
　　　　　　　業務部門エンドユースモデルの開発

一関東圏の業務用空調・給湯分野を対象にしたモデルシミュレーションの例一

高橋雅仁　浅野浩志

1．背景と目的

電力・ガス市場の自由化範囲の拡大に伴

い、エネルギー源間の競争が進んでいる。

特に、業務用分野は、エネルギー価格の点

だけでなく、高効率空調機器やガスコージ

ェネレーション、CO2ヒートポンプ給湯機、

など従来機よりもエネルギー効率の高い機

器が開発されるなど、技術開発の点からも

需要獲得競争が激しい。これらの新しいエ

ネルギー利用技術の普及によって、エネル

ギー需要構造が中長期的に変化する可能性

がある。今後、エネルギー供給事業者は、

エネルギー利用技術の進歩が、自身のエネ

ルギー販売量や販売収入に与える影響を事

前に把握しながら、エネルギー営業計画や

技術開発計画を立案するが求められる。

　著者らは、エネルギー料金や個別技術の

効率・コストなどミクロデータを反映しな

がら、市場全体のエネルギー需要分析を実

行するボトムアップ型のエネルギーモデル

（エンドユースモデルと呼ぶ）を開発した

［11。国全体ではなく地域毎に、

かつ需要用途毎に需要分析を実

行できることが本モデルの特徴

である。本稿では、このモデルを

用いて、関東圏の業務用空調・給

湯分野を対象に、コージェネレー

ションやCO2ヒートポンプ給湯

のエネルギー需要構造にどのような影響を

与えるか定量的に分析した結果を紹介する。

2．業務部門エンドユースモデルの概

　　要

2．1モデルの基本構造

　図1にモデルの基本構造を示す。実線の

部分は考慮した要素、点線の部分は考慮し

ていない・検討中の要素である。

需要家によりエネルギーの選択や利用が

異なるため、需要家のエネルギー負荷特性

（熱電比、電力負荷率など）や建物規模に

基づいて、業務用分野のセグメンテーショ

ンを行う。本研究では16セグメントに分

けた。

　本モデルでは、中長期的なエネルギー需

要構造の変化に着目し、延床面積べ一スで

エネルギー需要量やエネルギー利用機器の

導入量を推定する。あるセグメントsの建物

ストック量（㎡）をFLOOR（s）とし、そのうち

ある空調・給湯熱源システムkが占めるシェ

ア（％）をSHARE（k，s）とする。システムk

他エネルギー事業者
（料金設定、技術開
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図1エンドユースモデルの基本構造
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が占める延床面積（＝SHARE（k，s）×

