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CO2の長期大規模削減とロックイン問題 
―家庭用給湯器の事例にもとづく考察― 

Long-Term Deep CO2 Emissions Reduction and Lock-in Issues 

―A Case Study of the Residential Water Heaters― 
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製品やサービスが何らかのきっかけも手伝ってひとたび市場優位性を獲得すると、その優位

性が長期にわたって固定化することがあり、ロックイン現象と呼ばれる。CO2大規模削減を実現

する上では、需要端において直接CO2排出を伴う技術を極力用いず、電化を進めていくことが有

効とされる一方で、その実現に立ちはだかるロックイン問題への危機感は十分に共有されていな

い。既往研究では、ロックインは技術的問題として片付けることができない複雑な問題であり、技

術や社会が変化に抵抗する性質を持つことを十分織り込んで温暖化政策を立案すべきとの指

摘がある。事例として我が国の家庭用給湯器の技術選択について考察したところ、技術・組織・

行動面でロックインを誘発する課題が存在することや、特に集合住宅で利用される給湯器でロッ

クインの傾向が強い実態が明らかとなった。CO2大規模削減のビジョンやシナリオにおいて需要

側技術の大規模代替を前提とする際には、ロックインの実態を踏まえ、対策実現に向けた課題

を認識しておく必要がある。 
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4. おわりに 

1. まえがき 

 

温暖化問題の解決に向けては、従来型技術か

ら低炭素技術への移行が不可欠だが、現実社会

では技術代替に時間を要することも少なくな

い。 

製品やサービスが、何らかのきっかけも手伝

ってひとたび市場優位性を獲得すると、その後

も利用され続けることがある。こうした現象を

「ロックイン」（lock-in）と呼ぶ。よく紹介され

る例としては、1882年発売のタイプライターに

採用されたQWERTY配列が、デファクトスタ

ンダードとして今日のPCキーボードに受け継

がれていることが挙げられる。 

国内のエネルギー分野では、奥村（2007）ら

がロックインの概念や懸念点を指摘している。

杉山（2017）は供給側対策に着目して、ロック

イン問題があてはまるかは個別事例によるこ

とを指摘している。需要側に目を移すと、2030

年や2050年の将来像において省エネ技術の

大限活用への期待が示されることが多い一方

で、その経路に立ちはだかるロックイン問題へ

の危機感は十分に共有されていない印象を受

ける。家庭用給湯器もその例外ではない。筆者

らは既往研究（西尾ほか, 2013）において、既築

住宅の給湯器交換の実態を取り上げ、設置費用

の高さや故障後の急ぎの交換が多いことなど、

利用者サイドから見える側面を明らかにして
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きたが、これら課題だけでは長期の技術選択を

めぐる現状認識として十分でない。 

そこで本稿では、CO2大規模削減に関する戦

略検討やデータ分析をする上での、現状理解の

インプット情報となることを目指し、エネルギ

ー技術のロックイン問題を取り上げる1。前半

では、既往知見にもとづき、ロックインの概念

や関連議論を概説する。後半では、ロックイン

の観点から、家庭用給湯器の更新を進めていく

上での課題を考察する。 

 

2. エネルギー技術のロックインとは

どのようなものか？ 

 

