上のベストオブ

ラティスを使い、そしてエネルギーパフォーマンスも最も良いと思われるようなものの建築を行

う。これを政府が主導して、そして Ademe も参加してやっています。そしてパートナーとして一

緒にやっておりますのが、まずＨＱＥアソシエーションでございますね。ここがこのプロジェク

トの全体的な運営管理を担当しております。つまり環境、品質が非常に高い建物を推進する協会

ということになります。それから技術的な面では CSTB とそれから CETE、これは Equipment 技術

のセンターでございます。そして、こういった技術センターがこのプロジェクトのモデル化を行

い、またこのプロジェクトに参加する様々な団体に対してのトレーニングを行っております。教

育訓練を行って。それから更に実際に建物をつくっている施工者ですね、有志の施工主がこれに

参加したい、評価をしてくださいと言って申し入れてきて参加するようになりました。それから

更に建物の品質に関して認証する機関、フランスにいくつかそういった認証機関がございますけ

れども、そういった機関も参加しております。そして施工主に対して様々な技術的なドキュメン

トを適用するといったような形で協力を致しました。そして CSTB が様々な評価のモデル化等を全

部総合する。それから最終的に統計的な処理を行うという、そういった作業を致しました。 

スライド６ 

こういった作業が 2011 年度に行われまして、74 の新築建築物についての評価を行うことがで

きました。モデル化を行い評価を致しました。この 74 棟でございますけれども、戸建ての住宅も

ございますし、集合住宅もございますし、それからオフィスビル、それから第三次産業等、いろ

いろございます。それから全国的にこういったプロジェクト、かなりまんべんなく配置されてお
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ります。プロジェクトにどういったタイプの建物であったかが、この上の表に示してあります。

それから建築技術に関しましても、フランスでよくみられるタイプの建築技術、全体的にそうい

ったものを網羅するような形でプロジェクトが参加しております。コンクリートのものもあれば、

木造プレートのものもございます。 

スライド７ 

さて、この評価をするにあたりましては methodology のツールを提供することが必要でした。 

まずフレームワークドキュメントですけれども、建物のライクサイクル分析をするにあたりまし

て、基本的になる文章でございます。フランスの基準、規格といたしまして NF P01-010 というの

がございます。 

それからもう 1つは実験的な基準でございます。こういった建物の評価を行う時、実験的に行

うにはどのようにするべきかということを述べている規格となります。それがＸＰ Ｐ01-020-3。

それから、更にこの評価に参加いたしました関連団体と協力致しまして、技術付属文書というも

の、アネッスというものをつくっております。このアネックスにおきまして今回の評価を行うに

あたってのルールを決めているわけです。つまりどういう仮説をたてて、そしてどういう要素を

考慮に入れて、どういった範囲でやっていくのか、そういった点です。 

それから、データベースも使っております。建築資材、製品に関しましてはＩＮＩＥＳデータ

ベースというのがございます。そこからより総合的なデータベースのエコイベントというデータ

ベースですか。ここに書いてあるのがそうです、ということです。そして建物のライフサイクル

分析に使いますツールとして Elodie を使っています。それから更に、この実験に参加して評価を

する人たちを助けるための、サポートするためのドキュメントがＣＳＴＢから提供されました。 

スライド８ 

elodie について簡単にご紹介いたします。これはコラボラティブソフトウエアというものでご

ざいまして、ウェブ上で使うことができるものです。ＣＳＴＢの環境部が 2006 年に開発していま

す。1つの建物を取り上げまして、そのライフサイクル全体を通じて環境インパクトを定量化す

ることができるようになりました。そして今日ではこの Elodie というソフトウエアがこういった

分野では最も標準的なソフトと認識されております。それでは 1つのその建物の環境インパクト、

フットプリントですか、プロフィールという言い方もしておりますけれども、4つの指標ですね。

ここに 4つ出ております。この指標を使ってどのように表すかというのがこの図でございます。

ですからこういったツールを使ってデザインをすることができるわけです。 

スライド９ 

実際に elodie、これがどういう風に機能するのかというご説明でございます。建物のライフサ

イクル全体におきまして、環境貢献要因、こういったものを見ていくわけです。まず建築という

ライフサイクルの建築段階におきまして、どういった資材が使われ、どれだけのエネルギー、ま

た水が使われるか、そういったことを測定いたします。それから建物の中で使われる素材、資材

です。それから建物の利用時点においてのエネルギー消費。それから水の消費ですね。それから

その建物にアクセスするための交通、モビリティに関する消費。そして、こうしてライフサイク

ルの各段階で評価して計算したもの、それをまた全部集計して、そして項目ごとに結果を見るこ

とができるわけです。温室効果ガスの排出、エネルギーの使用、水の消費、廃棄物の排出です。 

スライド１０ 

そして elodie はデータベースＩＮＩＥＳと繋がっております。建築資材、商品の環境、健康的
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な特性についてのフランスの基準となるデータベースです。そして、今日このデータベースには

