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２００９年１２月１０日

第４回高効率ガス給湯器デファクト化研究会第４回高効率ガス給湯器デファクト化研究会
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報告概要

＜高効率ガス給湯器デファクト化研究会の意義＞

・政府は本年末開催のCOP１５の合意に向け、 ９月２３日国連気候変動サミットにおいて、２０２０年の温室効果ガス排出
削減の中期目標をこれまでの２００５年比▲１５％から１９９０年比▲２５％（２００５年比▲３０％相当）としました。本研
究会では、２００５年比▲１５％を実現するためのアクションプランと１９９０年比▲２５％に向けた更なる温暖化対策の
提言に関して報告します。

・高効率給湯器（ガスシステム：エコジョーズ・エコウイル・エネファーム／電気システム：エコキュート）の普及は、家庭用
部門における対策の柱のひとつであり、高効率給湯器の導入によるＣＯ２削減は、エコジョーズ・エコウイル・エネファ
ーム１９００万台（うち、エネファーム１４０万台）、エコキュート９００万台の合計２８００万台の普及により実現を目指し
ています（ただし、０５年比▲１５％検討時点）。本研究会では、こうした国の目標を踏まえ、２０２０年のエコジョーズ・エ
コウイルの普及目標を２０００万台とし、業界の自主努力と国を含めた関係者の政策支援のもとで対応可能なすべて
の給湯器を高効率化していきます（目標２０１２年度末）。

・１９９０年比▲２５％の実現のためには更なる取組みが必要となります。現状、コスト面等の課題から普及が困難とされ
る既築集合物件へのエコジョーズの積極的導入や新築物件等での太陽エネルギーとの連携機器の導入を促進する
必要があります。研究開発や普及策等の業界の自主努力とともに、国を含めた関係者と更なる政策面での連携も必
要です。

＜高効率ガス給湯器の普及状況＞

・０８年度末におけるエコジョーズ普及台数は１１６．２万台（目標９３．５万台）、エコウイルは８．７万台（目標１１．５万台）、
エネファームは３３０７台です。

＜高効率ガス給湯器デファクトスタンダード化に向けた今後の取組み＞

・今後、エコジョーズの普及拡大のため、コストダウン、デザイン性、環境性、安全性等に一層配慮した「新世代エコジョー
ズ」の市場投入のための活動をガス事業者・ガス機器メーカー共同プロジェクトとして展開していきます。

・エコウイルは複数の機器メーカーの新規参入により、よりお客さまにとって魅力ある商品の提供が可能となります。エネ
ファームとともにW発電を始めとした環境性の極めて高い機器として普及を目指します。

・既築集合物件へのエコジョーズ及び新築物件等での太陽エネルギーとの連携機器の導入促進のため、早期に対応可
能な機器の整備を検討します。
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Ⅰ．高効率ガス給湯器デファクト化研究会の意義
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温室効果ガス削減目標

【麻生内閣総理大臣記者会見（平成２１年６月１０日）】
○低炭素革命で世界をリードするため、2020年に「2005年比15％減」を決断。これは「2005年比14％減」から、未来開拓戦
略での太陽光発電の大胆な上乗せなどで、削減幅を拡大したもの。オイルショック時の約3割のエネルギー効率の改善を
上回るもの。
○欧州の2005年比13％削減、米国オバマ政権の14％削減を上回るもの。また、日本の目標は省エネなどの努力の積み上
げであり、いわば「真水」の目標。

【鳩山由紀夫総理大臣（平成２１年９月２３日国連気候変動サミット）】
政府は本年末開催のＣＯＰ１５での合意に向け、２０２０年の温室効果ガス排出
削減の中期目標を１９９０年比▲２５％という大きな目標を設定し、２０５０年の大
幅削減という長期目標の一歩をきざみました。＊２００５年比▲３０％相当、「土地利用・
森林吸収源」、「海外クレジット」等の利用は未定

本研究会では、２００５年比▲１５％を実現するためのアクションプラ
ンと１９９０年比▲２５％に向けた更なる温暖化対策の提言に関して
報告します。

温室効果ガス排出削減の中期目標（２０２０年目標）

これまで、政府は本年末開催のＣＯＰ１５での合意に向け２０２０年の温室効果ガス排出削減の中期目標
を２００５年比▲１５％という大きな目標を設定
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家庭用で
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出展：総合資源エネルギー調査会需給部会資料より

【ＣＯ２排出量の部門別内訳（2005年⇒2020年）】
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【国の目標】
ＣＯ２ ９百万トン削減は２０２０年までに高効率給湯器としてガスシステムで１，９００
万台（うち、燃料電池１４０万台）、エコキュート９００万台（計２,８００万台）普及させる
（現状：約２９０万台）ことで実現をめざしている。