FLOOR（s））に、当該熱源システムのエネル

ギー消費原単位UEC（k，s）を乗じて、kについ

て足し上げることで、当該セグメントのエ

ネルギー消費量を推定する。更に、セグメ

ントsについて足し上げれば、業務部門全体

のエネルギー消費量（E（T））を得る（式1）。

　ビルストック量（FLOOR）は、セグメン

ト毎に成長率が異なることを考慮する。例

えば、老健施設の数は、高齢者保健福祉計

画によって、至近年では4．0％／年で成長

しており、高齢者人口の増加に伴って今後

も増加すると予想される。また、小中高校

の建物数は少子化傾向を反映して、至近年

では微減傾向である。

　空調・熱源機器システムのシェアSHARE

は、後述する機器選択モデルによって推定

する（式2）［1】。エネルギー料金や機器

効率を変化させると、消費原単位（UEC）

だけでなく、機器選択モデルに基づき、シ

ステムシェア（SHARE）も変化し、最終的

に市場全体のエネルギー需要構造が変化す

る。

　E（T）＝Σk，、UEC瓦、（T）×SHAREk，s（T）

　×FLOOR、（T）　　　　　　　　（式1）

　SHARE（T）・SHARE（T・1）ニ

　ムSHAR：E（PRICEk，EFFk，INIk，W、）（式2）

　U：ECニUEC（PRICEk，EFF］∂　　　（式3）

s：セグメント

k：エネルギー機器

E：エネルギー消費量（Mcal）

FLOOR：延床面積（㎡）

UEC：エネルギー消費原単位（Mcal／㎡／年）

SHARE：システムシェア（％）

PRICE：エネルギー価格

EFF：機器効率

INI：機器価格

W：機器選択モデルのパラメータ

2．2機器選択モデル

機器選択モデルとは、需要家が選択しう

るシステムの中から、需要家があるシステ

ムを選択する確率を推定するモデルである。

本稿では、文献田で開発したコンジョイン

ト分析結果をベースにした機器選択モデル

を用いた。コンジョイント分析では、需要

家はエネルギー機器がもつ様々な属性を勘

案しながら、顧客自身の効用を最大にする

エネルギー機器を選択すると仮定する。具

体的には、（式4）の形の効用関数を仮定し

て、需要家の効用を定量化する。LOG関数

の変数がエネルギー利用機器の機器属性で

あり、第一項がイニシャルコスト（1）、第

二項がランニングコスト（R〉、第三項がそ

の他の非価格属性（Z）に対応する。LOG

関数の係数Wiが、需要家選好を表すパラメ

ータであり、この値に依存して需要家が選

択するエネルギー機器が変わる。

　多くの業務用需要家はエネルギー設備の

経済性を最重視しているため、本稿ではイ

ニシャルコストおよびランニングコストの

価格要因だけを考慮し、非価格要因は考慮

しない。

　UKニWI　X　Lo9（IK）＋W2×Lo9（RK）＋ΣWi×

Lo9（ziK）　（式4）

　K：エネルギー機器

　UK：需要家の効用

　lK：イニシャルコスト

　RK：ランニングコスト

　ZK：非価格属性

　Wi：部分効用係数

3．モデルシミュレーションの例一空調・

　給湯機器の効率改善がエネルギー

　需要構造に与える影響、関東圏の
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場合一

3．1関東圏の業務用ビルストック量の将来推

定

エネルギー負荷特性や建物規模を考慮し

て、業務用ビルを次の16セグメントに分

類する：事務所ビル（小）、事務所ビル（大）、

卸・小売（小）、卸・小売（大）、ホテル（小）、

ホテル（大）、病院（小）、病院（大）、小中

高校（公立）、小中高校（私立）、大学・短

大他、飲食店、福祉施設、文化施設（小）、

文化施設（大）、その他サービス業。ここで

（小）は小規模ビル、（大）は大規模ビルを

指し、それぞれ延床面積1万㎡未満、同1

万㎡以上のビルに対応する。図2は関東圏

の2000年度における各セグメントのビ

ルストックシェアの推定値である［21。

　前述したようにビルストック量の伸び率

は、セグメント毎に異なる値を、至近年の

トレンドに基づき設定した。例えば、最大

は福祉施設の3％、最小は小中学校の一〇．

4％である。ビル滅失率は0．5％を仮定

した。関東圏の業務用ビルの2020年度

までの空調・給湯設備の新設・既設リニュ

ーアル需要（延床面積ベース）の推定結果

を図3に示す。ビルストック全体は、20

20年度まで平均1．2％1年で成長する。

このうち新設・既設リニューアル需要は2

文化施設（大）

　2％文化施設（小）

　　
　福祉施設　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所（大）

　　3弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9光

　飲食店

　5弘
，1、中蔽（私　　　　　　　9％
　立）　　ノ　　　　　　　　　　　　　　卸小売（大）

　　　　　　　　　　　　　　　小構校（公　　　　＼ホテル（小）
　親　病院（大）病院（小ホテル（大）6光

　　　　　2％　　　　2％　　　　2鶉

図2業務用ビルストックのセグメント別シェア（関東圏、2000年度）

010年度で3億㎡（全体の47％）、20

20年度で6．4億㎡（同89％）存在す

る。このうち、新設分は約40％、既設リ

ニューアル分は約60％を占める。
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図3業務用空調・給湯設備の新設・既設リニューアル市場規模の推定（関東圏）

