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要旨 

マンションの共用部ではどれくらいの電力を使用しているのでしょうか？ 

管理組合の役員等をすれば電気代を目にすることもあると思いますが、それが多いのか少な

いのかはわかりにくいものです。共益費削減のために共用部の電気代を減らしたいというのは

共通の課題ではないかと思いますが、それを効果的に実行するためにも現実の電気料金、電力

使用料が一般的な水準と比べて多いのか少ないのかを知る必要があります。 

しかしながら、従来、参考にできるこの種のデータはほとんどありませんでした。 

そこで、国土交通省等の支援の下に一般社団法人サスティナブル・ビルディング・コンソー

シアム(JSBC)に設置された「非住宅建築物の環境関連データベース検討委員会」（委員長：村

上周三独立法人建築研究所理事長）では、各種建築物のエネルギー調査に加えて、2014 年度

からマンション共用部についても調査を行ってきました。 

学習会では、2014 年度と 2015 年度の結果に基づいて、電力使用量の分布や建物規模（共

用部床面積）別、廊下のタイプ別、階数別、等の傾向と特徴を紹介します。 

また、専有部（住戸部）のエネルギー使用の一般的な傾向も併せて紹介します。 

集合住宅の戸当たりのエネルギー使用量は一戸建てと比べて３０～４０％少ないといわれ

ていますが、共用部のエネルギー量を加えると本当に少ないのでしょうか。その疑問にも答え

たいと思います. 

 

１．はじめに 

 住宅や建築で使用されるエネルギーを削減することは、サステナブルな社会、低炭素社会の

実現に向けて、わが国はもちろん世界中のすべての国・地域において重要な課題である。 

 そのための対応が進められているが、効果的な手法や施策を企画立案し実施していくために

は、まずどれくらいのエネルギーを使用しているかを把握する必要がある。それに基づいて、

削減が有効な分野や領域を明確にし、具体の実効的な方策を定めていくべきである。集合住宅

でもこの手順は例外ではない。しかしながら、集合住宅（以下マンションという）の共用部に

ついては、基礎となるエネルギー使用量のデータはほとんどない。 

一方で、マンションの管理等に携わっていると、管理費等の節減のために共用部の省エネル

ギーが重要な検討課題となることがしばしばある。そして、共用部の照明を間引いたり、集会

室等の暖冷房使用を控えたりの対応がとられることが多いと考えられる。そのようにして削減

された電気代は何らかの形で居住者に還元されているが、さて、共用部で使用している電気量

が多いのか少ないのか、他のマンションより電気代をたくさん払っているのではないか、とい

った疑問に答える正確な資料を目にすることはほとんどない。そのようなデータが整備されて

いないので当然のことではあるが。 

以上のような背景のもと、国土交通省においてもデータ整備の必要性を認め、データ収集

の支援を行うこととし、JSBC の委員会（上記）に住宅 WG を設けて集合住宅共用部のエネ



  

                          

ルギー使用データの収集が 2014 年度から開始された。現在も継続中である。 

以下、この委員会でまとめられたデータを含めて、既存の文献等から得られるデータに基

づいて、その内容を紹介し解説を試みたい。 

 

２．マンションの種類・分類・特徴 

 マンションには様々な形態があり、そのことがエネルギー使用に大きく影響している。影響

が大きそうな要件をいくつか示す。 

（１） 建物の基本特性 

 建物の竣工年、規模（住戸数、面積）、高さ（階数）、構造（鉄筋コンクリートなど）、省エ

ネルギー性能（断熱性）、など。 

（２）廊下の形 

 図１１）は廊下の形態による分類である。 

 片廊下型が最も一般的であるが、超高層のタ

ワーマンションは中廊下型２が多いと思われ

る。後者の場合、自然光が入らず外気と遮断さ

れていると 24 時間の照明・冷暖房が必要とな

り、エネルギー使用は多くなることが見込まれ

る。 

（３）エレベータの有無・台数 

 エレベータは上下移動に不可欠であり、低層

棟でも設置されることが増えている。設置台数

が増え移動距離が長くなるとエネルギー使用

は増大する。 

（４）給水ポンプ 

 低層の場合には水道直結で済む場合もある

が、中層以上ではポンプの設置が不可欠であり、

その方法によって使用電気量は異なる。 

（５）照明器具 

 照明器具の電力使用量は、一般に、LED＜蛍光灯＜白熱電球、の関係となる。そのため、

LED への変換が進んでいる。 

 