家庭用部門の対策（2020年）

家庭用部門削減量

４２００万トン

○高効率給湯器の普及
給湯器を買い替える場合は、古
い集合住宅等を除き、原則として
高効率給湯器を設置

○太陽光パネルの設置
新築を建てる際は、原則として太陽光パネ
ルを設置する

○省エネ住宅への断熱工事
新築を建てる場合は、原則として最も厳し
い基準を満たす

○次世代自動車
乗用車を買い換える際、２台に１台は次世
代自動車を選択

○最高水準の省エネ家電
市場で購入される機器の全てがトップラン
ナー基準を満たす

国の目標では
高効率給湯器普及促進で

９百万トン削減

家庭内の用途別エネルギー消費量

暖房
22%

動力・照明他
45%

給湯
30%

冷房
3%

【参考】

出典：資源エネルギー庁「平成２０年度エネルギーに関する年次報告」

家庭用部門の削減内容
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国の目標を踏まえて
業界として野心的な目標を設定

115万台

2008年（実績）

1,100万台

2015年

そして2020年
2,000万台へ

新世代エコジョーズ
市場導入

新型エコウィルの
市場導入

（エコジョーズ・エコウィル）

＋140万台
（エネファーム）

高効率ガス給湯器の普及目標

機 種 １世帯あたりの年間ＣＯ２削減量
（一般的な機種を想定）

エコジョーズ 約０．２トン

エコウイル 約０．９トン

エネファーム 約１．５トン

＜ＣＯ２削減量＞

エコジョーズ・エコウイル

４５０万トン以上

＋エネファーム

２１０万トン
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低炭素社会の実現

【ガス業界の取組み】

○コスト削減の取組み

・普及価格帯のエコジョーズ・

エコウイルの早期市場投入

（商品ライナップの整備） 等

○お客さまへのご理解を得る

ための取組み

・お客さまへの啓蒙活動

・流通事業者への啓蒙活動

・住宅供給事業者への啓蒙活動

等

【政策によるご支援】

○環境対応を主体的に推進

する国民のメリット拡大

高効率ガス給湯器普及促進

のための様々なご支援

○環境啓蒙活動の強化

電気温水器等の効率の悪い機器
が事実上、設置ができなくなるよう
な措置 等

新築（集合・戸建物件）
既築（戸建物件）
に設置される

給湯器の高効率化実現
（目標２０１２年度末）
（既築集合住宅除く）

野心的な目標の実現

２００５年比▲１５％達成に寄与
更なる上積みを目差し

高効率ガス給湯器の普及目標達成に向けて
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既築集合物件への対応（対象範囲の拡大）
現時点において、既築集合物件ではドレン処理等の対応のため、導入コ
スト（機器本体・設置）の負担が大きく取替が困難

太陽エネルギーとの組合せ（ＣＯ２削減量の拡大）
太陽光・太陽熱とガス給湯システムは親和性が高いが、政策面、技術面
での課題検討・解決が必要

○既築集合対応の取組み
・既築集合取替機器開発
・取替工法開発 等

○ソーラーシステム対応
の取組み

・ソーラーエネルギー利用推進
フォーラムを立上げ活動を開始

高効率給湯器で
約９００万トン削減

太陽エネルギーと
エコジョーズ・エコウイルの

組合せ（主に新築戸建・集合住宅）
更なる追加削減可能

既築集合住宅への
エコジョーズの展開

約１００万トン追加削減※１

困難な課題

国を含めた関係者の一層のご支援とともに課題解決に向け取り組む

※１：既築集合取替用2015～2020年の累計約360万台（年平均60万台）がエコジョーズとなった場合

１９９０年比▲２５％に向けて
高効率ガス給湯器の更なる普及拡大
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Ⅱ．高効率ガス給湯器の普及状況
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エコジョーズ・エコウィル普及台数の目標と実績エコジョーズ・エコウィル普及台数の目標と実績

０
９
年
１
０
月
末
実
績
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エコジョーズの進化（１）エコジョーズの進化（１）

リンナイホームページより

３４ｋｇ（▲１１ｋｇ）

様々な外壁にマッチ

するスタイリッシュな

デザイン

軽量・コンパクト化 デザイン性

給湯暖房機
ノーリツホームページより

軽量・コンパクト化

環境性向上

エコ運転
○出湯量制限運転
出湯量を給湯器側で制限し省エネを
はかる

○風呂保温温度自動ダウン運転
保温時は沸き上げ温度－１℃で保温
することにより省エネをはかる

○低温暖房運転
床暖房の温水を通常より低温水で循環
させ省エネをはかる

パロマホームページより

業界最軽量

３１ｋｇ（▲４ｋｇ）

ふろ給湯器
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楽しみながら省エネになる機器の開発

エネルックリモコンの開発・市場導入

ガス・電気の使用量、ＣＯ２量、省エネ率をリモコンに表示、省エネ生活を家族で
楽しみながら実行ができる

UR都市機構様はエコジョーズ導入とともにエネルギー

の「見える化」にも積極的に取組み、エネルックリモコン
を賃貸物件として初、２６００戸以上で採用予定

日々のエネルギー使用量確認で
省エネを意識して生活すると・・・

エネルギー使用量のエネルギー使用量の
２割を削減２割を削減

省エネルギーセンターホームページより

エコジョーズの進化（２）エコジョーズの進化（２）
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エコジョーズ・エコウィル年間出荷台数の市場別状況（０８年度）
【想定方法】