3．2業務用空調・給湯熱源システムの設定

業務用空調・給湯システムは建物規模・

空調方式・燃料種を反映してその種類が極

めて多く、市場にあるシステムをすべて尽

くすことが難しい。本稿では、（1）冷房用

エネルギー源（電力、ガス、石油）、（2）

熱源方式（中央式、個別式）の2点を考慮

して、表1の15種類のシステムに集約し

て分析を行う。なお、首都圏において、地

域熱供給は無視できないシェアを占めるが、

本稿では考察外である。

　あるセグメントの需要家が、表1の空

調・給湯システムを選択した場合のイニシ

ャルコストとエネルギーコストを推定し、

2章で説明した機器選択モデルを通じて、

機器選択確率を推定する。表2一表4はコ

スト諸元である。表2はエネルギー価格で

あり、電力価格は東京電力の料金メニュー

　（2004年12月時点）を、ガス価格は

東京ガスの料金メニュー（同上）を用いた。

東京ガスの業務用ガス販売量は、関東圏全

体の業務用都市ガス飯売量の8割以上を

占めるため、東京ガスの料金メニューでガ

ス価格を近似することは妥当と考える。石
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油価格（A重油）は過去10年間の実績から30

円几を仮定した（最近の原油価格高騰は反

映していない）。空調・給湯システムの要素

機器の価格は、各機器の想定容量に対する

機器価格を表3のように設定した［21。

　本稿では、空調・給湯分野において、機

器の効率改善が、エネルギー需要構造にど

のような影響を与えるか分析するため、表

4の2ケース（基準ケース、技術開発ケー

ス）についてモデルシミュレーションを実

行した。技術開発ケースでは、文献［3、41

の技術開発計画・見通しに基づき個別電気

空調・ターボ冷凍機・吸収式冷温水器・ガ

スエンジンのCOPおよび発電効率が改善し、

かつ業務用CO2ヒートポンプ給湯機が普

及するケースを想定した。機器効率は、定

格値を仮定し、部分負荷効率低下や期間効

率は本稿では考慮していない。

　ここで注意すべき点は、（1）電気機器だ

けでなく、ガス・石油機器の効率改善も同

時に考慮していること、（2）但し、基準ケ

ースから技術開発ケースヘの機器効率の改

善率は、ガス・石油機器よりも電気機器の

方が大きい設定になっていることである。

これは電気機器の方が効率改善の余地が大

きいという前提条件である。

表1業務用空調・給湯熱源システム

表2エネルギー価格の設定

冷房用エネルギー源

電力 ガス・油

個
別
熱
源

電気ヒートポンプ＋ガスボイラー ガスヒートポンプ

氷蓄熱ビルマルチ ガスエンジン＋電気ヒートポンプ

電気ヒートポンプ＋エコキュート

中
央
熱
源

電動冷凍機＋ガスボイラー ガス吸収式冷温水機

電動冷凍機＋石油ボイラー 油焚き吸収式冷温水機

氷蓄熱セントラル ガスタービン＋蒸気吸収冷凍機

ガスエンジン＋温水吸収冷凍機

油ディーゼルエンジン＋温水吸

収冷凍機

電動冷凍機＋ガス吸収式冷温水機

電動冷凍機＋油焚き吸収式冷温水機

電力
従量料金（円／kWh） 基本料金（円／kW）

夏期 夏期以外 夏期　　　夏期以外

低圧電力 9．98 9．07 1020

粟務用電力 1tO8 10ρ7 1560

粟務用季節別
時間帯別電力

昼間

13．9（ビーク時

鳳25（ピーク

　　時以外）
12β

1560

夜間 6．15 6．15

蓄熱讃整契約 3．25 3．25 一 『

ビーク時間調整契約
（割引単価） 一 一 一905 一

自家聚補給電力A 椿 一 基本料金の10％増

都市ガス
単位料金（円／m3） 流量基本料金

　（円／m3／h）
定額基本料金（円）

冬期以外 冬期 冬期以外 冬期 冬期以外 冬期

一般供給約款 95 95 一 一 10091 10091

時間帯別契約 42 45 430．5 430．5 18900 18900

空繍用契約 42 45 1197 2468 11550 12600

CGS契約 40 40 1050 1050 22575 22575

石油 燃料単価（円／L）

A重油 30

※都市ガスの時間帯別契約は、この他に昼間蕊本料金・夜間基本料金が加わる。

表3機器価格設定

熱源機器・自家発電源
