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　近年、省エネルギー対策の進んだ先進の住
宅・建築物の世界でZEH（ゼロ・エネルギー・
ハウス）やZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）とい
った言葉がよく聞かれるようになってきた。
（言葉の定義は現在経産省で検討中だが）これ
は、室内外の環境品質を低下させることなく、
高い断熱性能と高効率設備による可能な限り
の省エネルギー化と再生可能エネルギーの導
入により、年間での一次エネルギー消費量が
正味（ネット）でゼロとなる住宅・建築物のこ
とである。ZEHは既に低層の戸建て住宅に
おいては技術的に実現可能であり特にハウス
メーカー各社はZEHを商品としてラインナ
ップし、ZEHの標準化に向けた取組が進め
られている。しかしこれらの取組はあくまで

も戸建て（低層）住宅が主な対象となっており、
集合住宅（特に大規模集合住宅）については
ZEB的要素が強くなることから、状況が異
なる（つまり今のところ実現のハードルはき
わめて高いと思われる）。
　省エネルギー分野における昨今の技術革新
は目覚しいものがあるが、最先端の省エネル
ギーマンションではこのZEH（ZEB）という
目標に対してどこまで到達しているのか？そ
して近い将来、集合住宅を全てZEH（ZEB） 
にすることができるのだろうか？このような
疑問に少しでも近づきたく本特集のテーマと
した。
　今回紹介する『最先端の省エネルギーマン
ション』では、さまざまな工夫や提案がなさ

れており、高い断熱性能や高効率設備や再生
エネルギーの活用にとどまらず、自然エネル
ギー（パッシブ）の活用であったり、HEMS
からスマートホンやIoTの連携、一括受電や
住戸間の電力融通など、さらにはLCP（Life 
Continuity Planning＝生活継続計画）の取組
にまで及ぶ。これらの創意工夫を見ていると、
きっと近い将来、集合住宅においてもZEH
（ZEB）が実現し一般化するのではと夢が膨
らむ。
　執筆者の皆様には、お忙しい中ご対応頂い
た事へ感謝するとともに、これからの省エネ
ルギーマンションの進化を、読者の皆様とと
もに期待したい。

（N.K.）

人事異動（国土交通省）
住宅局人事

旧所属氏名新所属日付

H27 7月 10日 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室長 石和田 二郎 大臣官房付（併）復興庁統括官付企画官
H27 7月 10日 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室課長補佐 藤井　裕士 住宅生産課建築環境企画室課長補佐
H27 7月 15日 総務課民間事業支援調整室課長補佐 岡田　幸大 防衛省運用企画局運用支援課訓練企画室企画班部員
H27 7月 16日 市街地建築課市街地住宅整備室企画専門官 山口　陽 住宅総合整備課付

H27 7月 17日 総務課企画官（併） 鈴木　あおい 大臣官房付（併）内閣官房副長官補付企画官
   大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室  （併）内閣府本府地方創生推進室企画官
H27 7月 31日 住宅局長（併）復興庁付 由木　文彦 大臣官房総括審議官
H27 7月 31日 大臣官房審議官(住宅局担当) 石田　優 大臣官房会計課長
H27 7月 31日 総務課長 坂根　工博 総務課長（兼）住宅政策課長
H27 7月 31日 住宅政策課長 住本　靖 関東地方整備局総務部長
H27 7月 31日 住宅総合整備課長（併）復興庁統括官付 北　真夫 住宅総合整備課住環境整備室長
H27 7月 31日 住宅総合整備課住環境整備室長 内田　純夫 住宅生産課木造住宅振興室長
H27 7月 31日 住宅総合整備課公共住宅事業調整官 山下　英和 都市局都市計画課土地利用調整官
H27 7月 31日 住宅生産課長 眞鍋　純 住宅総合整備課長（併）復興庁統括官付
H27 7月 31日 住宅生産課木造住宅振興室長 澁谷　浩一 大臣官房付
H27 7月 31日 住宅生産課建築環境企画室長 石坂　聡 住宅総合整備課公共住宅事業調整官
H27 7月 31日 建築指導課長（併）復興庁統括官付 石崎　和志 建築指導課建築物防災対策室長
H27 7月 31日 建築指導課建築物防災対策室長 淡野　博久 住宅生産課建築環境企画室長
H27 7月 31日 建築指導課企画専門官 松井　康治 建築指導課付
H27 7月 31日 市街地建築課課長補佐 有田　祐介 総務課付
H27 7月 31日 市街地建築課マンション政策室長 佐藤　将年 大臣官房人事課企画専門官（併）政策統括官付政策評価官付
H27 8月 1日 住宅生産課建築環境企画室課長補佐 島田　淳男 東京ガス営業第一事業部集合営業第１グループチームリーダー（27.7.31辞職）
H27 9月 15日 建築指導課課長補佐 髙中　佳人 総務課付
H27 10月 1日 総務課証券化支援対策官（併）住宅局住宅債券証券化推進室 芭蕉宮 総一郎 衆議院調査局国土交通調査室調査員
H27 10月 1日 住宅総合整備課賃貸住宅対策室課長補佐 秋山　康夫 東急不動産㈱（27.9.30辞職）
H27 10月 1日 安心居住推進課長 和田　康紀 厚生労働省大臣官房付（併）政策統括官付情報政策担当参事官室
H27 10月 1日 建築指導課課長補佐 上野　翔平 関東地方整備局建政部住宅整備課長
H27 10月 1日 建築指導課建築物防災対策室課長補佐 吉田　明 ㈱日建設計クライアントリレーション部門CR推進役（27.9.30辞職）
H27 7月 31日 辞職 橋本　公博 住宅局長（併）復興庁付
H27 7月 31日 都市局都市安全課長（併）復興庁統括官付 林田　康孝 住宅生産課長
H27 7月 31日 大臣官房建設流通政策審議官 海堀　安喜 大臣官房審議官(住宅局担当)
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写真：
表紙及び裏表紙
高齢者向け社会住宅「100戸の老人用
集合住宅-オクラホマ（Oklahoma）」
オランダ アムステルダム市西部地区：
オスドロップ。
９階建て板状の住棟から、ブロック状
の拡張部屋やバルコニーが飛び出す形
状が特徴的。

設　計 MVRDV 1997竣工
撮　影 尾神 充倫
撮影日　2013年11月