平成２０年度住宅着工件数の新築戸建、集合件数は東京・大阪・東邦・西部ガスの新築給湯エネルギー

シェアを用いて新築分を算定

総務省統計局の住宅形態別数量より既築・新築割合を想定、給湯器出荷総台数より新築想定分を除いた

台数を既築取り付け分として算定

エコジョーズの新築・既築分は平成２０年度補助金申請状況の比率を用いて算定

エコウィルの新築・既築想定は都市ガス用ガスエンジン給湯器補助金申請データより算定

通常
通常型ガス給湯器

高効率ガス給湯器
（エコジョーズ・エコウイル）

２０２０年２,０００万台達成のために
高効率ガス給湯器のデファクト化を優先する市場

（目標２０１２年度末）



17※ＪＧＫＡ調べ

ガス事業者が関与する割合が高
い給湯暖房機はエコジョーズの
割合が大きく伸びている

市販流通分野のエコジョーズ
の割合を上昇させる必要があ
る

エコジョーズ年間出荷台数の機種別状況（０６～０８年度）

給湯暖房機
１６．８万台（０８年度）

風呂給湯器
１７．７万台

給湯器２．７万台



18

3,307件

２００８年までの定置用燃料電池
大規模実証事業の成果を活かし、

いよいよ２００９年より
世界に先駆けて本格市場導入、

普及拡大へ

2,187件

1,257件

480件

本格
市場
導入

そして2009年

2008年

2007年

2006年

2005年

２００９年度本格導入

即戦力の即戦力の
エコジョーズエコジョーズ

エコウィルに加えエコウィルに加え
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家庭用燃料電池｢エネファーム｣普及に
向けた共同宣言セレモニー

（ 2009年1月28日に実施）

• シンポジウム等の開催を
通じ住宅メーカー様への
ＰＲを推進

東芝燃料電池システム7月700W３２５．５
今後5年間で

5000程度
アストモス
エネルギー

ENEOSセルテック
5月1日

(予約販売開始)
750W３２０２０００新日本石油

パナソニック6月1日1kW３４６．５１００西部ガス

パナソニック5月1日1kW３４６．５２００東邦ガス

東芝燃料電池システム
ENEOSセルテック

6月1日
9月1日

700W３２５．５１０００大阪ガス

パナソニック5月1日1kW３４６．５１５００東京ガス

装置メーカー発売時期出力
価格
(万円)

販売目標
(台)

• 各社の商品概要と販売目標（2009年度）
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ブラジルブラジル

EnergiaEnergia
（（PBE)PBE)

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ
Star RateStar Rate

中国中国
中国能効標識中国能効標識
【【普及促進策例普及促進策例】】
○○家電下郷政策（０９年２月～）家電下郷政策（０９年２月～）
（温水機器も対象となっている）（温水機器も対象となっている）

米国米国
ENERGY STARENERGY STAR

香港香港 EnegyEnegy
LabelLabel

台湾台湾 節能標章節能標章

補助金・税制等の補助金・税制等の
優遇制度あり優遇制度あり

優遇制度なし優遇制度なし

世界各国の情勢も省ｴﾈﾙｷﾞｰ規制⇒税制優遇への動き世界各国の情勢も省ｴﾈﾙｷﾞｰ規制⇒税制優遇への動き
環境意識の世界ﾚﾍﾞﾙでの変化環境意識の世界ﾚﾍﾞﾙでの変化

日本日本 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞｴｺｼﾞｮｰｽﾞ

給湯器に関する世界環境規制の一例給湯器に関する世界環境規制の一例

給湯器補助金ＡＵ＄２００～３００

ＳＡ州電気温水器設置禁止（新築・既築）

熱効率ラベル表示の義務付けと表示なき
給湯器の輸入販売不可

熱効率８４～８７％推奨

７３％未満の給湯器の販売停止 次のスライドを
ご覧ください

イギリスイギリス

新築・買替え時に潜熱回収型給湯器
の設置義務付け

設置業者に補助金￡４００
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Source GAMA Mkt Data

２００９年より瞬間式
給湯器を対象に、
ENERGY STARENERGY STAR制度制度
への登録と購入した
際の税金還付（機器
本体＋工事費、上
限＄１５００）などの
政府補助が開始