機器単価※
（千円／kW）

想定機器容

　量kW
電気 電気ヒートポンプ 41．2 28

ターボ冷凍機 27 1000

氷蓄熱ビルマルチ 94．6 28

氷蓄熱セントラル 85 200

市カス・

石油
ボイラー・給湯器（ガス、石油） 7 200

吸収式冷温水器（ガス、石油） 35．7 500

ガスヒートポンプ 72．8 28

コージェ・

レーション
ガスタービン 169 3000

ガスエンジン 250 200

ディーゼルエンジン 263．1 200

※自家発電源は電気出力振Wあたりの単価、ボイラーは熱出力

1kWあたりの単価、その他熱源機器は冷凍能力1kWあたりの単価。

　　　　　　　表4ケース設定

基

準
ケ

1
ス

技
術
開

発
ケ

1
ス

機器効率※（空調、給湯）

　（2000－2020年度）

堕個別雷気空調3．7－4．0
ガス吸収式L　O－1．35
ターボ冷凍機4，5－6．0

灘幽：ガスエンジ
ン（500kW以上）38％

皿個別電気空調3．7－6．0
ガス吸収式1．0－1．6

ターボ冷凍機4．5－8．O

CO2ヒートポンプ給湯機4，6

塑雌ガスエンジ
ン（500kW以上）38－48％

　　　※機器効率の幅は、2000－2020年の
　　　間の機器効率改善を表す。

3．3モデルシミュレーション結果

（1）空調・給湯機器・CGSの普及量

　図4は、セグメント別の冷房機器普及量

の技術開発ケースと基準ケースの差分であ

る。小規模事務所ビルと小規模卸・小売を
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中心に、高効率電気空調（非蓄熱）が吸収

式・GHPに代わって選択される。これは電

気空調（非蓄熱）の効率改善によって、吸

収式・GHPに対するランニングコストの優

位性が高まるためである。また、図5は、

CO2ヒートポンプ給湯機のセグメント別の

普及量であるが、熱需要が多くかつ小規模

建物である小規模ホテルや飲食店、福祉施

設を中心に、CO2ヒートポンプ給湯機が、

ガス石油ボイラー・給湯機に代わって選択

される。関東圏の業務部門全体でのCO2ヒ

ートポンプ給湯機の累積導入量（加温能力）

は、2010年度で1072MW、202
0年度で2210MWに達する。これは、

家庭用エコキュートユニット（4．5kW）

に換算すると、約2．5万台／年の販売台

数に相当する。

　図6は、技術開発ケースのコージェネレ

ーションシステム（CGS）のセグメント別導

入量および自家発比率（全電力消費量に占

めるコージェネレーション発電電力量の

割合）のモデル推定結果である。自家発比

率は、2000年度で1．1％、2010
年度で1。5％、2020年度には2．3％

まで増加する（参考：基準ケースでは、2

010年度で1．3％、2020年度には
1．5％）。セグメント別で見ると、大規模

［冷凍能力図W］
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■大学・短大他

四小中高校（私立）

8小中高校（公立）
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臼病院（小）

ロホう」’レ（大）

■ホテノレ（’外）

田卸小売（大）

田卸小売（小）

翅事務所（大）

事務所や大規模卸・小売を中心にCGSが導

入される。文献［51の関東圏の2000年

度の民生用CGS導入量実績276MWと2

000年度のモデル推定結果153MWを
比較すると、モデル推定結果が過小評価に

なっている。文献［5】によると、CGS発電容

量が3000kWを超える超大型物件が
CGS容量全体の約2割（ほとんどがガスタ

ービン）、200kW未満の小規模ビルが同

約1割を占めており、開発モデルではこの

クラスのCGSをカバーし切れていないこと

が、過小評価の原因である。
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図5CO2ヒートポンプ給湯機の普及量（技術開発匁一ス）
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図6CGS累積導入量と自家発比率（技術開発ケー牧）

