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２０１２年度のＣＯ２削減率は、０７年度に対して住宅分野は５.８１％

住宅・非住宅分野の省ＣＯ２型機器／設備２６品目の将来市場を予測
◆２０１２年度予測◆
― 全体の６０％超の２兆２,２９８億円が省ＣＯ２型へ（０７年度比１６４.３％） ―
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町

社長

阿部

界

03-3664-5811)は、住宅及び非住宅分野における空調／給湯／自家発電／照明／断熱分野の省ＣＯ２型に焦点を当
て機器・設備の市場を調査した。その結果を調査報告書「省ＣＯ２型建設設備 普及ロードマップ ２００８」に
まとめた。
この報告書では空調分野１０品目、給湯分野３品目、自家発電分野４品目、照明分野１品目、断熱分野５品目、
その他３品目の合計６カテゴリー２６品目の市場と、その市場に占める省ＣＯ２型機器・システムの成長性と対０
７年度のＣＯ２削減量を予測した。
＜調査結果の概要＞
１．省ＣＯ２型機器・設備の市場動向
住 宅 分 野
非住宅分野
合 計

省ＣＯ２型
全体
省ＣＯ２型
全体
省ＣＯ２型
全体

２００７年度
９,９９６億円
２兆５,２３４億円
３,５７９億円
７,９６０億円
１兆３,５７５億円
３兆３,１９４億円

構成比
３９.６％
１００.０％
４５.０％
１００.０％
４０.９％
１００.０％

２０１２年度予測
１兆７,３８２億円
２兆８,２００億円
４,９１６億円
８,３３５億円
２兆２,２９８億円
３兆６,５３５億円

構成比
６１.６％
１００.０％
５９.０％
１００.０％
６１.０％
１００.０％

※非住宅分野はビルやオフィス、工場など向け（業務用機器・設備）を指す。
※構成比は従来機器システムの市場を含んだ分野の市場全体に占める割合。

０７年度の住宅分野における省ＣＯ２型機器・設備市場は、９,９９６億円となった。住宅分野全体市場に占め
る割合は３９.６％である。２０１２年度には１兆７,３８２億円へと拡大し、全体市場に占める割合が６１.６％
に上昇すると予測される。
また、０７年度の非住宅分野における省ＣＯ２型機器・設備市場は、３,５７９億円となった。非住宅分野全体
市場に占める割合は４５.０％である。
２０１２年度には４,９１６億円へと拡大し、
全体市場に占める割合が５９.
０％に上昇すると予測される。
省ＣＯ２型機器・設備の普及が進むことで２０１２年度のＣＯ２削減率は、０７年度に対して住宅分野で５.８
１％、非住宅分野で０.９４％となり、トータル２.００％が予測される。
２．カテゴリー別省ＣＯ２型機器・設備の市場動向
◆空調分野
０７年度の空調機器・システム市場は１兆３１８億円となり、内２３.６％の２,４３０億円が省ＣＯ２型となっ
た。省ＣＯ２型は毎年１０％超の高成長で推移し、２０１２年度には５,５３５億円となり、全体市場の過半数を
超えると予測される。特に住宅分野におけるルームエアコンの伸びが著しい。また、非住宅分野ではパッケージエ
アコンやビル用マルチエアコン、ＧＨＰ（ガスヒートポンプ）といったオフィス向けの占める割合が高くなってい
る。その他インバータタイプのターボ冷凍機も大幅な伸びが予測される。
◆給湯分野
０７年度の給湯機器市場は５,０７７億円となり、内４５.４％の２,３０４億円が省ＣＯ２型となった。省ＣＯ２
型給湯機器も毎年１０％超の高成長で推移し、
２０１２年度には全体市場の７５.３％を占める４,８３６億円へと
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拡大すると予測される。特に家庭用給湯器の販売が好調であり、補助金などの普及促進制度もあるため、今後も置
き換えが進むと見られる。
◆自家発電分野
０７年度の自家発電システム市場は、２,０７５億円となった。この市場は１００％省ＣＯ２型である。住宅用
コージェネレーションでは、家庭用燃料電池がまだ本格的な拡がりを見せていないが、ガスエンジン式は「エコウ
ィル」という統一名称で拡販が進められている。非住宅用コージェネレーションでは、ディーゼルエンジンやガス
タービンから、ガスエンジンへと切り替わっていくと見られる。最も伸びが期待されるのは太陽光発電である。住
宅分野は国や自治体の補助事業に左右されるが、非住宅分野ではメガソーラー事業の推進により、市場拡大が予測
される。
◆照明分野
０７年度の照明器具・ランプ市場は、２,４２３億円となり、内５４.２％の１,３１３億円が省ＣＯ２型である。
２０１２年度の省ＣＯ２型の市場は、全体市場の７７.８％を占める１,９７９億円へと拡大すると予測される。特
に電球型蛍光灯は、０８年４月に経済産業省が家庭用白熱電球を廃止する方針を固めたことで、切り替えが急速に
進むと考えられる。
ＬＥＤ照明は、
一般照明用途においても拡販の土台が確立され始めている。
発光効率１００lm/W
超が達成される２０１０〜２０１１年頃には商業施設を中心に需要の増加が予想される。
◆断熱分野
０７年度の断熱機材市場は、１兆５９７億円となり、内３７.０％を占める３,９２２億円が省ＣＯ２型である。
２０１２年度には全体市場の４５.２％を占める５,１６９億円が予測される。断熱材やＬｏｗ‐Ｅ（Low
、ウィンドウフィルムと屋
Emissivity：低放射）複層ガラス※、樹脂サッシは「既存住宅の省エネ改修促進税制」
上緑化は「クールシティモデル事業」など、省ＣＯ２製品普及のための補助政策がある。
※低放射であることから赤外線の反射率が高く、熱を通さないから断熱性が高い＝省ＣＯ２。

