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はじめに

政府の住宅政策では、低炭素社会の実現に向けた住宅・建築物の取組みが着々と進んで
います。
総合的な省エネ住宅評価基準の見直しです。
2020 年までに標準的な新築住宅は ZEH
（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）に向かいます。既存住宅の省エネルギー化リフォー
ムは、現在の 2 倍程度にすることが目標として掲げられています。さらに、30 年には住宅・
建築物の省エネ性能の確保が法で義務付けられるようになります。
また、スマートハウスは、太陽光発電システムや家庭用燃料電池システム（エネファー
ム）で電気を作り、家庭用蓄電池・電気自動車・プラグインハイブリッド車で電気を蓄電、
家庭用エネルギー管理システムによって住宅で消費するエネルギーを効率的に管理・制御
する住宅のことです。エネルギーを自分で作って上手に使用する、いわばエネルギーの自
給自足を目指した住宅を指しています。
また、地域のエネルギーをスマートメーター（通信機能付き電力量計）で介した IT 技術
で上手にコントロールするスマートグリッド（次世代電力網）を構成する最小単位ともい
われています。
この流れは住宅の作り手側にとっても大きな影響をもたらします。
建材などの生産体制、
新技術開発、中小工務店などの対策について、国は支援をより強化する流れに進んでいま
す。今後は、次世代環境配慮型住宅のスマートハウスが、市場の注目を集めていくものと
見られます。
本レポートの第Ⅰ章ではスマートハウスの世界及び国内市場（日系メーカー）推移予
測・シェアなどを掲載しています。第Ⅱ章では、HEMS（ヘムス）市場などの世界／国内市
場の推移予測・補助対象機器などを載せています。第Ⅲ章では、スマートハウス関連市場
の動向と展望について述べています。第Ⅳ章では、電気ガス小売自由化について掲載して
います、また第Ｖ章では 2014～20 年度までの関連メーカー取扱製品、出荷金額推移予測、
動向などについて編集されています。
弊社は本年、
創立 60 周年を向かえる市場調査・マーケティング会社です。
本レポートは、
専門の編集スタッフにより調査・編纂されております。調査レポートは、印刷タイプの他
に CD タイプなども用意しています。同シリーズは、新規参入を検討されている企業様を含
めた事業計画の立案、予備調査、事業計画書の作成・展開など幅広く活用されています。
平成 30 年 7 月 第１版
株式会社 日本エコノミックセンター
スマートエネルギーグループ
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第Ⅰ章 ZEH・スマートハウス市場の動向と展望（サンプル）
１．ZEH・スマートハウス市場の動向と実態
(1)ZEH・スマートハウスの背景と定義
①スマートハウスの背景
2010 年 6 月に閣議決定の「エネルギー基本計画」において、20 年に一次エネルギー再
生可能エネルギーの割合を 10％とし、
「暮らし」
（家庭部門）においてもエネルギー消費か
ら発生する CO2 を半減させるという目標が示されている。
この目標を達成するためには、需要側のエネルギー利用形態を変化させることなく実現
することは困難であり、技術革新製品の市場浸透のみに頼るのではなく、需要側の意識改
革による全体エネルギー利用量の削減（正味の省エネルギー）が欠かせない。しかし、需
要家は、自分の行動と使用する機器が供給者に対して（さらには社会システム全体に）ど
う影響を及ぼすかを知るすべは現在ほとんどない。需要家や政策実行者がエネルギー情報
を見ることができ、それを基に行動を可能にする参加型の仕組みによって、社会全体で必
要なエネルギー量が最適化されることが期待される。
そして、スマートグリッドによる変化で、生活者とエネルギー事業者が双方向のネット
ワークで繋がるようになる。
・新たなライフライン「情報とエネルギーの双方向ネットワーク」により、生活者に情報
が入り込み、生活者に情報が入り込み、生活者に情報が入り込み、生活者がより賢くなる
ことで、新たなライフスタイル・新たなサービスが創出される。
・新サービスを可能にする情報へのアクセスのオープン性の確保と情報保護を両立させる
ようなルールやシステムの確立が必要である。
○現 状「インフラ事業者が需要に合わせて供給調整」
↓
○将 来「情報系インフラ※ があらゆるものを結びつけ、より快適で豊かな社会」
※ 高信頼性が求められる（プラットフォーム）
②スマートハウスの定義
本書でのスマートハウスとは、創エネ機器（太陽光発電器、燃料電池）
、蓄エネ機器（定
置用蓄電池、電気自動車を含む）等を賢く需要マネジメントする機器とそれをつなぐシス
テム基盤である。
このシステムは、住宅内の「情報」を家庭でコントロール下で地域・社会と共有し、多
様なサービスを創出する仕組みである。
・このシステムは、それらの情報を基にエネルギー等の需要・供給情報を活用して、賢く
エネルギーが使用・制御される仕組みである。
「ICT（情報通信技術）によって太陽光発電や蓄電池などを含めた家庭エネルギーの最適
化（HEMS:ホームエネルギー管理システム）やネットワークで繋がれた複数の家電の消費
電力をコントロ－ル可能な住宅である」

第Ⅴ章 ＺＥＨ・スマートハウス関連企業の動向と展望（個票）
○×△ 株式会社
※ 以下、サンプルのため記載内容を省略
本 社
会社概要
業績（連結）
売上構成
関連製品
研究/開発
担当/営業

≪関連商品販売件数≫
2014 年度
総売上高
前年度比
ｽﾏｰﾄﾊｳｽ ※
前年度比

（単位：百万円 / 件）

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2020 年度

※ HEMS を搭載する省エネ住宅

≪商品別販売件数≫
2014 年度
太陽光発電
前年度比
蓄電池搭載
前年度比
HEMS 搭載
前年度比

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2020 年度

※ 以上、日本エコノミックセンター作成

【事業動向】

※ 以下、サンプルのため記載内容を省略
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