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新たに創エネルギー住宅が加わり、
「オール電化」対「ウィズガス」競争が拡大

住宅分野のエネルギー需要動向調査を実施
―２０２０年度予測―
●全国オール電化住宅普及率は１９.８％
●新築オール電化住宅率は３７.２％

住宅５戸に１戸まで

北陸電力エリアで５８.４％ 住宅２戸に１戸以上

●既築対新築オール電化比率 ６：４ ０９年度より既築オール電化主導市場に
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）はこのほど、
「オール電化」対「ウィズガス」の顧客争奪に新たに「創エネルギー住宅」が加わり
競争が拡大した住宅分野のエネルギー動向について調査を行った。その結果を報告書「エネルギー需要家別マーケ
ット調査要覧 ２０１０ 住宅分野編」にまとめた。
「住宅」
「業務」
「産業」３分野に分けたエネルギー需要家別
市場調査シリーズの第１弾である。
電力会社１０社、主要都市ガス会社１０社を始め、ＬＰＧ協会及びＬＰＧ事業者、大手ハウスメーカー、大手デ
ベロッパー、家電量販店などへのヒアリング調査を基に、全国各エリアの住宅環境ごとに参入事業者の戦略を分析
して、現状と今後のエネルギーソースの変化、注力ターゲット動向などを整理した。さらに「オール電化」と「ウ
ィズガス」に関連する住設機器の市場予測を試みた。
*オール電化住宅は調理、給湯、空調（冷暖房）などを電気エネルギーで、ウィズガス住宅は調理、給湯、空調（冷暖房）などをガスエネ
ルギーでまかなう住宅

＜調査結果の概要＞
新築規住宅件数推移・予測
新築住宅件数
累計住宅件数

10 年度見込み
77.2 万戸
5,013 万戸

09 年度比
99.5%
100.6%

15 年度予測
77.2 万戸
5,146 万戸

09 年度比
99.5%
103.3%

20 年度予測
74.8 万戸
5,288 万戸

09 年度比
96.4%
106.1%

オール電化住宅推移・予測
09 年度
比
新築（ｵｰﾙ電化率） 26.1 万戸（33.8％） 102.4%
既築リフォーム
30.5 万戸 107.8%
10 年度見込み