◆その他
その他は、トイレ、エレベータ（ホームエレベータは含まない）
、冷凍・冷蔵ショーケースである。０７年度の
全体市場は横ばいであるが、省ＣＯ２型機器は伸びている。全体市場に占める省ＣＯ２型の割合は、０７年度時点
の５６.６％（１,５３１億円）から２０１２年度には５９.６％（１,５９６億円）と予測される。省ＣＯ２型機器
は新規物件での採用が多かったが、今後は既存施設のリニューアルでの需要が期待される。

＜注目省ＣＯ２型機器・設備の市場動向＞ ※構成比は従来機器・システムの市場を含んだ全体市場に占める割合。
１．ルームエアコン
２００７年度
構成比
２０１２年度予測
構成比
０７年度比
住 宅 分 野
１,８４０億円
３６.１％
４,１２０億円
８４.９％
２２３.９％
省ＣＯ２型ルームエアコンは、０６年に一部改正された省エネルギー法の目標年度０７年度機種と２０１０年度
機種を対象としている。
０７年度の省ＣＯ２型ルームエアコン市場は、２２１万台の１,８４０億円となった。省ＣＯ２型機器の基準が設
定されたのが０６年度であったが、その時点で一部機種は既にその基準をクリアしていたこともあり、ルームエア
コン市場に占める割合は３６.１％となった。ルームエアコンの需要が買い替えを中心に横ばいの推移が予測され
る中、省ＣＯ２型は２０１２年に５８４万台の４,１２０億円となり、市場の８４.９％を占めると予測される。近
年リビングルームを大きくとる傾向が見られることから、大容量機種のウエイトが高まると見られる。
２．ガス式家庭用給湯器
２００７年度
構成比
２０１２年度予測
構成比
０７年度比
住 宅 分 野
４４２億円
１７.４％
１,１１４億円
４９.４％
２５２.０％
省ＣＯ２型家庭用給湯器は電気式（エコキュート）
、ガス式（エコジョーズ）
、石油式（エコフィール）があるが、
ここではガス式の家庭用給湯器を対象としている。
高効率給湯器はメーカーやエネルギー事業者が拡販に注力して
おり、政策的にも普及促進が進められていることから市場は拡大している。
０７年度のエコジョーズの市場は都市ガス式で２２.８万台、ＬＰＧ式で８.３万台の合計３１.１万台、４４２
億円となった。電気式家庭用給湯器・エコキュート（０７年度４１.３万台、１,８０３億円）に次ぐ市場であり、
京都議定書目標達成計画数値を上回る好調な普及を見せている。ガス事業者が積極的に展開しており、給湯暖房器
における採用が最も多い。エコジョーズは０８年度も国からの補助金が交付されている。また、都市再生機構（Ｕ
Ｒ）が２０１３年までに約５.５万台を既築賃貸住宅の設備更新時に積極採用することを発表している。ガス業界
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では、２０１５年を目処にエコジョーズをガス給湯器のスタンダードとする計画である。
３．照明器具・ランプ
２００７年度
構成比
２０１２年度予測
構成比
０７年度比
住 宅 分 野
４１０億円
４２.５％
７３５億円
６５.５％
１７９.３％
非 住 宅 分 野
９０３億円
６１.９％
１,２４４億円
８７.６％
