
日の出会研修旅行
長崎へ行きました。
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古くは二代目社長のころより、お世話になっているお宅
の建替え工事を当社設計施工にてご依頼頂きました。
和室の位置など平面プランは元の家とはあまり変え
ず、玄関とリビングに配置した吹き抜けを介して、採光
と通風を改善しました。
設備面では、太陽光パネルとガス発電を合わせた最新
システムを採用させて頂きました。
以前施工した離れも改修し、四世代が仲良く暮らす
「ゼロエネ和の家」が完成しました。

構造：木造　
階数：2階
建築面積：193.09㎡
延床面積：301.52㎡
竣工年月日：平成26年12月5日
設計・監理：（株）日の出組一級建築士事務所
施工：（株）日の出組

ゼロエネ和の家
特集 Pick Up
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スマートHEMS
つながる、ひろがる、進化するくらし

新築やリフォームをする上で、知っておきたい重要ポイント！
政 府 の エ ネ ル ギ ー 政 策 に よ り 、 電 力 事 情 は 大 き く 変 わ り ま す 。

スマートHEMS

住まいのエネルギーを見える化して、
設備や空気環境機器をかしこくコントロール。

快適な節電と、心地よい空間、
便利なくらしをご提供します。

2016年までに電力小売自由化
●「電力の小売りの全面自由化」を計画
●さらにエネルギー問題の解決に向けスマートメーター導入を計画※1

　（2016年には総需要の8割、2024年度には全家庭に設置予定）

2020年までに省エネ基準義務化
●低炭素化促進法により省エネ住宅の普及促進
●標準的な新築住宅でネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）を実現※2

2030年までに全世帯にHEMS設置
●新築・既築を含め、すべての住まいにHEMS設置予定※3

電力消費者が
従来の電力会社以外の
事業者（新電力）から
電気を買うことが
できるようになります。

スマートメーター導入
①通信ユニット
　（計量データを伝送）
②計量ユニット
　（使用電力量を計量）
③開閉ユニット
　（電力供給の「入／切」）

スマートメーターは
デジタルで使用電力量
を計測

■低炭素社会に向けた住まいと住まい方の促進に関する工程表
2020年目標
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）を標準的な新築住宅と
する全ての新築住宅について
段階的に省エネ基準への
適合を義務化

2030年目標
新築住宅の平均で
ZEHを実現

2012年 2020年 2030年

※1「エネルギー基本計画」（平成26年4月1日閣議決定）

※2「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策について（経済産業省・国土交通省・環境省 平成24年7月）より抜粋

※3「日本再興戦略 JAPAN is BACK」平成25年6月14日閣議決定

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）とは
家庭での年間エネルギー消費量をおおむねゼロにする住宅
のこと。具体的には、建物の断熱性を高めエアコンの使用量
を減らし、高効率な給湯器やHEMSを活用して、消費するエ
ネルギー量を減らします。その分を太陽光発電、燃料電池な
どでつくった電気を使うことでトータルでゼロにします。

家庭で使うエネルギーをかしこく管
理するシステムのこと。家電や電気
設備とつながり、電気やガスなどの
使用量をモニター画面などで「見え
る化」したり、家電機器を「最適に制
御（マネジメント）」したりします。