（2）燃料別エネルギー消費量

図4一図6の機器普及の結果、燃料別エ

ネルギー需要は表5に示すようになる。技

術開発ケースでは、高効率電気空調（非蓄
図4電気冷房機器の普及量の基準ケースからの増加分（技術開発ケース）
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業務部門エンドユースモデルの開発

熱）が吸収式空調・GHPに代わって選択さ

れるため電気式空調のシェアが増加し、最

終エネルギーに占める電カシェアは、基準

ケースと比べて、2010年度で3．6ポ

イント、2020年度で6．4ポイント増

加する。しかし、効率改善によって機器あ

たりの電力消費量自体も減少するため、全

体の電力消費は基準ケースと比べると減少

する。電力需要の伸び率（2000～20

20年度の20年間平均）は、1．3％（基

準ケース）から1．1％（技術開発ケース）

に鈍化する。一次エネルギーで見ると、エ

ネルギー効率の高い機器が普及することで、

2010年度で180万k　L、2020年
度で370万k　Lを削減できる。

表5燃料別エネルギー需要量の推定結果（技術開発ケース）

電力
（丁肋）

ガス
（PJ）

　油
（百万kL）

最終エネ』ルギーシェア
一次エネ合計

（百万kし）
電力 ガス 油

技
術
開
発
ケ
ー
ス

2000年度 79．3 194β 2．5 48．6瓢 342覧 172瓢 28ρ

2005年度 85．1 192β 2．7 50．〔購 32．5瓢 17，5鷲 29．6

2010年度 88£ 1817 24 53茄 3量、1瓢 15．8弘 29．9

2015年度 932 178．1 22 55．縦 30，3慌 14β～ 303

2020年度 97．7 1769 22 56．6瓢 29，5覧 馨3。9～ 31β

2020／2000 1．偶 一〇，5、 一〇．8瓢 0，8、 一〇，7瓢 一1．〔嬬 0．6暢

（
基
の
準
差
ケ
分1
）
ス
か
　
ら

2000年度 0．0 0ρ 0．0 0ρ α0 0ρ OO

2005年度 一〇4 一134 一〇．2 15 一1．1 一〇！卜 一〇．6

2010年度 一2．0 一30．1 一〇万 3．6 一19 一1．7 一1．8

2015年度 一34 一41β 一〇溜 52 一25 一2」 一2．フ

2020年度 一4潟 一52，7 一重．1 6！1 一2．8 一3β 一3．7

4．まとめと今後の展開

エンドユースモデルを用いて、関東圏の

業務用空調・給湯分野を対象に、2020

年度までのエネルギー需要構造分析の結果

を紹介した。文献［3，4】の電気機器および

ガス・石油機器の効率改善を前提に、電気

空調や吸収式空調、ガスコージェネ、CO2

ヒートポンプ給湯機など空調・給湯機器の

機器効率が全体的に改善する場合（基準ケ

ース→技術開発ケース）、ビルストック量の

大きい小規模事務所ビルと小規模卸・小売

を中心に、吸収式空調・ガスヒートポンプ

に代わって電気空調（非蓄熱）が選択され

るため、電気式空調のシェアが増大する。

しかし、機器の電力消費量自体は減少する

ため、全体の販売電力量は、基準ケースと

比べると減少し、電力需要の伸びは鈍化す

る。コージェネレーションシステムによる

自家発比率は、2020年度時点で2．3％

に達する（c．£基準ケースでは1．5％）。

一方、CO2ヒートポンプ給湯機は、ガス石

油ボイラー・給湯機に代わり導入され、2

020年度時点の累積導入量（加温能力）

は2210MWに達する。同時点のボイラ

ー・給湯機のストック量は18213MW

であり、その12％に相当する。CO2ヒー

トポンプ給湯機は、主として、熱需要の多

い小規模ホテルや飲食店、福祉施設に導入

される。今後、空調・給湯以外の用途や他

地域にもエンドユースモデルを展開するこ

とを予定している。さらに、需要家の中長

期的な機器選択が地域のCO2など環境負荷

に与える影響を分析し、経済性のみならず、

エネルギー効率および環境性の観点からも

機器開発の目標や普及影響を明らかにする。
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