2.1 IPCC報告書における問題意識 

国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

の第5次評価報告書（IPCC, 2014）では、「ロッ

クイン」の語として100箇所以上の言及があり、

その対象範囲はエネルギー供給インフラから

民生、運輸、農林業まで多岐にわたる。一例を

あげると、耐用年数が長く投資額が大きいイン

フラは、その後のエネルギー消費や土地利用、

人々の行動や経済活動のパターンを長年にわ

たり決定づけてしまうこと、さらには、一度成

立するとその固定化された現状を維持し、変化

にあらがう（他の技術を強力にロックアウトす

る）ことなどである。それゆえ、これからイン

フラ構築を行い、かつエネルギー需要の伸び著

しい新興国において、効率の悪いインフラ形成

を避けるとともに、先進国では、既存インフラ

の積極的改修を行って、ロックインを極力抑制

すべきとしている。需要サイドでも、建物の構

造設計、エネルギー運用設計、エネルギー利用

機器においてロックインが懸念されるとして

いる。 

                              
1 本稿は、第34回エネルギーシステム・経済・環境コンファ

レンス講演論文集に収録の西尾・大藤（2018）に、一部修正・

2.2 ロックイン解釈の代表的枠組み 

Unruh（2000）は、ロックインを技術的（tech-

nological）な側面、組織的（institutional）な側面、

そしてそれらが相互に絡みつき渾然一体とな

ったTechno-Institutional Complex（TIC）という概

念で眺めると、見通しがよくなることを主張し

ている。本項では同文献の内容紹介を中心とし

て、ロックイン現象を眺める代表的枠組みを確

認する。 

(1) 技術的側面 

Unruhの例をそのまま借りれば、自動車産業

において、車両技術であればエンジン・ドライ

ブトレーン等の各構成技術があり、さらにエン

ジンは要素技術（燃焼機構、点火機構、排気機

構等）に細分化されるが、これらが単体ではな

く、1台の完成品としての自動車を構成するよ

う相互に緊密にコーディネートされ、互いの仕

様を決定づけていくことは、技術の成熟過程で

自然のこととして観察される。 

こうした過程は、イノベーション論の分野で

いわゆる「ドミナント・デザイン形成」

（Abernathy and Utterback, 1978）として知られ

ている現象に相当する。初期の市場淘汰を勝ち

残ったスタンダードモデルが、その後の効率的

生産追求の過程で、関連技術を互いに 適な形

で仕様形成していくことを指す（プロセスイノ

ベーション、漸進的イノベーション等とも呼ば

れる）。 

その一方で、新しい技術や、仕様と相容れな

い選択肢を積極的に排除していく。それは効率

的生産のために不可欠な合理的選択でありな

がら、結果的にその技術体系を自己強化し、改

良を重ねながらも逆にそこから抜け出せない

パラドックス―「技術のロックイン」―に陥っ

ていく。 

加筆をしたものである。 
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実際、米国の電力産業の歴史研究をもとにそ

のロックイン過程を検証したCarley（2011）は、

大規模発電技術が水力から化石燃料に変わり、

燃焼効率や規模の拡大を通してその経済性を

営々と強化する中で、ドミナント・デザインが

形成されていった、としている。 

(2) 組織的側面 

こうした技術ロックインを助長する重要な

アクターとして、ヒト（企業組織、規制組織）

や資金（投資行動、投資意思決定）がある。 

例えば組織としては、上述の自動車生産の例

なら、要素技術ごとに専門化・細分化された技

術集団が形成され、それぞれの中で高度なノウ

ハウを蓄積していく。組織文化の面でも、効率

的生産を至上命題とした管理様式が強化され、

業容の大規模化とともに官僚的統治機構の成

熟を経験する。また、専従的問題解決機関とし

ての研究開発組織を形成し、教育機関にも「自

動車工学」などの学問や権威を生み、知識獲得

を効率化し、体系を確立しようとする。生産企

業の外でも、各種の業界団体などが形成され、

利害を統一して発言力や交渉力を強化しよう

とする。これらすべては、経営活動の一部とし

ての生産・学習等様々な行為を包括したプロセ

スイノベーションに他ならない。 

消費者サイドでも、自動車が生活に溶け込ん

でくることで、家庭生活から教育、労働、レジ

ャー、そしてエネルギー使用の習慣も様変わり

する。生産者サイドでもこうした消費者ニーズ

を取り込んだ製品を効率的に市場に送り出す

ようになる。こうして、消費者サイドと生産者

サイドの相補的・共進化的な関係が出来上がっ

ていく。米国の車社会と道路網の発展がそうで

あるように、技術が社会における依存度を高め、

行動様式を形作るようになる、いわば、「技術

システムの社会化」が起こる。 

以上はヒトの面の組織的ロックインの例だ

が、資金もまた冒険をしなくなる。ドミナント・

デザインに向けて技術仕様が統一・標準化され

ていく中で、大規模・長寿命な投資であるほど、

利益を生むことが確立した成熟技術のインフ

ラに資金が振り向けられるようになり、それが

既存技術の優位をさらに拡充していく。 

(3) 技術的側面と組織的側面が絡み合った 

‶TIC" 