800 のＦＤＥＳが入っております。これは環境ファイルという意味でございます。そして、これ

には関連するプロトコルがあるわけなんですけれども、BHS がこのデータベースを管理しており

ます。環境の評価におきましては、このデータベースが非常に重要なものとなっております。 

スライド１１ 

さて、HPU パフォーマンスの結果についてこれからご説明いたします。まず温室効果ガスの排

出でございますけれども、建物の種類別、タイプ別に、どの程度になるかということを算出いた

しました。そして、勿論その温室効果ガス排出の原因となるものを仕分けして、この棒グラフに

示しているわけですね。まず資材、製品がございます。それからエネルギー消費。規制の対象と

なっている消費と、それから規制の対象となっていないエネルギーの消費というように区別して

おります。それから一番上の青いところが水の消費です。それから排水も入っています。こうし

て見てみますと、温室効果ガスの排出におきまして、建築資材、消費、こういったものの貢献度

が非常に大きいということです。建物を 100 年間使うという想定で計算しておりますけれども、

年間延べ面積当たりのＣＯ2相当 kg で表示いたしまして、8.7 です。 

スライド１２ 

それから今度はエネルギー消費でございますけれども、同じく年間延べ面積あたり kwh で示し

ております。そして、ここは 3つの要因に分けております。灰色の部分が設備、それから消費で

すね。それから黄色の部分が規制の対象となっているエネルギー消費。そしてオレンジの部分が

対象外のエネルギー消費です。そして建物の種類別に示しております。そして個別住宅について

みてみますと、建築に入ってくる商品と、これに関するものが 3分の 1を占めているということ

がわかります。 

それから利用に関して、規制の対象になっているもの、なっていないもの、それからその第三

セクターのビルに関しましてもかなりの量になっているということがわかります。ですから、こ

ういった利用に関連してのエネルギー消費、これをどうやって減らすことができるかということ、

これが課題となるわけです。 

スライド１３ 

そこで、これも同じ結果ですけれども、エネルギー消費について、建設の資材、商品といった

ところについて特に詳しくみております。そしてボックスプロットを使いましてどういう風に分

布しているかを見ているわけなんです。そして建物の中のロット毎に、ロットと言っているのが、

この例えばこのグラフに上がっている項目ですが、様々なネットワークや、それから外の設備、

廊下であるとか、そういったもの、ロットごとに分析をしております。 

スライド１４ 

そしてこうやって分析してみますと、ロットの中には分散が非常に小さなものもあるわけです。

ですから、そういうものにつきましてはデフォルト値を使って設定しています。それに対しまし

て、分散が非常に大きいロットに関しましては、このこういったタイプの消費を減らすための努

力、検討が必要だということになります。 

スライド１５ 

ですから、Elodie というこのツールを使うことによりまして、1つの建物について左の円グラ

フのようなものをつくり、更にそのうちの 1つに焦点を当てて、それを更に細かくして右側の円

グラフのようにということができるわけです。 
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スライド１６ 

