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図1 ZEHの
仕組み
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琉大でゼロエネルギーハウス実験

理学部の眞榮平孝裕教授は、産学官金連携としてフロンティアーズ社（伊藝直社長）を代表とする沖

縄県内の設計・施工・土木企業チーム24社と協力し、地域の課題解決を目指すプロジェクト「沖縄から

展開する亜熱帯気候に合ったゼロエネルギーハウス（以下ZEH）の研究開発プロジェクト」を進めていま

す。ZEHとは、住まいの断熱性能、省エネ性能を上げることと、太陽光発電などでエネルギーを創ること

により、空調や給湯、照明、換気といった年間の一次エネルギー消費量の収支をプラスマイナスゼロ以

下にする住宅のことです（図1）。また、ZEHはSDGsに沿った政策として国が推進しています。

高温・多湿・台風という環境負荷の大きい沖縄。その気候・風土にあった高い断熱と高効率設備を活

かした環境・省エネルギーに対応する、快適で低価格なZEHの研究開発のため、令和元年7月にRC・コ

ンクリートブロック造によるZEH実証実験棟を本学北口に建築しました。

ZEH実証実験棟は15帖の部屋が2部屋の

2LDK地上1階ブロック造であり、屋根材の半分

はスパンクリート、半分は木造、延床面積は

68.87平方メートルです。四方の壁が東西南北

に面するように設計されており、東側が従来の

コンクリートブロック造、西側が断熱された部

屋となっています。断熱材や屋根、床も取り外

して自由に交換できる設計になっており、条件

を変えながら温熱環境や湿度、消費エネル

ギーなどのデータを5年間かけて収集・解析す

ることで、沖縄の気候にあった最適な材料の

組み合わせを調査・研究します(図2）。

また、蓄電池も設置予定であり、停電の際、

電力の供給が失われた場合でも太陽光で発

電した電力を蓄電しながら自立的に生活が出

来るシステムの検証も行う予定です。

ZEH実証実験棟での実験・評価は理学・工学

系教員と学生が実施しますが、観光・教育系

教員も参加した学部横断型で連携することで、

子どもたちへの環境教育も進め、沖縄におけ

る未来の住環境やライフスタイルの提案も目

指しています。

さらに、沖縄での実験データを得ることにより、

類似の気候環境である東南アジアやハワイ等、

世界の亜熱帯地域への展開も期待されていま

す。

図2 琉大ZEH実証実験棟の南側面（写真上）。

東側（写真右）が従来工法、西側（写真左）が断熱工法で建築

されており、サーモグラフィーカメラを見ると蓄熱具合に明確な
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琉球大学理学部

副理学部長

産学官連携部門併任教員

眞榮平 孝裕

２０２０年１１月２５日

学長記者懇談会

社会福祉法人友和福祉会『ひがしの大空（そら）保育園』と

有限会社みどり調査設計新社屋の

ゼロエネルギービル(ZEB)化事業の完成について

ゼロエネルギーハウス・ビル（ZEH・ZEB）とは

使う電力 ＜ 創る電力

ゼロエネルギーハウス・ビル（ZEH・ZEB）とは 琉球大学ゼロエネルギーハウス（ZEH）実証実験棟完成！
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琉大ZEH実証実験棟 6

快適性が向上します

琉球大学ZEH実験施設の11/16～11/23実際の温熱データ
です。

琉大ZEH実証実験棟 測定データー

快適性が向上します

右のグラフは琉球大学
ZEH実験施設の実際の
温熱データです。

ゼロエネハウスは部屋間
の温度変化が少なく急激
な血圧上昇を防ぐ効果が
あります、パッシブデザ
インという設計手法を活
用し夏涼しく冬温かい建
物になります。

7

最高30.8℃

最小24.5℃

最高27.2℃

最小23.0℃

最高24.7℃

最小24.1℃

琉大ZEH実証実験棟 測定データー 8

何故ゼロエネハウスを建築した方が良いのか？
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建築物省エネ法が改正されました。
9 10

令和3年4月から住宅の省エネ説明義務化

11

令和3年4月から住宅の省エネ説明義務化
12

令和3年4月から住宅の省エネ説明義務化
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13

非住宅は省エネ適合義務化は既にスタート

ZEH実験棟チームで完成させたZEB

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）について

15

ZEB（ゼロエネルギービルとは？）
16

ZEB（ゼロエネルギービル案件）
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17琉球大学ZEHチームのZEB化実績 18