３．検討対象としたデータ 

 ここでは、以下の５つの研究（グループ）のデータを紹介する。 

（１）ＵＲ賃貸住宅共用部エネルギー使用量調査 

 ■概要  UR が管理する全国の賃貸集合住宅。2006 年データ。14,424 棟、623,022 戸。 

 ■発表論文等  文献１） 

（２）中部地方の集合住宅共用部エネルギー使用量調査 

■概要  愛知、三重県の分譲および賃貸集合住宅が対象。2006～08 年データ。234 件。 

 ■発表論文等  文献２） 

（３）都内の超高層集合住宅共用部エネルギー使用量調査 

 ■概要  都内の超高層住宅が対象。2008～10 年データ。6 棟。 

 ■発表論文等  文献３）、４）、５） 

図１ 廊下タイプ１） 



  

                          

（４）ＪＳＢＣによる全国の集合住宅共用部エネルギー使用量調査 

 ■概要  全国の集合住宅が対象。2013～16 年データ。479 件。 

 ■発表論文等  文献６）、７） 

（５）関東・近畿の集合住宅共用部エネルギー使用量調査 

 ■概要  長谷工グループが管理する関東・近畿の集合住宅。2014～15 年データ。135 件。 

 ■発表論文等 文献８） 

 

４．共用部エネルギー使用量 

４．１ ＵＲ賃貸住宅の結果から見た特徴 

 一戸当たりの共用部電力使用量で比較する。 

（１）地域 

 全体平均（図 2）では東京の

使用量が大きくなっているが、

同じ建物タイプ（片廊下型、図

3）で比較すると中部と同水準

関西、埼玉、神奈川ともその差

は 20％未満である。 

（２）供用開始年・規模・廊下形式 

 供用開始年（図 4）が新しい

ほど、また階数（図 5）が高く

なるほど、使用量が増える傾向

が明らかである。 

 住宅戸数別（図 6）での差は

みられないので、規模によって

一戸当たりの使用量に大きな

差が出ることはないといえる。 

しかしながら、廊下形式（図

7）では中廊下型２が格段に大

きな使用量になっている。これ

は、中廊下型２が大規模の超高

層建物が多く、廊下部分の照明

や空調時間が長いことを反映

していると考えられる。 

（３）共用部設備方式 

 給水方式（図 8）とエレベー

タ台数（図 9）を比較する。 

 給水方式（動力Ｃ）では、給

水圧送方式が最大、直結方式が

最小であり、3 倍の差がある。 

直結と比べると、増圧直結と高置水槽が約 2 倍、給水圧送と高置＋圧送が約３倍となる。 

 エレベータ（動力Ｄ）については、台数と比例関係にあり、台数が増えるとエネルギー使用

も増加する。特に３台を超えると増加の傾向が顕著である。 

図２ 地域別の使用量・住戸数１）

別比較 

図３ 片廊下型の使用量１） 

図４ 共用開始年別使用量１） 図５ 階数別使用量１） 

図６ 規模別使用量１） 図７ 廊下形式別使用量１） 

図８ 給水方式別使用量１） 図９ エレベータ台数別使用量１） 



  

                          

（４）各種属性での比較 

 建物高さ、廊下形式と給水方式、

エレベータの違いによる比較を

示したのが図 10 である。 

 低層・設備なしが最小（53kWh

／年・戸）、超高層設備ありが最

大（1654kWh／年・戸）であり、

その差は 30 倍以上に達する。最

大の超高層では 2 次エネルギー

換算 6GJ／年・戸であり、これは

かなり大きい値である（後述）。 

 最近の集合住宅として最も標

準的と思われる中高層片廊下型 

で 500～560kWh／年・戸（二次エネルギー換算 1.8～2.0GJ／年・戸）である。 

 

４．２ 中部地方の調査結果から見た特徴 

 分譲 206 件、賃貸 28 件が対象２）。建物概要は次の通り（並びは分譲、賃貸の順）。 

平均面積 76 ㎡、48 ㎡。住戸数平均 47 戸、125 戸。平均階数 9 階、11 階。 

築年数（推測）22 年、30 年。 

（１）月別変動 

 1 月に最大、6 月と 10 月に最小となる傾向で

あり、その変動率は 10％前後である（図 11）。冬

期に最大、中間期に最小となるが、夏期の増加傾

向は顕著でない。分譲と賃貸の傾向に差はない。 

（２）総電力使用量 

 分譲住宅（図 12）と賃貸住宅（図 13）の年間総電力使用量は、それぞれ 3.2GJ／年・戸、

1.8GJ／年・戸である。業務用高圧電力量（図 12）は、高圧（6kV）一括受電契約物件（25 件）

の平均であり、通常契約（100、200V）よりも１GJ 以上多くなっている。 

 建築面積当たりでみると、分譲（図 14）で 35MJ／年・㎡、賃貸で 28MJ／年・㎡であるが、

この数値は物件ごとのばらつきが比較的小さく信頼度の高い原単位になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図１０ 属性区分別使用量１） 