それから更に屋内の空気の質についての評価も行いました。こういった今回の実験の結果を全

部網羅しております資料を持って参りました。英語とフランス語で書いてあるのですが、残念な

がら 3部しかございません。 

スライド１７ 

実物大でこのアプローチのフィジビリティーを確認するということを行っております。このプ

ロジェクトに参加いたしました様々なパートナーと共に、この評価方式をより良く知ってもらう、

普及させるための努力をしたわけです。ですからこういった新しいやり方、これをより良く理解

してもらおうというわけでございまして、まずその環境に対するインパクトを評価するという計

算を行ったということです。そしてこれはＣＳＴＢから技術的な文献として公開されております。

ＣＳＴＢのウェブサイトで読んでいただくことができます。 

スライド１８ 

それから 2回目の実験ですけれども、今年の 6月に始めました。個別の住宅について、それか

ら集合住宅について、そういったものをより良く、より突っ込んで検討しようというものです。

2011年の実験のフィードバックがございましたので、それを取り入れて更に枠組みドキュメント、

これを改善するということもしております。ですからこれまでの第 1回の実験で取り得ることが

できたサンプル、これを更に充実させるということ、そして更によりしっかりしたモデルをつく

るということが目標でございます。実はこの実験、数日前に終了したところにございまして、新

しく 80 の建物が加わりました。そして、今回のこういった 2回の実験によりまして、環境パフォ

ーマンスラベルというものを定義することになります。これは法律で既に予定されておりますよ

うな将来の建物の仕様に叶うものということです。 

スライド１９ 

この新しくつくられるラベルですが、非常にしっかりした技術的な基盤があるということ、そ

して、関係する方面、当事者が皆合意できるものであるということ、ただし全てを網羅するとい

うものではないわけですが、しかし新しいものを取り入れて将来、更に改良することができる、

そういったタイプのラベルとなります。そしてこのラベルは科学的に信頼できる指標となるべき

ものであります。そして少なくともエネルギー消費、温室効果ガスの排出、それから水、廃棄物、

こういった分野をカバーします。そして、こういったラベルが使われる範囲ですが、第一段階と

しては建築資材、消費といったもの、それから設備です。それから水、エネルギー、こういった

ものが対象となります。そして目標が 2つございまして、まず 1つはそのしきい値と言いますか、

パフォーマンスの基準値、これが明確になるようにするということ、それからもう 1つはやはり

情報を提供する。それからもう 1つ建築業界に対しまして、エコデザインというプラクティス、

これを普及させていくということもなっています。それから、これからのスケジュールですが、

これまでの実験の結果のバリケードをした後で、委員会をつくり、そこにおいて建物の環境パフ

ォーマンスに関しての今後の規則を提案する作業をいたします。それから作業グループも課題ご

とにつくって参ります、指標について、それからモデル化についてです。そして来年末には政令

案というものがつくられ、その次の年の初めには省令されるということを目標にしています。 

以上です。ご清聴ありがとうございました。最後にお役立ちリンクのリストがございますので、

資料など閲覧するという方はご覧ください。 
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GGCC-F1、J1 に関する質疑応答 

 