※米国では潜熱回収型だけ
ではなく、通常型の瞬間式給
湯器も同制度の対象

国内給湯器メーカーの海外展開（１）国内給湯器メーカーの海外展開（１）
アメリカ市場の状況アメリカ市場の状況

給湯器出荷台数全体は縮小傾向の中、ガス瞬間
式給湯器の出荷台数・シェアは拡大

２００６年 ２００７年 ２００８年

給湯器出荷総数（うち、ガス式） ９５９万台（４７４万台） ９０１万台（４４７万台） ８３５万台（４０９万台）

ガス瞬間式給湯器（シェアー） ２５．５万台（２．７％） ３２．８万台（３．６％） ３３．８万台（４．０％）

給湯器出荷総数

ガス瞬間式給湯器出荷台数
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ガス瞬間湯沸器の輸出数量（出典：財務省貿易統計）

今後、ガス瞬間湯沸器（エコジョーズ等）の海外市場拡大、総生産
台数増加が、国内市場における製品のコストダウンに寄与

国内給湯器メーカーの海外展開（２）国内給湯器メーカーの海外展開（２）

ノーリツが北米で
販売中の
エコジョーズ

リンナイが韓国
販売中の
エコジョーズ
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Ⅲ．高効率ガス給湯器の普及拡大に
向けた取組み内容
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【目的】
エコジョーズの認知度向上 （前年に引き続き、Ｗｅｂを活用しエコジョーズの環境性・経済性、ならびにガス給湯
暖房システムの快適性の情報を、業界をあげて流通業者及びエンドユーザーに提供）

【概要】
（１）実施団体：ガス事業者、ガス機器

メーカー、ＫＢメーカー
（２）時期：平成２１年５～８月
（３）対象機器：エコジョーズ（給湯暖房

システムも対象とする）
（４）手法：オープン懸賞により、上記機種
の認知度向上を図る。

（５）ツール：
①Ｗｅｂサイト(EJ訴求+懸賞申込）
②携帯モバイルサイト（ＱＲコード）
③全国統一チラシ（ＥＪ訴求＋懸賞
サイト案内）
④前回の反省も踏まえ、応募ハガキまたは市販
ハガキでの応募も可とする。

「０９エコジョーズｄｅエコライフ キャンペーン」

【ガス事業者様のご協力】
（１）チラシ配布
（２）各事業者様のホームページへのバナー貼り付け
（３）キャンペーンを活用した独自キャンペーン、イベントの実施

○応募総数：44,720件（前回）→74,469件（６７％ＵＰ）
○エコジョーズの環境性・経済性の理解：9９%
○次回買い替えはエコジョーズにしたい：９３％

エンドユーザーへＰＲ
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BL-bsガス給湯器、暖房給湯器（潜熱回収型）「エコジョーズ」、
BL-bs家庭用ガスコージェネレーション「エコウィル」の普及促進（合計１００万台）
ならびに東南アジアにおける植樹活動（１００万本）の支援
→国内におけるCO２削減と、国外におけるCO２吸収のW効果

BL-bsガス給湯器、暖房給湯器（潜熱回収型）「エコジョーズ」、
BL-bs家庭用ガスコージェネレーション「エコウィル」の普及促進（合計１００万台）
ならびに東南アジアにおける植樹活動（１００万本）の支援
→国内におけるCO２削減と、国外におけるCO２吸収のW効果

ブルー＆グリーンプロジェクト
（主催：財団法人ベターリビング）

ブルー＆グリーンプロジェクト
（主催：財団法人ベターリビング）

CO2等の温室効果ガス削減に向けた取組

ブルー＆グリーンプロジェクトへの協賛

ブルー＆グリーンプロジェクトへの協賛

２００９年中には目標
の１００万台達成の
見込み！！

エンドユーザーへＰＲ

２００９年１０月末時点で約９５万台出荷
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BL-bsガス給湯・暖房機を導入するマンションまたは戸建住宅団地
に対して、ブルー＆グリーンプロジェクトより感謝状を贈呈

BL-bsガス給湯・暖房機を導入するマンションまたは戸建住宅団地
に対して、ブルー＆グリーンプロジェクトより感謝状を贈呈

ＣＯ２等の温室効果ガス削減に向けた取組

ブルー＆グリーンプロジェクトへの協賛

感謝状贈呈プロジェクトは
・東綾瀬団地

・ハートアイランド新田三番街

・サンヴァリエ津久野

・アーバンラフレ鳴海

・豊四季台団地 など

（独立行政法人 都市再生機構様）

・フォレストガーデン上志段味 など

（住友林業株式会社様）

などおよそ４６０件、５９千戸（H21.１０末）

１位 （株）大京
２位 （独）都市再生機構
３位 三菱地所（株）
４位 （株）コスモスイニシア
５位 積水ハウス（株）

東京建物（株）

６位 セントラル総合開発（株）
住友不動産（株）

７位 三井不動産レジデンシャル（株）
（株）穴吹工務店

８位 近鉄不動産（株）
９位 有楽土地（株）
10位 （株）クリーンリバー

（株）細田工務店
イワクラゴールデンホーム（株）
（株）中央住宅
藤和不動産（株）
小田急不動産（株）

感謝状贈呈TOP１０

住宅メーカーへＰＲ



27

【目的】
市販流通のエコジョーズ化率の向上
流通事業者様へエコジョーズ等の高効率ガス給湯器の「良さ」（環境性、仕組み等）のご理解を促進を
はかり、高効率ガス給湯器を勧めていただけるよう促す。