図１１ 総電力使用量の月別の変動２） 

図１２ 分譲住宅の総電力使用量２） 図１３ 賃貸住宅の総電力使用量２） 

図１４ 分譲住宅の建築面積当たり使用量２） 図１５ 賃貸住宅の建築面積当たり使用量２） 



  

                          

４．３ 超高層集合住宅の調査結果から見た特徴 

 都内の超高層住宅 6 件が対象。建物概要は表 1

の通り。 

（１）６棟の電力使用量・月変動 

 図 16の電力使用量は、最大のB棟で 3722kWh

／年・戸（二次エネルギー換算 13.4GJ／年・戸）、

F 棟が最小で 1721kWh／年・戸（6.2GJ／年・

戸）であり、B 棟は F 棟の 2 倍以上である。 

 用途別内訳では、照明が 55～70％を占める。

また、C 棟では空調が 27％で他の２倍に達する。 

図 17 に月別変動を示したが、C 棟が最も変動

が大きく、次いで B 棟、A 棟の順となっている。

8 月と 2 月にピークがみられるが、これは空調用

電力の増加によるものと考えられる。 

 B 棟は最も高層で共用部の面積も多いことが

消費量を押し上げ、C 棟は空調用面積が大きいこ

とが季節変動と空調用割合を大きくしていると

考えられる。 

（２）節電の可能性 

 A棟の共用灯および保安灯を LED に変更した

場合の試算例を図 18 に示す。  

 照明電力は約 40％の削減となり、共用部全体

の使用量では約 19％の削減と試算された。 

  

４．４ ＪＳＢＣによる全国の集合住宅共用部エネルギー使用量調査 

 国土交通省の支援を得て実施している調査では、2013 年度と 2014 年度に各々285 件、194

件、合計 479 件の有効データを得ている。全国の分譲集合住宅の共用部調査としては最大規

模のデータを収集しているが、統計的に有意な分析を行うにはまだデータが不足している。 

（１）エネルギー原単位の分布 

 そこで、ここでは延べ床面積辺りのエネル

ギー使用量（エネルギー原単位）の分布を示

した。図 19 は年度別の分布６）、図 20 は延

べ床面積別の分布７）である。建物規模に応じ

て、使用量の多寡が比較できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 超高層集合住宅調査対象の概要３） 

図１６ 各棟の用途別電力使用量３） 

図１７ 電力使用量の月別変動３） 

図１８ ＬＥＤ化による電力削減効果試算３） 

図２０ 延べ床面積別エネルギー原単位の分布７） 図１９ 年度別エネルギー原単位の分布６） 



  

                          

（２）エネルギー原単位の平均値 

 共用部床面積当たりのエネルギー原単位は、2013 年度の平均が 912MJ／㎡・年、2014 年度

は 805MJ／㎡・年である６）。これは一次エネルギー換算値であるので、二次エネルギー換算値

にすると、各々330MJ／㎡・年、290MJ／㎡・年となる。 

 

４．５ 長谷工グループによる調査結果 

 長谷工グループが管理する集合住宅の電力一括

受電サービスの自動検針データを使用している。 

（１）住戸当たりの電力量 

 文献８）によると、住戸当たりの共用部年間電力

使用量は 400～1200kWh／年・戸（二次エネルギ

ー換算 1.44～4.0GJ／年・戸）である。 

 図 21８）によると、回帰線の傾きから関東の平均

で約 700kWh／年・戸（二次エネルギー換算約

2.5GJ／年・戸）、近畿で約 550kWh／年・戸（約

2.0GJ／年・戸）と推測され、関東は近畿より 25％

程度大きい値となっている。 

（２）延べ床面積当たりの電力量  

 図 22８）に延べ床面積と年間電力量の関係を示す。 

 回帰線の傾きから延べ床面積辺り原単位（二次エ 

ネルギー換算）は 25MJ／㎡・年と推測される。  

 