(有)フロンティアーズが担当したゼロエネルギービル

みどり調査設計ZEB化事業実績
19 20

みどり調査設計ZEB化事業実績

17 18

19 20
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21

(有)翁長電気工事が担当したゼロエネルギービル
22ひがしの大空（そら）保育園ZEB化事業実績

23

ひがしの大空（そら）保育園ZEB化事業実績
24

みどり調査設計ZEB化事業実績

平均で1/4の削減

21 22

23 24

2020/11/25



2020/11/25

7

25

(有)翁長電気工事が担当したゼロエネルギービル
26琉球大学ZEHチームの今後のZEB化事業予定

・ ジムキ文明堂本社ZEB化事業
令和3年6月竣工予定

・ 若狭コンドミニアムホテルZEB化事業

令和3年4月竣工予定

・ 泉崎カプセルホテルZEB化事業

令和3年着工予定

・ うるま市某保育園ZEB化事業

令和4年2月竣工予定

・ 石垣島あやぱにボールZEB化事業

令和3年8月頃着手予定

どうもありがとうございました

28

当社が造るゼロエネハウス
建築費3520万円 35年間で支払う

総額4283万円

通常の建築会社が造るRC住宅
建築費3300万円 35年間で支払う

総額4989万円

35年間で総額706万円
もゼロエネハウスが安く
なります。

住宅は今からゼロエネハウスにした方が良い理由。

光熱費用の大幅削減が可能

25 26
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29

LCCM（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｶｰﾎﾞﾝﾏｲﾅｽ住宅）
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令和 2年 11月吉日 

 

報道機関 各位 

 

 

有限会社みどり調査設計新社屋 ZEB化事業の完成 

 

有限会社 みどり調査設計  

                                     代表取締役 玉那覇有次

  

 

拝啓 時下益々御清栄のこととお喜び申し上げます。 

昨年より建築を進めて参った弊社新社屋が 4 月に完成いたしましたがコロナ禍における自

粛で完成報告を控えておりました。しかし ZEB 化事業は国の進める Co2 削減に大きな成果

を生み出す事と思います、つきましては多くの県民への周知をお願いしたく取材・報道を

よろしくお願い申し上げます。※県内「新築」ＺＥＢでは 1号案件です。 

 

 弊社新社屋は国の目標である 2030年までに、新築建築物の平均で ZEBを実現すること 

を目指す。（エネルギー基本計画）我が国における CO2 削減対策『地球温暖化対策計画』、

2030年 26％削減目標、2050年 80％削減を目指す。 

 国の目標を踏まえ本計画は小規模建築物ではあるがハードルの高いZEB化にチャレンジ

し沖縄県のZEB化の推進や災害に強い建築物として地域社会に貢献する。 

また弊社に勤める社員が快適な職場環境を実現できる建物とした。 

太陽光発電システムと蓄電池を連携させCO2排出量削減と台風等による停電に備えると共

に災害時に近隣市民の避難所として活用可能な災害に強い建築物を目指した。 

 