オール電化普及率

10 年度見込み
8.8%

09 年度
比
27.5 万戸（35.6％） 107.8%
36.8 万戸 129.8%
15 年度予測

15 年度予測
14.4%

20 年度予測

27.8 万戸（37.2％）
39.0 万戸

09 年度
比
109.0%
137.7%

20 年度予測
19.8%

＊ 電化率： 新規着工住宅件数に対する新築オール電化住宅件数の比率
＊ 電化普及率： 累計住宅件数に対する全オール電化住宅件数の比率

１．オール電化
０９年度の新築住宅件数は景気低迷により約７７.６万戸と１００万戸を大きく割った。新築オール電化住宅も
０８年度から２年連続で前年度割れを記録した。新築住宅の着工件数は１０年度以降も横ばい・減少で推移すると
予測されるが、オール電化住宅は電化率の上昇により、増加が予測される。新築住宅に占めるオール電化住宅の割
合、いわゆる電化率は１０年度には３３.８％に達する見込みである。主要参入事業者は、新築分野に代わる成長
先として既築分野の開拓に注力している。
一方、０９年度の既築電化リフォーム市場（２８.３万戸）は、オール電化導入件数に占める割合が５２.６％と
初めて半数を超え、オール電化の中心は、既築住宅市場に移った。この市場は、規模が大きく電力会社や機器メー
カーは今後更に顧客獲得に向けて施策を強化する方針であり、既築比率の拡大が予測される。新築と既築の両市場
ともオール電化拡大により、電化普及率は１５年度に１４.４％、２０年度に１９.８％が予測される。
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）
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太陽光発電が「オール電化」対「ウィズガス」競争に新たな影響力を高めている。太陽光発電の普及は国家施策
に掲げられており、
０９年度には補助金制度の再開と余剰電力の固定価格買取制度が開始され、
市場は急拡大した。
１０年度は大手住宅メーカー７社の新築住宅への搭載率が初めて５０％を超える見通しとなり、
急速に太陽光発電
システムの標準化が進んでいる。加えて、このシステムは既築住宅向け販売が７０％を占めるリフォーム商材でも
あり、累計住宅数５,０１３万戸（１０年度見込み）を巡るリフォーム顧客獲得の鍵を握る。オール電化住宅と太
陽光発電は親和性が高く、
この調査でも太陽光発電搭載住宅の６７％がオール電化住宅である事が明らかになった。
電力各社は太陽光発電をオール電化の顧客獲得ツールと位置づけ始めており、
「太陽光発電＝オール電化」という
図式が今後の住宅市場でさらに高まると見られる。都市ガス・ＬＰガス陣営では「太陽光発電＋オール電化」に対
抗すべく、エコウィル、エネファームなどの家庭用ＣＧＳと太陽光発電を組み合わせた「Ｗ（ダブル）発電」の普
及拡大に注力している。
「オール電化」対「ウィズガス」の競争は、太陽光発電を取り込んだ「創エネルギー住宅」
を巡る攻防に移行している。
（１）エリア別オール電化率とオール電化普及率
１０年度では北陸電力エリアのオール電化率が最も高く、新築住宅件数の５５．６％強になる見込みである。そ
の他、北海道電力、東北電力といった寒冷地、中国電力、四国電力の西日本エリアも５０％前後が見込まれる。２
０年度には、全国電化率が３７.２％にまで上昇する見通しである。特に住宅着工件数が多い東京電力エリアの今
後の電化率上昇が予測され、全国市場に与える影響が大きい。その他では、やはり北陸電力エリア、北海道電力エ
リア、中国電力エリア、四国電力エリアで５０％超がオール電化住宅である。
オール電化普及率は０９年度に全国で約３８３万戸、７.７％に達している。１０年度には同８.８％、２０年度
には同１９.８％となり、累計住宅件数の５戸に１戸がオール電化住宅となる見通しである。
０９年度では北陸電力エリアのオール電化普及率が１７.５％と全国トップであり、以下、中国、四国、九州と
いった西日本の電力会社エリアが１０％以上に達した。一方、オール電化普及率の低いエリアは新規住宅着工件数
及び累計住宅数に占める集合住宅の割合の高い東京電力エリア、沖縄電力エリアであり、両エリアとも全世帯の
４％程度の実績となっている。一方、東北電力エリアは集合住宅率、電化普及率ともに低い。
２０年度予測では、累計オール電化住宅は０９年度比約２.７倍となる約１,０５０万戸まで拡大し、オール電化
普及率は１９.８％まで上昇する。エリア別では、０９年度時点で電化普及率の高い北陸、中国の両電力エリアで
累計住宅数の４０％弱がオール電化住宅となる。とりわけ、中国電力エリアは１１５万戸に達し、オール電化普及
率が３７.９％で北陸電力エリアの３８.７％に近づくと予測する。
（２）リフォーム需要
既築電化市場は０９年度実績で前年度比９５.９％ながら約２８万戸となり、
初めて新築電化市場
（２５.５万戸）
を上回った。新築住宅の電化率の伸び悩みが見え始めている中で、既築住宅市場で、堅調にリフォーム需要を獲得
している。１０年度以降も既築電化住宅数は増加推移が予測される。０８年度では５：５であった新築電化実績と
の比率は２０年度にはさらに６：４となり、既築電化がオール電化市場の中心となると予測する。
８０年代後半から９０年代後半にかけて着工された新築物件では、
厨房や給湯設備のリフォーム需要が増加して
おり、この市場で「オール電化」対「ウィズガス」の熾烈な競争が展開されている。また、高度成長期に郊外に次々
と建設されたガス仕様（都市ガス、ＬＰＧ）の住宅では、築３０年程度を目処とした建替え物件が増加。とりわけ
ＬＰＧ住宅では住宅丸ごと電化のケースも見られる。
また、訪問販売業者が中心となり、４〜５年程度の築浅戸建分譲住宅のオール電化リフォームが拡大している。
新築時に厨房/給湯設備にガス機器を採用したコストダウン物件などを中心に、リフォームローンを利用して最新
の電化機器に取り替え、長期的なコストメリットと環境性/先進性を訴求するケースが出始めている。１〜２年程
度の築浅戸建分譲住宅でも同様のケースが見られる。
２．都市ガス業界の動向
国内の一般ガス事業者は、事業規模が大きい大手４社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス）で全体の約
７０％を占めており、その他は小規模ガス事業者となる。大半の事業者は販促費が負担となり、大手ガス事業者以
外による家庭分野のガス事業は厳しい経営環境に直面している。ＬＰＧ事業者と都市ガス事業者は、同じガス体エ
ネルギーとして、０７年以降の九州コラボやガスコラボ四国の様に、エリア単位で電化対抗策を立ち上げ、共同で
キッチンメーカーや施工業者とガス器具などの講習会や研修会を実施し、ガス事業の活性化に取り組んでいる。ま
た、戦略機器としてＳｉセンサー（安全・便利の高機能センサー付）コンロやガラストップコンロのほか、エコウ
ィルやエコジョーズ、エネファーム、更に太陽光発電までも対象としガス販売の推進や電化への移行阻止に取組ん
本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）
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でいる。１０年度は大手都市ガス事業者やＬＰガス事業者を中心にエネファームの販売目標を設定し、エネファー
ム単体や太陽光発電とのＷ（ダブル）発電のセット販売を展開する。ＬＰガス協会はエネファームを富裕層など一
部の有望顧客に対して普及させるだけではなく、一般顧客に普及を訴求する目的でエネファーム（燃料電池システ
ム）の“一販売店一台運動”を展開している。＊一販売店一台運動：平成２２年から３年間に２７万の全国ＬＰＧ店にエネファー
ムを１台設置して機能を検証し、顧客への販促活動を強化する運動