こうして、技術的・組織的側面がそれぞれロ

ックインを深めていきながら、同時に市場を介

して相互に絡み合い、社会システム全体として

渾然一体となったロックイン様相を呈してい

くさま、またそのようになる必然性を、Unruh

は「技術・組織の複合体」（Techno-Institutional 

Complex, TIC）と名付けた。 

CO2排出経路が固定化されてしまう状態をカ

ーボン・ロックインと形容し憂慮するように、

温暖化問題の文脈では否定的側面が目立つが、

ロックイン自体は効率的生産を追及する結果

でもあり、自己保存本能とでもいうべきメカニ

ズムに従っているうちに形成される、なりゆき

の姿とも言える。Marechal and Lazaric（2010）

は、ロックインというと旧技術の慣性（inertia）、

つまり、純粋に「技術」に由来した課題のよう

な印象があるが、そもそも人や社会が技術の担

い手である以上、技術はそれ単体で存在するも

のでなく「社会的な存在」であること、また、

政策担当者は技術や社会がこのように変化に

抵抗する性質（change-resisting nature）を持つの

を十分織り込んで、温暖化政策を立案すべきと

指摘している。 

 

2.3 本稿における分析枠組み 

本節では、既往研究を参照しながら、次章に

おける家庭用給湯器のロックイン問題の分析

枠組みを提示する。 

(1) 定量的考察 

需要側におけるロックイン影響を意識した

定量的分析としては、次の例がある。Erickson et 
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al.（2015）は、需給給両面の技術別に耐用年数、

排出量、技術代替のためのCO2限界削減費用を

評価している。Urge-Vorsatz et al.（2012）は、省

エネ性能の優れた技術を段階適用した場合に

比べ、法定基準のみのなりゆきシナリオでは

2050年において2005年時点の建物 終エネの

約8割がロックインされると分析している。

Eyre and Baruah（2015）は、ガス普及率が高い

イギリスにおいては、政策介入がないと、それ

を利用する暖房システムにロックインされて

しまうことを分析している。 

次章では、これら文献のような詳細分析まで

は行わないが、まずはアンケートデータにより、

ロックイン問題が存在することを定量的に考

察する。 

(2) 定性的考察 

IPCC報告書の統括執筆責任者の1人である

Setoは、Unruhらとともに、エネルギー分野のロ

ックイン問題に関するレビューを行っている

（Seto et al., 2016）。 

同文献ではロックインを、インフラと技術、

組織、行動の3タイプに分類した上で、相互に

絡み合い、CO2削減の停滞を招きうることを再

確認している（表1）。インフラ・技術ロックイ

ンの打破は、技術的・経済的な実行可能性、シ

ステムの存続期間、システムから脱却するため

の費用、代替オプションに依存し、組織的ロッ

クインからの脱却は、その柔軟性の増加や変化

の誘発、あるいは新たな脱炭素経路へのロック

インをもたらすことができるかに依存し、行動

ロックインへの対処としては、個々の習慣や選

好、社会的に構築された慣習の克服が求められ

ることを指摘している。 

この分析枠組みは、Unruh（2000）の整理に行

動的側面を追加したものと理解でき、枠組みの

強化により、需要側におけるロックイン問題の

構造理解も進むことが期待される。そこで次章

後半の定性的考察においては、この枠組みを援

用して、家庭用給湯器のロックイン構造を分析

する。 

 

表1 ロックインの特徴 
タイプ 主な特徴 

インフラ 

や技術 

 技術・経済要因が慣性をもたらす 

 リードタイムの長さ、投資の大きさ、埋

没費用、寿命の長さが影響 

 初期選択は私的なもので、社会的な費

用便益は考慮されない 

 意図的でないランダムな事象が最終結

果に影響する（例：QWERTYキーボード） 

組織  有力な経済的・社会的・政治的主体が利

益をもたらす現状の維持を図る 

 組織は安定やロックインをするように

デザインされている 

 ある主体にとって好都合で意図した結

果 

 ランダムではない意図的な選択（例：ド

イツの再エネ支援） 

行動  個人の意思決定によるロックイン（例：

心理的プロセス） 

 1 つの計算された選択が計算のない自

己強化的習慣の長期連続になる 

 社会構造を通じたロックイン（例：規範

や社会的プロセス） 

 遮断的習慣は困難だが可能（例：家族規

模や空調温度設定） 

出典：Seto et al., 2016より作成 

 