【概要】
（１）開催会場：大阪（４月２３日）

東京（５月１８日）
名古屋（５月２１日）

（２）参加対象：機材商社等の機器卸事業者（流通事業者）
（３）開催内容：ガス業界の環境への取り組み

ブルー＆グリーンプロジェクトサポーター制度概要 他

「ウィズガス・エコフォーラム」

「ブルー＆グリーンプロジェクトサポーター制度」

「ウィズガス・エコフォーラム」大阪会場の様子

ウィズガス
エコフォーラム
で発表

「ブルー＆グリーンプロジェクトサポーター制度」
ブルー＆グリーンプロジェクトが推進している省エネ、ＣＯ２削減
活動にご賛同いただける企業、団体を広くサポーターとして登録
する制度（流通事業者様等へ環境貢献活動を行っているとして
表彰する制度）

機材流通事業者へＰＲ

現在５４社が「環境保
全流通事業者」として

登録！！
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ＵＲ都市機構様との活動

ＵＲ都市機構様ホームページよりＵＲ都市機構様ホームページより

約７７万戸のＵＲ都市機構様が保有する賃貸物件の省エネ化の推進約７７万戸のＵＲ都市機構様が保有する賃貸物件の省エネ化の推進

『集合住宅のエコジョーズへの取替についての研究会』発足
ＵＲ都市機構様とガス業界が連携して集合住宅の高効率ガス給湯器取替の雛形となる

指針を作成

『集合住宅のエコジョーズへの取替についての研究会』発足
ＵＲ都市機構様とガス業界が連携して集合住宅の高効率ガス給湯器取替の雛形となる

指針を作成

ＵＲ－ｅｃｏ Ｐｌａｎ ２００８
「地球温暖化対策実行計画」

ＵＲ－ｅｃｏ Ｐｌａｎ ２００８
「地球温暖化対策実行計画」

【住環境フィールドに対する省エネルギー化の取り組みにおいて】
潜熱回収型給湯器（ ）をＵＲ都市機構様の保有する物件に順次導入を決定

一部抜粋

この実現に向け

【ＵＲ都市機構様の実際の物件を調査】

１３分類に類型化し、それぞれ取替工法等の指針を作成

既築集合物件での取替え
促進の取組み
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１．全戸にエネルックリモコン（エネルギー表示モニター）を設置
エネルギー使用状況の「見える化」をはかる

２．「ＥＣＯレポート」を全戸へ郵送
このデータに基づき、エネルギー使用量やCO2 排出量を分析し、各戸ごとのエネルギー使
用詳細情報、省エネ行動アドバイスなどを盛り込んだ「ＥＣＯレポート」を作成

３．「ＥＣＯレポート」をもとに全戸で省エネコンテスト実施（楽しみながら省エネ）
マンション内で年3 回（夏・冬・年間）の「省エネコンテスト」を実施予定
入居者が日常生活におけるエネルギーの使い方への意識（CO2 への意識）を高め、コンテ
スト上位を目指し家族一丸となって省エネ行動をとることで、マンション全体のCO2 削減に
つながることを目指す

「日本初！マンション全戸で省エネコンテスト」
（伊藤忠都市開発（株）・東京ガス（株））

クレヴィア三郷中央（８４戸）

個別事業者の取組み（１）
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「リース制度活用によるエコジョーズ販売拡大」
（東邦ガス（株）・（株）リンナイ）

個別事業者の取組み（２）

※コスモ石油ガス調べ

給湯器の買い替えを考えるシチュエーション給湯器の買い替え検討状況

※コスモ石油ガス調べ

お客さまは給湯器の買替えについて壊れたとき検討する方が多い。したがって、故障等の不具合で
給湯器が使用できない期間を極力短くする行動に出る場合が多いため、深く検討が行われず買い
替えを行う可能性が高い。しかしながら光熱費を下げたいという意識もある状況です。
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「リース制度活用によるエコジョーズ販売拡大」
（東邦ガス（株）・（株）リンナイ）

個別事業者の取組み（３）

急な故障交換の資金調達をサポート、イニシャルレスでエコジョーズ導入

東邦ガス（株）の例 （株）リンナイの例
エコジョーズをご購入のお客さ
まの約１割が本リース制度をご
利用
また、給湯器のリースをご利用
のお客さまの約９割がエコジョ
ーズを選択
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エコウィル × 太陽光発電