【勝見】 フディルさん、最新の興味深い発表をありがとうございます。私は日本で建築基準の

施行を担当しておりましたので、基準をどういう風に実行するのか、社会で実行するのかという

のに興味があります。その観点で 2つこの発表の中で教えていただければと思います。 

1 つ目は今性能の基準を検討していて、2014 年に省令が出るというスケジュールにされていると

いうことですけれども、この基準というのは最低、ミニマムの基準なのか、望ましい基準として

設定するような性質のものなのかを教えていただければと思います。 

【フディル】 まず最初にその規格ということについて申し上げたいと思います。フレームワー

クドキュメントと言っているもの、これが規格にもあたるわけです。そして現在これが変化して

おります。まず、フランスにおきまして現在規格として利用されているものは、これはフランス

だけの規格ではございません。EU の規格がフランスで実施されているというものでございます。

ですから建築に使われる製品についての申告のルール等も欧州基準で決められています。ですか

らフランスにおいて商品レベルでの規格、ルールが決められていて、それから更に建物レベルの

規格としては欧州の規格が使われています。ですからフランスにおいて新しい規格をつくると、

導入するという場合には、まず基本的に欧州の規格というものを踏まえてやっていかなければい

けないわけです。ですから私どもの方で導入するツールというものも欧州の規格、これを基本的

に踏まえていなければいけないわけです。しかしこの欧州の規格というのは、パフォーマンスと

いう考え方はしておりません。むしろその方法論的なことを決めているというわけです。私ども

の今回の作業ですが、これはやはり目的として目標値を設定していることです。 

【メジュレ】 そうなんです。ですからもう一度確認になりますけれども、欧州の基準、規格と

いうものがございます。これは測点法について決めていくんですね。それに対して今フランスで

やろうとしているものでございますけれども、これは最低値、或いは要求値というものを設定し

て、そういう作業を、これはフランスの国内レベルでやっているわけでございます。ですからフ

ランスにおきまして、この HQE パフォーマンスという手法で今回作業しているわけなんですね。

欧州の規格によりましてツールは誰誰で、しかしこのツールをどう使うかということについては

何も述べられていないわけなんです。そこでフランスにおきましては、今回のこういった実験に

よりまして、実際の建物において作業が行われているわけです。そこでパフォーマンスを計算し

ています。 

【勝見】 確認ですけれども、EU 規格で部材の性能ですとか、測定方法は決まっているというの

は知っているんですが、各国が要求性能を与えると、その要求性能というのは最低基準、言い換

えれば具体的にはある建物を建てる人がその基準に合ってなかったらダメですよって言われてし

まう基準なのか、この基準に合っているとインセンティブを与えられるような基準なのかという

ところが、まず 1点知りたいところです。 

【ナルシ】 まず基本的な考え方と致しまして、最低値を設定する。そしてその最低値を守らな

ければいけないという、そういう性格のものとなります。実施にあたりましては二段階にという

ことを考えております。と申しますのは最終的な目標はかなり野心的になっておりますので、実

施にあたっては二段階に致しまして、まず第一段階としては、任意のラベルの設定という形でや

っていって、そして第二段階でそれを実現します。 
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【メジュレ】 建築に関係致しますような資材、商品というものにつきまして、先程説明があり

ましたように、まず基準がある、これがツールとなるということ。それからフランスにおきまし

て、新しいルールをつくって、そこで最低値を設定する。最低値と言いましたから、最低値とい

うと非常に低いものかというと、必ずしもそうではありません。最低値が非常に高いところに設

定されるということもあるわけです。最低値が設定されまして、皆がそれを守らなければいけな

いとなると差別化が難しくなるという点もあるかもしれませんが、しかし中にはメーカーの中で、

最低値をよりももっとずっと良いものを出したいというところもあるでしょう。そういう場合に

は今度は Certification を出すということも可能になるわけで、これは任意に沿った Certificate

をもらいたいところがもらうと、そういう形になります。これはエネルギーの消費に関して、或

いはその他の環境に関連することに対してということです。 

 

【勝見】 2 つ目の質問。まずオブリゲーションの基準の方なんですけれども、そちらのところ

をどうやって誰がチェックすることを想定されているのか。例えば日本ですと他の国でもそうで

すけれども、普通は建築を新しくつくる時には建築許可、日本では確認ですけれども、建築許可

をして、いいですよってつくれるということになっているんですが、そういう仕組みでチェック

をされているのか、想定しているのかという点と、それから維持の部分のどういう風なチェック

を考えているのか。 

【ナルシ】 まず 2つ異なった制度だということをご説明したいと思います。建築許可でござい

ますけれども、これは都市計画の観点から出されるものでございます。ですから建物のその面積

がどうなっているかとか、土地に対してどのくらい専有面積があるかとか、そういったことにつ

いての許可であります。建てるという、建築という作業そのもののルールに関しての、これをき

ちっと守っているかどうか、こういったことを検討するタイプのものではございません。この建

築のルールそのものについて、建設のルールそのものについて、事前に審査をして許可をすると

いった制度はございません。大きな大規模な建築物につきましては、コントロールするという制

度がございます。そしてこれは外部の第三者の機関が、現場に、まずその建築設計段階において

操作をする、コントロールをする。それから工事段階においてコントロールすること。それから

竣工して受け渡しするという、そういった段階でもコントロールをするということが行われます。

それから一度建物が出来上がって、今度は使い始めたという段階に入りますと抜き打ち的にこれ

これについて調査をするといった、そういったタイプの調査が入ることがあります。これもやは

り大規模な建物についてでございます。ただフランスといたしまして、現在のこの制度に決して

満足しているわけではございませんので、他の国ではどういう風にやっているんだろうというこ

とをまとめ参考にしたいと思っているところです。 

【勝見】 非常によくわかりました。ありがとうございます。 

 

【ナルシ】 それではその今申し上げたことの続きでございます。日本ではどういう風にされて

いるんでしょうか。建設そのもののルールに関しまして、実際にその調査とか審査とか、行われ

ているのか。施工主にとってあまりにもコストがかかり過ぎないような方法で、何かよい方法が

あるでしょうか。 

【橋本】 昨日の話の続きになりますが、まずあの日本で建物を建てようとすると、ほとんど例

外なく建築確認というのを取らなければいけないわけです。建築確認では建築の計画について、
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建築物の性能そのものと、都市計画、例えばゾーニング等、両方をチェックするようになってい