3. 家庭用給湯器のロックイン問題 

 

本稿の前半部では、既往文献にもとづきロッ

クイン現象の一般的理解を確認してきたが、こ

れより後半部では、より具体的な議論として、

我が国の家庭用給湯器のロックイン問題を取

り上げる。 

 

3.1 将来検討における給湯分野の描写 

「長期低炭素ビジョン」（中央環境審議会地

球環境部会, 2017）は、2050年に温室効果ガス

80%削減を実現する社会像を描くものである。

その柱として「あらゆる分野で電化・低炭素燃

料への利用転換が進み、 終エネルギー消費の

多くは電力によってまかなわれ、化石燃料は一

部の産業や運輸等で使用されている」ことが強

調され、給湯についても電気ヒートポンプ式へ

転換していくことの重要性が示されている。 
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このように低炭素社会において需要端の電

化やエネルギー効率向上が必要であることは、

技術評価の見地からはよく言われることであ

る。 近では、竹内ら（2017）による2050年の

エネルギー産業の論考でも取り上げられてい

る。坂本・永井（2018）による主要機関エネル

ギーシナリオのメタ分析によれば、民生部門の

電化率上昇によるCO2削減は国際的にも期待

を集めている。 

各々の省エネ給湯器の特徴や課題について

は、矢田部（2016）などが詳しいことから本稿

では割愛し、以降においては、2050年の給湯全

電化を到達点とする場合に、克服が求められる

ロックイン問題がどのようなものであるかに

ついて考察する。 

 

3.2 家庭用給湯器ロックインの定量的考察 

筆者らは、給湯器の採用実態を明らかにする

ため、2010年に新築された住宅の居住者、およ

び、同年に既築住宅で交換を経験した居住者へ

のWebアンケート調査を実施してきた（西尾・

大藤, 2012；西尾ほか, 2013）。本項では、規模は

縮小したが調査設計は踏襲している2015年の

結果を加えて、省エネ給湯比率とヒートポンプ

給湯比率を確認する。ここで省エネ給湯とは、

電気を利用するものはヒートポンプ給湯機、ガ

ス・灯油利用であれば潜熱回収型給湯器もしく

はコージェネレーション（燃料電池等）と定義

し、省エネ給湯比率はそれらの合計である。ア

ンケート調査のため市場シェアを表すもので

はない点に留意すべきだが、相対的な傾向把握

はできる。セグメント表記の補足をすると、新

築戸建では注文と建売の区別をするが、既築戸

建は回答者も判別できないことがあるため一

括りにし、また、新築集合は分譲と賃貸、既築

集合は持家と賃貸に分類している。 

新築住宅における設置・採用状況の集計結果

（図1）によると、全体の省エネ給湯比率は2010

年の47%から2015年は61%に上昇した。既にそ

の比率が高かった戸建注文に大きな変化はな

いが、戸建建売や集合分譲で進展が見られる。

集合賃貸の水準は依然として低い。ヒートポン

プ給湯比率を見ると、戸建注文や集合分譲での

採用率停滞が影響し、新築全体としては28%か

ら25%に微減している。 

 

 

図1 新築住宅で採用された給湯器の比率 

 

次に、既築住宅における交換状況の集計結果

（図2）によれば、省エネ給湯比率は2010年の

31%から2015年の34%への微増にとどまり、セ

グメント別には戸建と比べて集合持家、さらに

は集合賃貸での採用率の低さが際立つ。ヒート

ポンプ給湯機への交換比率は、2015年について

は停滞が見られる。特に集合住宅では僅少であ

り、2001年に上市されたヒートポンプ給湯機の

更新需要が本格化するのはこれからとはいえ、

他の給湯器からの代替がこれまでのところ限

定的である点も指摘しておく必要がある。 

 

 

図2 既築住宅における交換後の給湯器の 
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既築住宅についてはさらに、交換前が従来型

給湯の場合について、交換後の給湯器を比較し

ておく。図3からは、いずれも同じエネルギー

を用いる省エネ型への更新は徐々に進展して

いる。灯油従来型についてはヒートポンプ給湯

機へのシフトも存在感があるが、ガス従来型か

らのシフトはまだ本格化していない。 

 