４．６ 集合住宅共用部エネルギー使用量の傾向 

 住戸当たりの電力使用量、延べ床面積当たりの電力使用量で比較する。 

 住戸当たりでは、ＵＲ賃貸の中高層片廊下型で 1.8～2.0GJ／年・戸、超高層では 6.0 GJ／

年・戸であった。中部の結果では、賃貸で 1.8 GJ／年・戸、分譲で 3.2 GJ／年・戸である。

都内の超高層では 6.2～13.4 GJ／年・戸となっている。長谷工グループの結果では 2.0～2.5 

GJ／年・戸である。 

 以上より、供用開始年代や規模等の差異があって一概には言えないが、およそのところ、賃

貸住宅で約 2 GJ／年・戸、分譲で 3 GJ／年・戸程度であると推測される。超高層では 10 GJ

／年・戸を超えるケースも珍しくないと思われる。 

 また、延べ床面積当たりでは、中部地方の結果で分譲（図 14）35MJ／年・㎡、賃貸 28MJ

／年・㎡であり、長谷工グループの結果では 25 MJ／年・㎡であった。超高層では 150～300 

MJ／年・㎡と計算され、一般的な分譲住宅の数倍と推測される。 

 一方、設備機器等の影響については、エレベータ台数と正の相関、給水方式についても加圧

給水の場合に多くなる、など一定の傾向が示されている。 

  

５．専用部（住居部分）のエネルギー使用量 

 専用部のエネルギー使用量については、現在、政府の統計調査が進行中であるが、過去のデ

ータや速報値からその傾向を紹介する。 

５．１ 日本建築学会による調査 

 日本建築学会では、2002 年から 2005 年に住宅用エネルギー調査を行っている。 

図２１ 住戸数と年間電力量の関係８） 

図２２ 延べ床面積と年間電力量の関係８） 



  

                          

 図 24９）より、集合住宅のエネルギー使用量の全国平均は約 30GJ／年・戸、図 23９）より戸

建て住宅は約 50 GJ／年・戸である。集合住宅では地域差が比較的小さく、戸建て住宅では暖

房エネルギーの違いから北陸以北で大きくなっている。関東では、集合住宅 30 GJ／年・戸、

戸建て住宅 45 GJ／年・戸であり、戸建ては集合の 1.5 倍に達する。 

 戸建てと集合の違い（図 25９），26９））は、季節変動でより明瞭である。関東でも、中間期に

は戸建住宅と集合住宅の差が 0.5GJ／月程度（戸建てが集合の 1.2 倍）であるが、冬期には

3GJ／月（1.7 倍）に達する。北海道では冬期の差が 7GJ／月に達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．２ 最近の調査から 

 国の統計調査として住宅エネルギー調査を行っ

ていることを示したが、その速報値１０）と東急不動

産グループと東京都市大学が行っている調査（神奈

川県のマンション 7棟）の結果１１）を図 27に示す。 

 環境省調査で 23.7 GJ／年・戸、東京都市大学グ

ループの結果では 27.6GJ／年・戸であり、前述の

日本建築学会調査より 10～20％少なくなっている。 

 分譲集合住宅の共用部エネルギー使用量は約 3GJ／年・戸であるが、これは専有部のエネル

ギー使用量 23～30GJ／年・戸の約 10～13％になる。 

超高層の場合の共用部エネルギー使用量 6.2～13｡4GJ／年・戸は専有部エネルギーの 20～

55％であり、超高層集合住宅では共用部を含めた戸当たりのエネルギー使用量が戸建て住宅

の水準（45GJ／年・戸）を超える場合があると推定される。 

 

図２３ 戸建住宅の地域別エネルギー使用量９） 図２４ 集合住宅の地域別エネルギー使用量９） 

図２５ 戸建住宅のエネルギー使用量季節変動９） 図２６ 集合住宅のエネルギー使用量季節変動９） 

図２７ 最近の調査によるエネルギー使用量 11） 



  

                          

６．まとめ 

 集合住宅共用部におけるエネルギー使用量の傾向を示した。まだ十分のデータが整備されて

いる状況にないが、一定の傾向は示せたと考える。 

 国土交通省の支援による調査は今年度も継続して実施されており、調査用紙一式を用意した

ので是非協力いただきたい。データを提出いただいた場合には、その結果を全国の他マンショ

ンとの比較が可能な形で返却される予定である。 
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