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（スライド№１）

エネルギーは世界的な問題です。特に建築用のエネルギーは、大きな問題になると思います。

どのようにエネルギーを使用して設備を使うか、住宅に使うか。建築の省エネルギーの仕事を

実施するためには、現在の建築におけるエネルギー消費の現状をわからなければなりません。

中国の省エネルギーにおける消費の現状と方法について紹介いたします。

（スライド№２）

５つの方面について話します。

建築エネルギー消費の構成、大型公共建築エネルギー消費の現状と分析、居住建築エネルギ

ー消費の現状と分析、建築エネルギーの消費の拡大傾向、建築省エネの戦略と方法です。

（スライド№３）

建築エネルギーの消費の構成は、主に暖房、空調、給湯、炊事、照明、家電製品、エレベー

タ、換気などのエネルギー消費を指しています。今、建築エネルギー消費が中国の総エネルギ

ー消費に占める割合は 27.6％に達し、まだ増え続けています。

（スライド№４）

建築物の運用で消費されたエネルギーについて、都市部の民用建築の運用で消費する電力は

全国総発電量のおよそ 25～30％を占めています。北方、特に寒い地域の都市部では暖房に消費

する石炭が全国非発電用石炭の 15～20％を占めます。建設分野の建築業と住宅産業が資源の大

口消費産業です。例えば、鋼材、セメント、ガラスの消費量はそれぞれ 15％～20％を占めてい

ます。エネルギー消費の削減と資源の節約は重視しなければなりません。

（スライド№５）

この統計表を見てください。これは今の中国の建築エネルギー消費の現状です。農村部が 240

億㎡を占めています。都市部は 160 億㎡です。北方地区の暖房を入れるところは 65 億㎡を占め

ています。農村部のエネルギーの消費は低く、標準石炭は 0.4 億トン、電気使用量は 400 億 kWh

です。都市部の消費は多く、5,000 億 kWh の電気を消費しています。北方の寒冷地域の暖房に

よる使用量は多く、建築エネルギー消費の 35～42％を占めています。都市部の住宅では、90

億㎡の面積の中で 20～29％を占めています。大型の公共建築は、５億㎡で８～10％を占めてい

ます。住宅の 10 倍ないし 20 倍になります。

（スライド№７）

これは中国の大型公共建築のエネルギー消費に対する調査です。上海でオフィスビルを９棟

調査しました。その中のオフィスビルの最大平均エネルギー消費と最小平均エネルギー消費量

の差は 2.21 倍です。

（スライド№８）

 深圳の調査では、一番大きいのと小さい面積のエネルギー消費の調査を行いました。深圳は

発展のスピードが早く、空調、照明、オフィス設備の数字によって、深圳の発展のスピードが

よくわかります。
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（スライド№９）

次は北京市の調査の結果です。北京市は解放と改革により、第三次産業の割り増しを深め、

オフィスビル、マンション、ホテル、コンベンションセンター、それから五輪施設などの大型

公共建築が大幅に増えてきました。今後数年間で、北京の大型公共建築は 4,000 万㎡に達する

だろうといわれています。現在のエネルギー消費の指標で計算すると、大型公共建築の年間消

費電力だけで北京市は 60億 kWh に達することになり、北京市のエネルギー消費の巨大な圧力に

なります。北京市の経済発展の制約になりかねません。

（スライド№１０）

一体そのエネルギーはどこに使われたのでしょうか。私たちは 404 件の建物に対して調査し

ました。主な用途は上の３つです。

（スライド№１１）

デパートなど商業建築の電気の使用料は最も大きく、大体は 200～300ｋＷｈ／㎡です。主に

照明に使われる電気量が多く、空調、クーラーも多く使われます。ホテルとオフィスビルは大

体 200ｋＷｈ／㎡です。

（スライド№１２）

商業用の建築は主に営業時間が長く、設備に使われる量も多い。また、設計上の問題もあり

ます。設計のとき設備は大きいものを使いました。設備の容量も 170Ｗ／㎡を超えるものがあ

ります。例えば、北京の新しい空港での電気使用量は 180ｋＷｈ／㎡です。

（スライド№１３）

この表を見てください。これは商業建築エネルギー消費の比較です。面積が近いＤとＥを選

びます。データを見てください。面積は近いですが、年間電気使用量は違います。これにより、

使用するシステムの違いは重要になると思います。

（スライド№１４）

これは冷水システムです。冷水システム、クーラーの末端のエネルギー消費は多い。これは

循環ポンプ。

（スライド№１５）

ホテルの平均消費電力は少し低く、100～150ｋＷｈ／㎡です。

（スライド№１６）

オフィスビルの調査結果を見てください。ＡとＤは年間の電気使用量はほとんど同じですが、

建築面積は全く違います。だから、建築の省エネルギーについて設計は重要なものだと思いま

す。

（スライド№１７）

このグラフを見てください。設計では 55.5ｋＷｈ／㎡ですが、このグラフを見ると現状は、

ほとんどが超過しています。

（スライド№１８）

このデータは中央政府が北京にある事務所ビルを選んで調査したものです。横軸は各事務所ビ

ル。各職場の従業員の年間平均電気使用量は 1,620～8,400ｋＷｈ／年の範囲で使い過ぎていま

す。

（スライド№１９）
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このグラフを見てください。これは年間消費電力の内訳です。現在の中国では分類統計をや