 

図3 既築住宅における交換前後の給湯器 

比率例 

 

以上の結果全般を通じて留意すべき点とし

て、給湯電化の停滞については、東日本大震災

後の電気に対する不安、料金の上昇、電化営業

の自粛などが影響しているものと考えられる。

日本冷凍空調工業会の出荷統計によれば2008

～16年の間で2010年は 多、2015年は 少の年

にあたり、上述の事情も勘案すれば一時的な後

退をとらえていると理解するべきであろう。そ

れでもなお、このままではロックイン現象にと

らわれ、将来ビジョンの実現に向けては相当な

シェア拡大に向けた取り組みが求められるこ

とは明白である。 

 

3.3 家庭用給湯器ロックインの定性的考察 

量的にもロックインの兆候が示唆されたが、

前節の枠組みを援用して、その複雑さについて

質的理解を試みる。 

(1) 技術的側面 

給湯器のロックイン構造は特に集合住宅に

おいて強固であり、燃焼式であれば従来型から

潜熱回収型へ、電気式であれば電気温水器から

ヒートポンプ給湯機へのアップグレードが起

きにくく、さらには燃焼式から電気式へのエネ

ルギー転換も進みにくい。背景には、貯湯タン

クの設置スペースや重量、給水やドレンの配管、

電源容量確保など種々の課題が存在する。その

ため、技術代替を進めていく上で、給湯器寿命

の十余年ごとに訪れる機会に多くを期待する

ことはできず、建物寿命の数十年のサイクルを

要すると考えるほうが、見方としては現実的で

ある。 

平成25年住宅・土地統計調査によれば、我が

国の住宅ストックの27.2%は、1980年以前に建

築されている。1980年と2013年、2018年と2050

年の間隔はほぼ同じであることを踏まえ、この

データを単純に将来にあてはめれば、今日の既

築住宅は2050年断面の住宅ストックの3割程度

を占めることになる。同調査によれば、集合住

宅比率は一貫して上昇を続け、42.4%に達して

いる。大幅削減シナリオは需要サイドにおける

直接CO2排出をほぼゼロに近づけることを掲

げることが多いが、技術ロックインを直視する

ならば、削減ポテンシャルは既に制約を受けつ

つあることや、新築住宅への対策を先送りする

ほど状況は年々厳しくなることが示唆される。 

(2) 組織的側面 

各々のエネルギー事業者や工務店等サブユ

ーザが推奨する給湯器ラインナップには特色

がある。主に取り扱うエネルギーを用いる給湯

器を推奨することは、事業戦略として当然であ

る。これまでの競争市場において、単なる給湯

にとどまらず、浴室周りの付加機能、便利で快

適な厨房や暖房も絡めたパッケージ提案が進

化を遂げ、それに呼応するようにライフスタイ

ルも変容してきた。こうした囲い込み戦略の成

功は、裏を返せば構造の固定化をもたらす。電

力やガスの小売完全自由化を経て、両者を扱う

企業が増え、トータルエネルギーの概念が広ま
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っていくことが期待できるが、培ってきた経験