エネファーム × 太陽光発電

新聞広告 勉強会の開催行政別チラシカタログ分散型発電ＣＭ

11））既築市場：販売目標年間300件
・太陽光補助金復活による市場拡大に対応
→大阪ガス住宅設備（ＯＧＪ）のバックアップ体制
→取扱メーカー：シャープ、京セラ、三洋電機、三菱電機

→低金利ローン制度の実施（年率２．２％～３．０％）
・大阪ガス販売代理店から強化店を選出（２３店）

→年間販売数20件/店を目指す『Challenge20』

・太陽光発電販売業者によるダブル発電の販売スキームを構築

2）新築市場：販売目標年間440件
・ダブル発電の優位性を訴求
地場戸建市場（目標200件）：OGJでの太陽光発電を積極的に提案
ハウスメーカー（目標240件）：ダブル発電コンセプト提案を実施

・グッドエネルギー住宅ローン金利優遇策等を実施（最大１．５％優遇）

ダブル発電拡販への取組みについて

（大阪ガス㈱） 個別事業者の取組み（４）
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Ⅳ．高効率ガス給湯器デファクトスタ
ンダード化に向けた今後の取組み
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新世代エコジョーズのコンセプト新世代エコジョーズのコンセプト

○軽量・コンパクト化（施工コストの削減）
・軽量・コンパクト化により作業人員の削減、機器費だけではなく、施工
費についても削減を可能とする

○デザイン性向上
・最新の住宅に溶け込むような外観、最新住宅のインテリアとマッチする
リモコン等のデザイン性を考慮する

○環境性への更なる配慮
・太陽熱システムとの連携、省エネの見える化（エネルック）の標準化等
の環境性への配慮を一層向上する

エコジョーズのデファクト化に向け、普及価格帯の商品を
以下のような商品コンセプトのもとでライナップ展開していきます。

○安全性への更なる配慮
・ＣＯ中毒防止、経年劣化対応等のための高性能な安全装置の標準化
等の安全性への配慮を一層向上する
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新世代エコジョーズの市場投入新世代エコジョーズの市場投入

Ａガス事業者

Ａガス機器メーカーＢガス事業者

Ｂガス機器メーカーＣガス事業者

Ｃガス機器メーカー

個々の活動が主体

個々の「点」の活動から共同の「線」、お客さまを巻き込んで「面」の活動へ

ガス事業者・ガス機器メーカー共同プロジェクト

○共同プロモーション活動
ｅｘ）新世代エコジョーズの共通ロゴ作成

プロモーションコンセプトの共通化 等

○お客さまを巻き込んだ環境貢献活動
ｅｘ）省エネの「見える化」推進 等

ガス事業者・メーカー各社の垣根
を越えたプロジェクトにより、
新世代エコジョーズを市場投入
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ガスエンジン
発電ユニット

排熱利用
給湯暖房ユニット

●ガスエンジンから電気を作ると共に、排熱で温水をつくります
●排熱利用給湯暖房ユニットは貯湯槽・熱交換器等からなります
●発電した電気は系統電力（商用電力）と連系を行い、不足分は系統から賄います
●日本ならではのｍＣＨＰ（ヨーロッパにおいては次世代家庭用省エネ技術として研究中）
として市場投入しており、世界をリードしているものです。

高効率ガス給湯器 とは
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発電２２．５％、総合効率も85.5％（LHV）と高い
（＊現在発売中のホンダ製の場合）

発電による電力料金の大幅削減と、効率的な排熱利用により、
家庭の光熱費を低減可能です

省エネ性
経済性

の主な特長

家庭用コージェネレーションシステムにおける普及価格帯の商品として市場拡大中

Ｗ発電 太陽光発電とエコウィルは発電する時間帯が補完関係にあり
余剰電力を最大限系統に提供することが可能となり相性抜群です
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ガスエンジンの排熱を暖房（専用）に利用し、
暖房負荷が大きい時はエコジョーズでバックアップ

排熱

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀ

給湯・風呂

エコジョーズ

暖房

床暖房

電気

都市ガス

混合

発電も出来る次世代エコジューズ

ガスエンジン
発電ユニット

新しい家庭用コージェネレーションシステム（１）新しい家庭用コージェネレーションシステム（１）
アイシン精機の新製品

北海道地区で
ハウスメーカー（６社）と
共同のモニター試験中

定格出力：１．２ｋｗ（０．５～１．５ｋｗ）

発電効率：２６％（ＬＨＶ）＊２０～２６％

総合効率：８５％（ＬＨＶ）
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アイシン精機の新製品

発電ユニット

パネルヒータ

エコジョーズ（屋内式）

北海道でのモニター試験
４人家族、築５年（高気密、高断熱）

複数のモニター物件で従来のシステムより

約２０％程度の１次エネルギー消費量の

削減を実証中

新しい家庭用コージェネレーションシステム（２）新しい家庭用コージェネレーションシステム（２）
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右派