－ ≒0消費する
エネルギー量

創った
エネルギー量

ヘムス

HEMSとは
Home Energy Management System
ホーム エネルギー マネジメント システム

H EMSは欠かせない設備なんです！

HEMSが時間帯別料金を判断して、家電や機器をかしこく制御。

●スマートメーター導入後、
　現在検討されている料金メニューの例

HEMSとスマートメーター・家電・電気設備が
相互にデータ通信するためには、共通の通信規格
「ECHONET Lite（エコーネット ライト）」が必要

まずは、この8機器に関する規格の標準化が
先行して検討されています。

①時間帯別料金 ②ピーク制料金

朝朝 昼 昼

時間

夜

従来の
料金水準

夜

高い

安い
時間

電
気
料
金

昼間料金を夜間より
割高に設定
▼
▼

緊急ピーク時のみさらに
料金を割高に設定

▼

スマートメーター ECHONET Lite対応家電
（下記情報参照）

2020年代早期
全家庭に設置予定

家電や設備を
最適制御

電力情報など

従来の
料金水準

朝 昼 夜

高い

安い

電
気
料
金

ピーク時

時間

この時間帯（ピーク時）は、HEMSが
家電や機器の運転を抑えます。

例）エアコン

自動

28℃で
運転

でも、
電気料金が
高い時間帯は冷房を22℃

に設定

この時間帯（夜）に、HEMSが
家電や機器の運転や充電を指示します。

例）洗濯乾燥機

自動

22:00
運転開始

13：00
スイッチON

ECHONET Lite
無線 有線

PLC Ethernet特定小電力 Wi-Fi Bluetooth

通信
インター
フェイス

920MHｚ帯
無線機器

2.4GHｚ帯
無線機器

電力線
通信

有線式
LAN

通信インターフェースが違っていると、
HEMSと各機器間での通信ができないんです。

将来、これからは違うメーカーの機器
ともつながるようになっていきます。

ＨＥＭＳ（ヘムス）とはＨ（ホーム）Ｅ（エネルギー）Ｍ（マネジメント）Ｓ（システム）の略です。
家庭内の消費電力を管理し、省エネルギーに役立てるシステムです。
2016年までに電力小売り自由化、2020年までに省エネ
基準義務化となります。
発送電分離により、電気料金プランがより細かく分類され
るようになり、様々な家庭に合う料金プランを選べるよう
になります。その際、事前に電気の使用状況が分かれば、
より得をするプランを選びやすくなります。
又、電気使用状況をモニターで確認できますので、電気
料金の削減の意識が高まり、結果として省エネルギーに
つながります。
現在、日本のエネルギー供給は化石燃料に頼っています。
しかし化石燃料には限りがあり、石油は約42年、天然ガス
は60年、石炭は122年で枯渇すると言われています。
しかし、家庭の消費電力は年々増加しています。理由とし
ては、世帯数及びエアコンなどの家電製品の増加などが
あげられます。
2030年には、ＨＥＭＳを新築・既築を含め全世帯に設置
する予定となりますので、建築のご予定がある場合は
ＨＥＭＳ対応住宅分電盤の取り付けをお勧めいたします。

※出典：PanasonicのスマートHEMSカタログ及びパンフレットからの引用となります。

電気料金が
高い時間帯は
運転せずに

注）上記は構想であり、実際にこの通りの内容のご提供を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

ト）Ｓ（システム）の略ですす。す
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今秋はラグビーワールドカップでの日本の活躍が話題になりましたね。
「ONE-FOR-ALL」　「ALL-FOR-ONE」のラグビー精神を想い起こし、弊社、日の出組も社員一人
ひとりの力と、皆の力でお客様が理想とされるお住まいに、お役立て出来ますよう創業120周年に
向けて切磋琢磨して参ります。 編集長　東村 光博

編集
後記

祭

職人 最新
話題

旅

日の出会の研修旅行として長崎へ行きました。
今年、世界文化遺産に登録された中の一つで、明治時代に海底炭鉱
によって栄え、昭和49年の閉山にともない島民が島を離れ無人島
になった端島（軍艦島）。当日は、あいにくのお天気で観光のメイン
である軍艦島に上陸する事が出来ませんでした。
次の日は、前日と打って変わって天候がよくなり、安全祈願に諏訪神社
で参拝、歴史的建造物を移築しているグラバー園で明治建築に触
れ、大浦天主堂・長崎原爆資料館・平和公園を見学し様々に学び、感じ
る事の出来る2日間でした。これからも協力会社の皆様との親睦を
深め、より良い仕事でお客様のニーズにお応えして参ります。

今年は、創業115周年記念という節目の年という事もあり、お客様に
広く（株）日の出組の仕事を知ってもらおう!!というコンセプトで、建設
業界の「職業体験」をテーマとしてさまざまなブースを出店し、参加
して頂きました。体験イベントの目玉は「ス－パ－デッキ」。当社社屋よ
りも高い位置からの眺望に「とても怖かった」、「おもしろかった」な
ど、様々なご感想をいただき嬉しく思っております。お越しいただ
いた約600人の方々に感謝いたします。また、今回ご協力いただいた
皆様、本当にありがとうございました。来年も皆様に喜んでもらえるよう
スタッフ一同、社業に精進したいと思います。

職人さん紹介
赤井設備工業（株） 上田 訓司

今回ご紹介するのは、給排水衛生設備工事を請け負って下さっている
赤井設備工業（株）の職人さんの上田 訓司さんです。
生活するうえで欠かせない重要なものの一つが「水」です。蛇口をひねると給水管を通って
水が出る、水を流すと排水管を通って水が流れる。当たり前のことを、当たり前になるように
淡々と作業を行うのが、上田さんです。又、お客様から水漏れの連絡や、蛇口の調子が悪い
等の連絡があると、状況確認を行い適切な対応をとってくれます。緊急の場合は、すぐ現場
に駆けつけ対応してくれます。これからもどうぞよろしくお願い致します。

日の出会研修旅行
長崎へ行きました。
日の出会研修旅行
長崎へ行きました。

恒例
第６回夏の感謝祭
恒例
第６回夏の感謝祭

現場での作業では、品質向上は
もちろんですが、安全第一を常に意識する
ように心掛けています。監督さんとは、常に

工程の打合せや作業内容の確認を行い、手直しや
他の業者さんに迷惑が掛からないように
いつも一生懸命頑張っています。

又、漏水等の連絡が入った際には、極力優先して
対応できるように心掛けています。

大阪ガス機関紙

「住まう」 vol.58！
日の出組が紹介されました。

赤井設備工業（
株） 上田 訓司

おかげ様で創業116年。 曳家から建築まで。
総合建設業／株式会社日の出組
一級建築士事務所

2020
HINODE  DIVERSITY

株式会社日の出組
長年の実績と
ノウハウを活かした
住まいづくりの提案

日の出組WEBサイトのトピックスからご覧頂けます。
http://www.hinodegumi.co.jp/
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