や効率的に築き上げられてきた販路がゆえに

変化には時間を要するというのもまた、ロック

イン議論の一般的示唆である。 

なお、既に述べたように、ロックインやその

背後関係を否定的文脈で一方的に解釈するの

は適切とはいえない。例えば、我が国の特徴で

もある電力とガスの競合関係は、互いの商材の

技術開発を加速させ、販売戦略はしのぎを削り、

省エネ給湯器のシェアを引き上げる誘因とし

て作用してきたと考えられる。 

次に、政策に目を移すと、市場・業界構造へ

の配慮がなされた現行枠組みを維持すること

は、漸進的改善をもたらす一方で、ロックイン

をもたらすおそれがある2。例えば、機器のトッ

プランナー基準のような効率規制では、燃焼式

とヒートポンプ式とでそれぞれの技術特性を

踏まえた制度運用が続けられてきた。あるいは、

「高効率給湯」「省エネ給湯」といった括りの

補助金運用や要求仕様では、各種技術をある程

度平等に扱うことが多い。これらが対策の着実

な進展に有効であることは言うまでもないが、

CO2大幅削減を射程とするのであれば、こうし

た枠組みの固定化は必ずしもプラスにならな

いおそれがあることも認識しておく必要があ

る3。 

(3) 行動的側面 

消費者サイドから見れば、給湯というサービ

スは差別化要素に乏しく、日常的に意識が向く

ものではない。それゆえに、故障や不具合がで

てから給湯器交換を思い立ち、保有給湯器の関

連業者に接触し、他の選択肢について十分な検

討をしないまま、マイナーチェンジに陥りがち

                              
2 Seto et al.（2016）による整理（表1）でも、同様の組織的側

面が指摘されている。 
3 機器トップランナー基準の例で言えば、燃焼式の場合は効

率改善余地の限界を踏まえて規制強化取り組みが頭打ちに

なるのに対して、ヒートポンプ式ではハードルが継続的に

である。新築時においても、省エネ給湯器は初

期コストの高さを敬遠され、内装などに費用は

振り向けられる。 

また、住宅供給者については、販売価格や家

賃を抑制するために、設置費用が大きい省エネ

型は敬遠されがちである。こうした動機の分断

（split incentive）問題により、同じ新築戸建で

あっても建売は注文よりも省エネ給湯率が低

く、新築集合でいえば賃貸は分譲よりも低い。 

 

4. おわりに 

 

本稿では、既往文献をベースにロックイン現

象の発生メカニズムや関連議論を概説すると

ともに、事例として家庭用給湯器のロックイン

の実態を明らかにした。 

CO2大幅削減を実現する上では、需要端にお

いて直接CO2排出を伴う技術は極力用いず、電

化を進めていくことが有効である。政府資料に

おいても、燃焼式やヒーター式の給湯・暖房機

器をヒートポンプ式技術で代替していくこと

には高い期待が寄せられている。しかし、例え

ば集合住宅で利用される給湯器は、機器単体で

はなく住宅自体のライフサイクルでロックイ

ンされる可能性もある。技術や組織、社会が共

依存する混沌とした状態にあるとすれば、他の

技術の歴史が教えるように、たとえ2050年であ

っても技術選択結果を楽観視することはでき

ない。 

温暖化防止戦略を検討する上では、ロックイ

ンの現状を丁寧に把握するとともに、ロックイ

ンが多かれ少なかれ残る「なりゆき」の将来と、

それを捨象した「望ましい」将来とのギャップ

厳しくなる。各技術特性を踏まえるという点では実用的な

管理方法だが、全体 適の視点からは、ヒートポンプ式のコ

スト上昇や燃焼式よりも効率的な機種の淘汰につながるお

それも指摘できる。 
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を理解しておく必要がある。その上で、ロック

イン問題が想像よりも手強いという認識に至

るならば、温暖化対策が遅きに失することがな

いよう、追加的支援策の要否等の検討に早めに

着手すべきである。 

ロックイン問題の深刻さは、その技術の置か

れた状況に依存する。LED照明へのシフトのよ

うに技術進歩や交換のしやすさから順調に技

術代替が進んでいると思われるものもあれば、

英仏政府が2040年までに内燃機関車の新車販

売を禁止し、電気自動車へシフトする方針を発

表した例にも垣間見られるように、長期的視点

での議論が求められる対象もある。具体的手法

については別途慎重な検討が必要だが、もし

CO2の大規模削減に向けて需要側対策を前提

とするビジョンやシナリオを掲げるのであれ

ば、前提と実態のギャップを埋めていくととも

に、ロックイン問題の解消のために追加的コス

トが生じることを予め認識しておく必要がある。 

後に、エネルギーシステム分析としてのロ

ックイン研究の有用性や限界について、今後の

研究課題を述べる。ロックインがあてはまるか

は技術次第だが、それが普及バリアになること

が予想されるにもかかわらず、将来検討などで

関心が払われていないようであれば、ギャップ

の存在や深刻さを問題提起すること自体も有

益と思われる。例えば、普及量や費用対効果の

分析において、ロックインを描写するような制

約や抜け出すためのスイッチング費用を考慮

に入れることで、早期対策の有効性を検証する

こともできよう。他方、ロックインを指摘する

こと自体は解決策を処方してくれないし、定量

分析においても部分的な精度向上にとどまる

おそれがある。どの政策が実行可能で効果的か

は、対象技術やそれを取り巻く環境によっても

左右されるので、解決策については別途検討す

る必要がある。 

 

【参考文献】 

奥村憲博 (2007)  経路依存，ロック・インとグローバ

ル・エネルギー戦略,第23回エネルギーシステム・経

済・環境コンファレンス講演論文集. 