高木産業㈱（新規メーカー）の参入

高効率エコウイルの商品化（１）高効率エコウイルの商品化（１）

○省エネ性・経済性
高性能エンジンを搭載し業界最高の効率を目差す！！

２０１０年秋
発売予定！！

高さ 1350 mm

幅 700 mm

奥行 400 mm

９０％以上総合効率

２８％以上発電効率

開発目標

９０％以上総合効率

２８％以上発電効率

開発目標

＊効率はＬＨＶ基準
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高効率エコウイルの商品化（２）高効率エコウイルの商品化（２）
本田技研工業㈱

○省エネ性・経済性
・高性能エンジンを新開発 ⇒ 省ＣＯ２推進と同時に経済性向上を実現

現行機 開発目標

発電効率 ２２．５％ ２６％

総合効率 ８５．５％ ９０％

＊効率はＬＨＶ基準

２０１１年春
予定



42

高効率エコウイルの商品化（２）高効率エコウイルの商品化（２）

○奥行設置スペースの低減
・現行の奥行き設置寸法を大幅に低減。小さい敷地での設置が可能

本田技研工業㈱

エンジン

580

750

エンジン300

給湯

1700

700

給湯 300
以下
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本田技研工業㈱

エコウィルの海外展開
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既築集合物件へのエコジョーズ導入の課題

１．排気ドレン水の処理のための専用配管の増設等が必要

２．排気（低温）の滞留防止のための追加工事等が必要

３．古いタイプのガス機器からの交換時には浴室のリフォーム工事等が必要

ＢＦ式ふろがまＣＦ式ふろがま

１９９０年比▲２５％に向けて

導入時のお客様の
負担アップ

古いタイプのガス機器の例
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既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（１）既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（１）

下水道法上の解釈では、
ドレンは「雨水」ではない
ため、「汚水」にあたる。

原則公共下水道に流入
させる必要がある。雨水
経路に流すには下水道
管理者の許可が必要

横浜市下水道局の規制緩和の事例
「横浜市排水設備要覧（平成１８年度改正版）」は、平成２１年８月一部修正

７ 潜熱回収型給湯器（注１）で潜熱回収時に
生じるドレン（凝縮水）については、水質基準
値（注２）を十分満たしているので、雨水として
見なすこととし、雨水の排水設備に排水するこ
とを認めるものとします。

なお、特定事業場で設置使用する潜熱回収
型給湯器からのドレンを公共用水域へ排水す
る場合には、環境創造局規制指導課に相談
のうえ、その指導に従ってください。

（注１）都市ガス及び液化石油ガスを燃料と
し、潜熱を回収するための熱交換器を備えて
いる給湯器で給湯効率が９０％以上あり、定
格給湯能力が５０号以下のものであるもの。
（注２）「横浜市生活環境の保全等に関する
条例」の水質基準値。」を追加しました。

７ 下水の種類

（取扱事項）
１－１３

標題該当ページ

修正内容修正部分

横浜市では雨水経路にドレンを排水することが可能と
なった。これにより、専用排水経路設置などが不要に
なり、設置コストの低減がはかれる。

他の自治体への展開
必要
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既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（２）既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（２）

高木産業ホームページ

機器本体費用に関してお客様
の負担が増える

ドレン処理のための専用配管
工事不要の商品
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×

【開放廊下の開口部位置】

開放廊下の開口部は、原則としてガス機器の排気吹出し方向を中心に両側
に１ｍ以上、高さ１ｍ以上、かつ面積２ｍ２以上必要とします。なお、ガス機器の
排気口から開放空間までの距離は２ｍ以下とします。

【開放廊下に面した給気口・排気口等についての条件】

開放廊下の天井面には、排気口や換気口等を設けないでください。

既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（３）既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（３）

排気延長等を行うと機器本体費用や設置費用においてお客様の負担が増える

「ガス機器の設置基準及び実務指針」（第７版）

これまではＯＫであったが・・・・・・

＜監修＞
・経済産業省ガス安全課
・全国消防庁会
・財団法人日本ガス機器検査協会
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【エコジョーズ設置後の浴室】【従前の浴室】

浴槽の幅が広がり、跨ぎ寸法も低く
なるため、高齢者にも優しい浴室改
修が可能になります。

ふろがま更新及び浴槽設置時に
壁貫通型ホールインワンタイプの
エコジョーズを設置

ふろがま更新及び浴槽設置時に
壁貫通型ホールインワンタイプの
エコジョーズを設置

ＢＦ式ふろがま

既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（４）既築集合住宅へのエコジョーズ普及策（４）

古いタイプの機器からの取替え事例古いタイプの機器からの取替え事例

リフォーム工事によりお客様の負担が増える
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既築集合住宅へのエコジョーズ普及策の効果既築集合住宅へのエコジョーズ普及策の効果
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ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの設立
2009年6月11日

ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの設立
2009年6月11日

１９９０年比▲２５％に向けて

低炭素社会の実現に向けて、ソーラーエネルギーと調和する
環境性に優れた住宅・建築物の普及を目指して

日本ガス体エネルギー
利用促進協議会

関係団体

有識者

行政

事業者

研究機関

ソーラーエネルギー利用推進のための政策面・技術面等の課題解決

ソーラーエネルギー利用システムの普及

地球温暖化防止・エネルギーセキュリティー確保

連 携
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ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの主な課題ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの主な課題

＜具体的課題＞

１．太陽熱利用機器の省CO2性能の技術検証、新たなソーラーエネルギー利用技術（太陽
熱システムコストダウン、業務用空調システム等）の調査検討

２．太陽熱利用機器の標準化（パネル部と給湯器・タンク接続、設置工法・器具等）による施
工性・安全性の向上

３．デザイン性・設置性に優れた太陽熱パネル開発や太陽熱利用システムや太陽光発電の
施工性の向上、普及拡大のためのメーカー、設置・メンテ事業者、ハウスメーカー等との流
通施策

４．業務用の太陽熱空調（冷房）システムの開発・導入促進、省CO2性能の検証

５．ソーラーエネルギー利用推進のために必要な規制緩和や有効な補助政策の立案

＜期 間＞

平成２１年６月～平成２４年３月
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【ソーラーエネルギー利用推進フォーラム概要】
行政、有識者、太陽熱利用機器メーカー、住宅関連事業者、ガス体エネル
ギー事業者等がガス体エネルギーとの親和性が高い太陽エネルギーの利
用促進のための方策の検討、情報発信、政策提案を行います。
（平成２１年９月２８にシンポジウム開催）

【総会】
本組織の運営に必要な事項の決定や研究会で取
りまとめられた提言等を報告し了解を得る 【事務局】

（日本ガス体エネルギー
普及促進協議会）
フォーラムの運営業務

情報提供
要望集約

意見
情報

【専門部会】
太陽熱利用の普及・拡大に係る課題整理、解決方
法、普及政策の検討などを行う。

連携

組 織 図

【会 員】
（個人、企業、団体、行政）
提言等を取りまとめる際に、
会員の意見・情報などを
意思決定に反映

共通：普及政策
住宅関連：技術、標準化、流通
業務関連：技術 等

【利用推進研究会】
有識者、関係者により構成され、各WGの報告を
総括し、太陽熱利用システムの普及のために有効

な施策の取りまとめを行う

意見
情報

ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの組織概要ソーラーエネルギー利用推進フォーラムの組織概要

１９９０年比▲２５％に向けて
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集合住宅向けエコジョーズ＋太陽熱温水器等との組み合わせ実証研究

集合住宅のバルコニーに設置した太陽熱集熱パネ
ルに潜熱回収型高効率給湯暖房機「エコジョーズ」
を組合わせた「集合住宅用太陽熱利用給湯システ
ム」、節水入浴ができる「ミストサウナ」などを設置す
ることにより、ＣＯ２排出量年間約４２％削減

ＵＲ都市機構様と東京ガスとの共同研究ＵＲ都市機構様と東京ガスとの共同研究

ＵＲ都市機構「ひばりが丘団地ストック再生実証試験住棟」
における「環境負荷低減住宅」

設置機器・提案機器
ＣＯ２排出量（ｋｇ－ＣＯ２）

従前 従後

省エネ型エアコン 173 96

エコジョーズ
次世代型ソーラー給湯システム
ミストサウナ入浴

633 345

高効率ビルトインガスコンロ 95 86

節水型大便器 8 6

その他（ミストサウナによる節水） -6

年間ＣＯ２排出量の合計（ｋｇ－ＣＯ２）
909

(100%)
527

(58%)

エコジョーズ＋太陽熱との組合せエコジョーズ＋太陽熱との組合せ

東京ガス㈱プレスリリース（０９年９月１７日）より
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今後の研究会のあり方について
高効率ガス給湯器高効率ガス給湯器
デファクト化研究会デファクト化研究会

↓↓

（仮）ウイズガス住宅普及推進研究会

あんしん高度化
ガス機器普及開発研究会

ソーラーエネルギー
利用推進フォーラム

本研究会は、快適性・環境性に優れたウイズガス住宅の普及のために、高効率
ガス給湯器を始めとする省エネ性の高い住宅用ガス設備機器の開発・普及促進

活動を目指した研究会に変わります。

ガス事故の防止のためには安全性・
省エネ性の高い最新の機器の普及

が不可欠となります

相互連携 相互連携

ミストサウナ

温水ラジエーター

太陽光発電

温水床暖房

ガス暖炉