っています。このグラフを見るとクーラーと暖房の数字が大きいです。29～49％を占めていま

す。それからオフィスの設備です。それは 15～51％を占めています。その次は照明です。8～

24％を占めています。建築と機能が異なると電気の使用量も異なります。

（スライド№２１）

これは空調システムのエネルギーの消費量をグラフにしたものです。冷水ユニットが 35～

58％を占めています。端末装置は７～25％。それから冷凍の循環ポンプが 9～25％。

（スライド№２２）

これまで紹介したのは公共建築です。次は住宅について紹介します。

（スライド№２３）

居住建築エネルギー消費については、次の２つの技術基準の中で規定されています。それは

「民用建築省エネ設計基準」と「既存暖房居住建築の省エネ改造技術規程」です。

（スライド№２５、２６）

これらの表は、暖房居住建築の躯体構造各部分の熱伝導係数です。

（スライド№２７）

これは主要都市における消費熱量です。消費熱量の指標は 20Ｗ／㎡です。普通の公共建築と

比べて５～10 倍以上の差、大型の公共建築と比べるとその差は 10～20 倍にもなります。

（スライド№２８）

現在の建築エネルギーの消費について、拡大動向がみられます。

（スライド№２９）

2004 年までに中国の都市と農村の建築総面積は約 400 億㎡になりました。2007 年まで、95％

省エネルギー建築でなく、省エネ基準に適合する建築は 5％でした。中国政府が監理を強化し

だんだん省エネルギー建築は多くなってきています。

（スライド№３０）

1980 年代初期は毎年７～８億㎡の建設スピードでしたが、近年は年間 20億㎡、うち都市住宅

は６億㎡ぐらいで、公共建築と工業建築は６億㎡ぐらいです。公共建築と工業建築はほとんど

都市と農村部の間に建設されます。この２つを 10億㎡と計算すると、1㎡あたり 1 元節約する

と 10 億元になります。

（スライド№３１）

農村部の建築の発展スピードも早いです。

（スライド№３２）

科学研究院は中国の 11 次５カ年計画の中のプロジェクトを担当しました。農村部では農民

は、薪やトウモロコシなどの廃棄物を燃料に使わなくなり、天然ガスと石炭を使うようになり

ました。このように発展すると、建築省エネルギーの観点からすると問題になります。

（スライド№３３）

これは中国のエネルギーの発展動向を予測したものです。

「予測一」を見てください。もし農村部が都市化し、非商品エネルギーから商品エネルギー

に変わって、長江流域の暖房が北方様式に変わると住宅と一般の公共建築の電力消費が 50％増

え、大型公共建築の電力消費水準は変わらないとした時、年間建築エネルギー消費は標準炭で
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6.8 億トンに、電気は１万 5,200 億ｋＷｈになります。そのとき、年間一人当たりの平均建築