坂本将吾，永井雄宇 (2018)  CO2の長期大規模削減と電

化─AR5 シナリオデータベースを用いた基礎的分析

─, 第34回エネルギーシステム・経済・環境コンファ

レンス講演論文集. 

杉山大志(2017)「化石燃料へのロックイン」は本当に起

きるのか？http://ieei.or.jp/2017/08/sugiyama170824/ (ア

クセス日：2017.11.30) 

竹内純子，伊藤剛，岡本浩，戸田直樹 (2017) エネルギ

ー産業の2050年 Utility3.0へのゲームチェンジ ,日本

経済新聞出版社. 

中央環境審議会地球環境部会 (2017) 長期低炭素ビジ

ョン. https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lc_vision.html 

(アクセス日：2018.4.9) 

西尾健一郎，大藤建太 (2018)  CO2 大幅削減とロック

イン問題：家庭用給湯器の事例にもとづく一考察，第

34 回エネルギーシステム・経済・環境コンファレン

ス講演論文集. 

西尾健一郎，大藤建太 (2012) 新築住宅市場における省

エネルギー・断熱技術の採用率や満足度, 電力中央研

究所研究報告,Y11015. 

西尾健一郎，大藤建太，元アンナ (2013) 既築住宅にお

ける給湯器交換の傾向分析:2010年に交換を経験した

居住者へのアンケート調査から, 日本建築学会環境

系論文集 78, 691, 711-718. 

矢田部隆志 (2016) 家庭の給湯の省エネルギー:ヒート

ポンプ給湯器 500 万台突破の背景，OHM, 103, 8, 57-

61. 

 

Abernathy, W. and J. Utterback (1978) Patterns of indutrial 

innovation. Technology Review, 80: 3-9. 

Erickson, P., S. Kartha, M. Lazarus and K. Tempest (2015) As-

sessing carbon lock-in, Environmental Research Letters, 

10,084023. 

Eyre, N. and P.Baruah (2015) Uncertainties in future energy 

demand in UK residential heating, Energy Policy, 87: 641-

653. 

IPCC (2014) Climate Change 2014: Mitigation of Climate 

Change. Contribution of Working Group III to the Fifth As-

sessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA. 

Marechal, K. and N. Lazaric (2010) Overcoming inertia: in-

sights from evolutionary economics into improved energy 

and climate policy, Climate Policy, Taylor & Francis,10: 

103-119. 

Seto, K.C., S.J. Davis, R.B. Mitchell, E.C. Stokes, G. Unruh 

and D. Urge-Vorsatz (2016) Carbon lock-in: types,causes, 



 

 
－ 144 － 

and policy implications, The Annual Review of Environ-

mental Resources, 41:425-452. 

Unruh, G.C. (2000) Understanding carbon lock-in, Energy 

Policy, 28: 817-830. 

Urge-Vorsatz, D., N.Eyre, P. Graham, D. Harvey, E. Hertwich, 

Y. Jiang , C. Kornevall , M. Majumdar,  J.E. McMahon, S. 

Mirasgedis, S. Murakami and A. Novikova (2012) Chapter 

10: Energy End-Use: Buildings. In: Global Energy Assess-

ment-Towards a Sustainable Future. Cambridge University 

Press,Cambridge, UK and New York, USA and the Interna-

tional Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, 

Austria, Laxenburg, Austria: 649-760. 

 

      西尾健一郎（にしおけんいちろう） 

              電力中央研究所 社会経済研究所 

      大藤建太（おおふじけんた） 

              会津大学 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270031002e003330c830f330dc00270020306b57fa3065304f005d0020005b00270031002e003330c830f330dc00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027537052377528002830da30fc30b860c5583130c830f330dc6709002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027537052377528002857277e2e306a3057002900270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.198430
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