① 建築省エネルギー技術、外壁に断熱性の高い軽量気泡コンクリートパネル＋押出法ポリ

スチレンフォーム保温板、屋根に金属折板 HK-500+吹き付け硬質ウレタンフォーム A種

を採用し外皮から侵入する熱を抑える外装とした。また窓には樹脂サッシアルゴンガス

入り Low-e複層ガラスを採用、室内側にハニカム構造断熱ブラインドを取り付けること

により窓から出入りする熱も抑える構造とした。 

② 設備省エネルギー技術、空調設備はパッケージエアコンの冷媒排熱を利用したハイブリ

ット式輻射冷暖房(ecowinHYBRID)省エネ性と快適性を向上させ、全熱換気システムを採

用し冷暖房効率を向上させた。照明設備は LED照明を人感センサ－制御とタスクアンビ

エントを組み合わせ照明エネルギー抑えるに制御を行う 

③ 効率化設備としては 9.0Kw の太陽光発電システムと 11.2Kw のリチュウムイオン電池を

組み合わせ自然エネルギーを最大限活用、将来的に EVとの連携も行う予定である。 

④ ZEB リーディングオーナー登録を行い、沖縄県のエコアクション 21 に貢献できるよう

周知活動も行っていく。 

⑤ 上記事項を地元うるま市内の民間業者で実現することを意図とし、計画当初の段階から



琉球大学 ZEH実験棟チームの監修の下に実現できた。 

⑥ 第三者機関による BELSの評価証を得ている。

施主  有限会社みどり調査設計  代表取締役 玉那覇有次 

設計  久友設計株式会社 代表取締役 久田有一 

株式会社大川工業 代表取締役 大宜見正（機械設備・設計協力） 

建築  有限会社国吉組 代表取締役社長 石川裕憲 

有限会社三成工業 専務取締役 平川興志 

豊建工業株式会社 代表取締役 豊川修 

電気  有限会社翁長電気工事 代表取締役 翁長秀樹 

設備  乾設備 代表者  島袋幹也 

ZEBプランナー (有)フロンティアーズ 代表取締役 伊藝直 

※県内「新築」ＺＥＢでは 1 号案件（Nearly・ready は多数あり）を地元主導で実現できたことは、ＣＯ2 削減の流れを

促進する取り組みに参入の可能性モデルとすることが出来た。 



令和 2年 11月吉日 

報道機関 各位 

社会福祉法人友和福祉会『ひがしの大空（そら）保育園』ZEB化事業の完成 

社会福祉法人 友和福祉会 

理事長 吉本 眞光 

拝啓 時下益々御清栄のこととお喜び申し上げます。 

昨年より建築を進めて参りました『ひがしの大空（そら）保育園』が 4月に完成しました。

コロナ禍における自粛で完成報告を控えておりました。しかし ZEB化事業は国の進める CO2

削減に大きな成果を生み出す事と思います、つきましては多くの県民への周知をお願いし

たく取材・報道をよろしくお願い申し上げます。県内保育園での NearlyZEB 実績は初めてです

 『ひがしの大空（そら）保育園』は国の目標である 2030年までに、新築建築物の平均で

ZEBを実現することを目指す。（エネルギー基本計画）我が国における CO2削減対策『地球

温暖化対策計画』、2030年 26％削減目標、2050年 80％削減を目指す。 

 国の目標を踏まえ本計画は保育園としては県内初のZEB化にチャレンジし沖縄県のZEB化

の推進や災害に強い建築物として地域社会に貢献する。 

また当法人に通う園児と勤める職員が快適に過ごせる環境を実現できる建物とした。 

太陽光発電システムと蓄電池を連携させCO2排出量削減と台風等による停電に備えると共

に災害時には近隣市民の避難所として活用可能な災害に強い建築物を目指した。 

① 建築省エネルギー技術、外壁に断熱性の高いフェノールフォーム保温板、屋根に吹き付

け硬質ウレタンフォーム A種を採用し外皮から侵入する熱を抑える外装とした。また窓

にはアルゴンガス入り Low-e 複層ガラスを採用し窓から出入りする熱も抑える構造と

した。

② 設備省エネルギー技術、空調設備はパッケージエアコンの冷媒排熱を利用したハイブリ

ット式輻射冷暖房(ecowinHYBRID)を採用し省エネ性と快適性を向上させた。更に全熱換

気システムを採用と暖かい空気が上昇する原則を利用し PH 階に温度センサーによる自

動排熱システムを採用し冷房効率を向上させた。

照明設備は全て LED 照明とし人感センサ－制御や明るさセンサーによる照明抑制を

行う事で、照明エネルギーを削減した。 

③ 効率化設備としては 41.625Kw の太陽光発電システムと 11.2Kw のリチュウムイオン電

池を組み合わせ自然エネルギーを最大限活用、将来的に EVとの連携も行う予定である。 

④ ZEB リーディングオーナー登録を行い、沖縄県のエコアクション 21 に貢献できるよう

周知活動も行っていく。

⑤ 上記事項を地元うるま市内の民間業者で実現することを意図とし、計画当初の段階から

琉球大学 ZEH実験棟チームの監修の下に実現できた。

⑥ 第三者機関による BELSの評価証を得ている。



施主  社会福祉法人 友和福祉会 理事長 吉本眞光 

設計  有限会社アトリエ・門口  主宰 門口安則 

建築  有限会社トーワ 代表取締役 當眞恵美 

ZEBプランナー 有限会社翁長電気工事 代表取締役 翁長秀樹 

社会福祉法人 友和福祉会 ひがしの空保育園 園長吉本茂史 

※県内保育園での NearlyZEB 実績は初めてで 96%削減は今後の案件で ZEB 化の可能性も期待できる。 


	資料4-1）眞榮平-R1年度財務報告書(さんみん)掲載ページ（案）記者懇談
	10.研究関連事業_①

	資料4-2）20201125学長記者懇談
	資料4-3）R2.11.15 報道機関向け説明資料（みどり調査設計）
	資料4-4）R2.11.15 報道機関向け説明資料（社会福祉法人友和福祉会）