エネルギー消費は 2,470ｋＷｈになります。

「予測二」です。農村部の非商品の一部だけが商品エネルギーに変わると、年間の一人当た

りの電気使用量は 1,664ｋＷｈになります。

「予測三」です。農村部の非商品エネルギーの一部だけ商品エネルギーに、そのとき長江流

域の暖房が年 8ｋＷｈ／㎡増加して既存住宅と公共建築の電力消費水準が変わらない場合、年

間の一人当たりは 957ｋＷｈになります。

この３つの予測を見ると年間の一人当たりの電気使用量が一番多い場合が 2,470ｋＷｈ、一

番低い場合は 957ｋＷｈですが、それらは、2002 年の一人当たりの換算等価電力でアメリカ、

日本、西ヨーロッパと比較してもまだ低いのです。中国の生活のレベルと住宅の快適さは先進

的である国のレベルに達していません。農村での調査のとき、農村の人に部屋の温度は 18 度に

達していればいいかと聞くと、その人は、18 度はだめ、やはり 11 度にしてくださいと言われ

た。だから、快適さに対する比較は難しい問題です。

（スライド№３４）

中国と先進的な国の建築エネルギーの消費を比較すると、中国の北方地域の暖房消費エネル

ギーが全国都市部の消費建築エネルギーの 52％を占めており、単位面積あたりの暖房エネルギ

ー消費量は同緯度の先進国の３倍になっています。それは建築の壁構造と設備の運営効率と関

係があります。大型公共建築の消費電力は先進国とほとんど同じぐらいで、住宅の 10～20 倍に

なります。公共建築に対して多くの力を入れてエネルギーを消費することになります。一般的

な公共建築の消費電力は発達した国の 40％～50％です。それは普通の施設です。設備は大型公

共建築と比べて、そんなに先進的なものではありません。しかし、住宅の電気消費から見ると、

それは先進国のわずか３分の１ないし２分の１しかありません。

（スライド№３５）

このグラフは一人当たりの建築エネルギー消費の比較です。それを見ると、中国はやはり少

ないほうです。右は、単位床面積のエネルギー消費の比較です。それを見ても中国はやはり低

いほうです。しかし、注意しなければならないのは発展の動向です。

（スライド№３６）

これは 2005 年のアメリカのあるエネルギー機構の展望です。それは 2002 年から 2025 年ま

での予測です。これは 2002 年の用途別エネルギー消費です。商業は 33％、住宅は 87％です。

2005 年まで全く変わりません。その予測を見たらわかります。アメリカは結構高いほうです。

商業は 51％、住宅 29％を占めています。

日本はよくがんばっています。住宅はほとんど変わらず、商業のほうは４％しか増えていな

い。一番増えているのが中国です。商業は 114％、住宅は 120％を超えています。ほかの発展が

早い国と比べて消費拡大のスピードが早いです。

（スライド№３７）

これからは中国も建築の省エネルギーの仕事をやらなければなりません。

（スライド№３８）

この方面で中国政府はたくさんの仕事をやりました。これは中国における気候分布に基づく

設計の区分図です。紫色のところは、冬に暖房を必要とするところです。地球がだんだん温暖
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化になり夏でも空調が要ります。中国では５つの区に分けています。一番寒いところと次に寒

いところは空調が要ります。緑の部分は夏が暑く冬は寒いところです。もともとこの緑の地域

では夏はクーラーを必要とし、冬は暖房が要りません。ちょうどここは中国の沿海地域で経済

が発達しているところです。ここはまた、中国の長江と黄河の流域で、経済が発達し、人々の

生活は豊かになり、夏はクーラーを必要とし、冬も暖房を必要とするようになってきました。

だから、エネルギーの消費もだんだん増えてきました。

（スライド№３９）

中国政府は戦略的に配置し、戦術的な手配もし、エネルギーの技術を普及させ、発展の中で

整備し、解決すべき問題は解決しなければなりません。

（スライド№４０～７３）

詳しくは、資料の中に記載しておりますので、省略させていただきます。中国政府の指導の

下、国際的な協力を通じて、将来中国は省エネ分野で必ずやいい成果をあげると思っておりま

す。

（スライド№７４）

ありがとうございました。
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質疑応答

○修議長 どうもありがとうございました。時間の都合もあり、宋先生は将来はどのようにな

るか、紹介できませんでしたが、中国政府の重視の下、一般庶民の注目の下、省エネルギー

の仕事は順調に進むと私たちは固く信じております。宋さんのご発表に対してもう一度感謝

の意を述べます。（拍手）

予定では質疑応答は 10 分間でしたが、残り５分しかありませんので、何かご質問があった

らおっしゃってください。

○笹井専務理事 時間がなくて省略されたという話かもしれないのですが、省エネ基準に合っ

た建物をつくるというのは強制なのか、それとも、そういうものをつくった場合に何かいい

褒美のようなものが出るという仕組みなのか教えてください。

○宋研究員 現在では、基準に達していない建築の場合、許可がおりず、着工できません。

○笹井専務理事 日本では着工できないというのと、もっと性能の高い場合には奨励をすると

いう２段階の政策をとっているわけですが、そういうような２段階方式はやっているのでし

ょうか。義務と奨励、高い水準のときには何か誘導というか、いわゆるおまけみたいなもの

を付ける。下の方は強制をするという２段階方式を中国もとられていますか、という質問で

す。

○宋研究員 中国がだんだん発展していく過程で、将来どのような政策をとるかについて略し

ました。今の段階では奨励はまだありません。しかし、一部のモデル工事では、奨励も行っ

ています。例えば、再生可能なエネルギーを使う場合、財政部から一部のお金を奨励金とし

て出すなど。それから暖房に関しては分類統計です。いつの時点でどのくらい熱を使うか、

政府が約７億元を出して、財源の中で改善するように推奨しています。暖房の改造です。大

体 1.5 億㎡の住宅のモデル工事に適用します。奨励金は大体１㎡あたり 45～55 元です。奨

励金は中国の各地に分配していますが、特に寒冷地域に多いです。それらの総額は、約 75

億人民元になります。

○袁副院長 今紹介した奨励金を出すモデル工事は、住宅ではなくて公共建築です。主に中央

政府のオフィスビルです。

○笹井専務理事 もう一つ質問させていただきたいのですが、建物全体としての性能の話につ

いてお尋ねします。省エネのためには設備のエネルギー効率を上げることが重要ですが、市

場に出ている、奨励する設備の性能を表示させるような仕組みはあるのでしょうか。

○宋研究員 今の中国では、２つの仕組みがあります。１つはエネルギーの審査です。それは

今まで２年間やりました。もう一つは効果の評価です。それは主に公共建築に対して実施し

ました。

○笹井専務理事 ありがとうございました。

○修議長 時間の関係で質疑応答はこれで終わりたいと思います。