１３７.８％
省ＣＯ２型照明器具・ランプは電球型蛍光灯とＨｆ（High frequency）照明（蛍光灯）
、ＬＥＤ照明を対象とし
ている。電球型蛍光灯は、白熱電球と比較して消費電力を約７５％削減する。Ｈｆ照明はインバータを使用した蛍
光灯で、非インバータ式蛍光灯と比較して消費電力を約３０％、ＬＥＤ照明（ＬＥＤ４〜６個使用）は白熱電球と
比較して約８５％削減する。
０７年度の住宅分野における省ＣＯ２型照明器具・ランプの市場は、４,０３０万本の４１０億円となった。全
体市場の４２.５％を占める。家庭用白熱電球廃止の方針が発表されたことで、白熱灯から電球型蛍光灯への切り
替えが急速に進むと考えられる。電球型蛍光灯の需要拡大と共に、省エネニーズによるインバータ化の浸透が進ん
でおり、Ｈｆ照明の採用率も２０％を超えている。ＬＥＤ照明は、点光源であることから主に白熱電球から代替さ
れると考えられる。家庭用ダウンライト※など、各社新商品を打ち出し販売も本格化してきたため、今後の需要拡
大が見込まれる。
０７年度の非住宅分野における省ＣＯ２型照明器具・ランプの市場は、１億３,２１０万本の９０３億円となっ
た。全体市場の６１.９％占める。非住宅分野でも省エネ化を図る動きが活発化しており、オフィス照明では蛍光
灯からＨｆ照明への切り替えが順調に進んでいる。
オフィスを含む施設照明でもＨｆ照明の採用率は５０％を超え
ており、２０１０年には８０〜９０％になると予測される。ＬＥＤ照明は発光効率１００lm/W 超が達成されると
見られる２０１０〜２０１１年頃に商業施設を中心として普及が進むと見られる。
※天井に埋め込んで取り付ける小型の照明器具

以上
＜調査対象＞
空調機器

住宅分野
・
非住宅分野

給湯機器
自家発電
機器
照明機器
断熱機器
その他

ルームエアコン・ハウジングエアコン、床暖房、住宅用換気設備、地中熱ヒートポンプ
(住宅分野、非住宅分野）
、パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、ＧＨＰ、ＫＨ
Ｐ、チリングユニット、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機
家庭用給湯器（電気式、ガス式、石油式）
、家庭用太陽熱温水器、業務用エコキュート
住宅用コージェネレーション（ガスエンジン式、燃料電池）
、太陽光発電（住宅分野、
非住宅分野）
、コージェネレーション、小水力発電
照明器具・ランプ（住宅分野、非住宅分野）
住宅用断熱材、住宅用ガラス、住宅用サッシ、ウィンドウフィルム、屋上緑化・壁面緑
化（住宅分野・非住宅分野）
トイレ（住宅分野、非住宅分野）
、エレベータ（住宅分野、非住宅分野）
、冷凍・冷蔵シ
ョーケース

＜調査方法＞
弊社専門調査員による対象企業への直接面接取材を基本に、電話ヒアリング、公的データ・公表資料等文献調査
により補完
＜調査期間＞
２００８年４月〜７月
資料タイトル：
「省ＣＯ２型建築設備 普及ロードマップ ２００８」
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