３.創エネルギー住宅を巡るオール電化対ウィズガスの攻防
[太陽光＋オール電化] ０９年度：４６.５万戸
０９年度時点で太陽光発電を設置している住宅６９万戸の内、
太陽光発電に合わせてオール電化を採用している
住宅の割合は、約６７.３％と、オール電化住宅優位となっている。ハウスメーカーのほか、機器メーカーや系列
販売店、
家電量販店などでも太陽光発電の販売を強化しており、
電化リフォームも含めて営業提案を行なっている。
太陽光発電の普及は国家施策に掲げられており、今後さらに拡大が見込まれる中で、電力会社の太陽光発電に対す
るスタンスも変化しつつある。
エリア別の太陽光＋オール電化住宅の採用率も概ね太陽光発電普及率と相関が見られる。
太陽光発電の発電量が
多く、太陽光＋オール電化のセット導入による経済的メリットが高い、中国、四国、九州エリアでは７０％以上、
北海道、東北などでは４０％以下となっている。
[太陽光発電＋エコウィル、エネファーム] ０９年度：５,２００戸
エコウィル、エネファームに加えて太陽光発電を設置した住宅は、０９年度累計で約５,２００戸である。０９
年度に開始されたＦＩＴにより、ガス体事業者による太陽光発電の営業が開始され、同年度に上市したエネファー
ムの宣伝効果もあって、Ｗ（ダブル）発電市場が拡大した。一部の事業者は、ＣＧＳ設置による太陽光発電の売電
単価減少分をガス事業者が補填するなどの施策を講じており、Ｗ（ダブル）発電の普及促進に注力している。
０９年度の創エネ住宅における家庭用ＣＧＳ採用住宅の状況は、全国で約１５％となった。０３年から販売を開
始したエコウィルが１３％と大部分を占めている。
戸数ベースにおいては、関西エリアと関東エリアでＷ（ダブル）発電の導入が進んでおり、２エリアの合計値は
全国合計値の約８０％を占めている。
以上

＜調査対象＞
電力会社 北海道電力 東北電力 東京電力 北陸電力 中部電力 関西電力 中国電力 四国電力
九州電力 沖縄電力
都市ガス会社 北海道ガス 仙台市ガス局 東京ガス 日本海ガス 東邦ガス 大阪ガス 広島ガス
四国ガス 西部ガス 沖縄ガス
ＬＰＧ・石油系燃料供給事業 ＬＰＧ協会及びＬＰＧ事業者
サブユーザー 大手ハウスメーカー及び地場工務店、大手デベロッパー、家電量販店および地場電気店など
関連住設機器 厨房関連機器２品目 給湯関連機器４品目 空調関連機器４品目 創エネ住宅関連機器３品目
＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による調査対象各企業へのヒアリング調査と一部、文献調査を併用
＜調査期間＞ ２０１０年５月〜７月
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