ます。実は例外的に他の法律の規制を建築確認の時に一緒にみることもあります。典型的には昨

日ご説明したバリアフリーの基準は建築基準そのものではないんですが、建築確認の時に併せて

チェックをすることになっています。その都市計画的な方はちょっと今日はご説明をせずに、建

築物単体、そのものの性能についての建築物のそのものの性能についてちょっとご説明します。 

まず一番大事なのは構造の安定性。これは地震に対する耐震性等も含めてです。これがまず 1つ

重要なことです。次に防火の性能。所謂火災の安全性、それから非難ができるかどうかというこ

とです。それから建築物の中の環境、それは空気質とか、或いは広い意味では省エネルギーも含

めてですね、そういう環境性能というのを規定をしています。それ以外にもいくつかの規程があ

りますが、主な項目は大体それくらいだと思ってください。おそらく日本の建築基準、それから

フランスのしくみで決定的に違うのは、例えば表示制度とかですね、任意のボランタリィな規定

は建築基準法では基本的にはないということです。建築基準を守っていれば○だし、ある基準に

達していなければ×がつくという、そういう性格のものです。日本にも例えば CASBEE の制度であ

るとか、或いは住宅のいろんな評価の制度であるとか、ラベリングの制度はあるんですが、基本

的に建築基準とは直接繋がっていません。EU のようにその消費者に対する情報提供と、それから

強制的な規制というのが上手く繋がる方が我々もいいと思うんですが、昨日もご説明したとおり、

何か事故があるとですね、すぐに規制をしろと言われ、非常に強いので、いきなり○か×かとい

う規制に持ち込むということが最近多くなっています。あとはですね、その建築の規制というの

は、建築の設計図面を基に審査をすると。例えば運用段階、要は実際に建物の建った後の規制と

いうのは、基本的に建築規制の中にある。一部点検なんかをやって報告する制度はあるものの、

基本的には設計図面のチェックをするということで、それが後々例えば具体的にエネルギーをど

れだけ使ったかとかですね、実際に当初予定された用途で使われているかとか、そういう問題を

生じるということで、若干我々も課題があると思っています。 

先輩、よろしいでしょうか。実は私よりもはるかにプロの方がお二人いらっしゃいますので。 

【立石】 今建物の確認をする機関というのが日本の場合には行政庁か、或いは行政庁に代わる

民間の指定機関ということになっています。その点がフランスと日本の大きな違いになると思い

ます。 

 

【メジュレ】 それでは桑沢さんに質問させていただきます。日本でおっしゃっていた LCCM、フ

ランスではそのポジティブエネルギーハウスということになるわけなんですけれども、こういっ

た家が効果的である、効率的であるためにはどういうやり方がいいかということについてなんで

すね。勿論そのエネルギーの消費を削減するということもありますし、快適な家にするという側

面もあるわけですね。いずれにしましても国全体のレベルでインパクトがあるということを目標

にしていかなければならないわけでございます。ということはこういったタイプの家、エネルギ

ー消費の少ない家を国全体に普及させるということがまず第一に必要になってくると思います。

それから 2番目に、やはりこのエネルギーの貯蔵の問題が出てくるかと思うわけなんです。つま

り孤立した家が野原の真ん中に一軒あっても上手く機能しないと思うんですね。ですからやはり

一つの地区というレベルで考えて、こういった家をネットワークにして、或いはその所謂スマー

トグリッドという形で地区単位で考えるべきではないかと、そうすることによってエネルギーを

効率的に利用できると、共有できると思うんですけども、いかがでしょうか。日本ではやはりそ
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ういう結論になるんでしょうか。 

【坂本】 私の方が詳しいと思いますので。スマートグリッドの研究は日本でもう開始されてプ

ロジェクトもいくつか今やっている最中です。ただし、担当の官庁が国交省ではなくて経済産業

省、METI ですね。日本ではスマートグリッドと、それ以外にスマートコミュニティということで、

全国各地で取組みと、実際に今やろうとして、随分その予算、国の予算が通ったところです。そ

れが成功したかどうかというプロジェクトがあるんですけれども、それについてはまだ結果が出

ておりません。そういう精神的なプロジェクトがこう上手くいって、これをやっぱり全国に広め

るべきだという、そういう政府の判断がちゃんとなされれば、これを実際いくつも実践するのは

国交省の役割だと思います。言い過ぎかもわかりませんが。これからの話です。 
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