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燃料用ガスには都市ガスとプロパンガス（LPG）の2種類がある。
本来、ガスの種類の違いを言っているのだが、一般的には配管で
供給するのが都市ガス、ボンベで供給するのがLPGとイメージさ
れている。
　LPGは各家庭に重いボンベを配送するため値段が高い。東京ガ
スの資料ではLPGは東京ガスの156％、プロパンガス料金消費者
協会の資料では330円 /㎥で112％となっている。「建設物価2014

年9月」では560円 /㎥となっており、この数字で算定すると170％
になる。昔からLPGは都市ガスの倍と言われていたが「物価版」の
数字はそれに近い。

都市ガス（天然ガス）

都市ガスと言えば、今はほとんどが高カロリーの天然ガスだが、ガ
ス事業者によって違うガス種の場合が結構あるので、ガス会社に
問い合わせなくてはならない。私が仕事を始めたころは東京ガスも
天然ガス（13A 11,000Kcal/㎥）ではなく、5B（5000Kcal/㎥）という
低カロリーのガスを使用していたが、天然ガスに変換したことによ
り既存のガス管で倍以上のガスを使うことができるようになった。
　それまで住宅のガス設備と言えば台所の七輪のガスコンロ、元
止式3号湯沸器、バーナーの風呂釜程度であったが（まるっきり昭和

のイメージ）、天然ガス変換以降、オーブン付ガスレンジ、追焚付24

号給湯機、床暖房熱源、ガスヒーポン（GHP）とガス需要を伸ばし、
今ではエネルギーと言えば「電気・ガス」と併記されるようにまで
なっている。
　天然ガスはガスの状態で掘り出され-160℃に冷却し液化して
（液化天然ガス LNG）タンカーで日本に運ばれてくる。国内において、
一旦LNGとして貯蔵し（貯蔵できるのが電気との大きな違いである）、
高圧ガスに変換してガスタンクに送る。ガスタンクからは中圧ガス
として送り出し、大口消費者には中圧のまま、一般消費者にはガス
ガバナ（調圧装置）を経由して低圧ガスで供給している。圧力が高い
方が同じ配管でたくさんのガスを送ることができるので経済的な
のである。
　パイプラインでは損失エネルギーが3％に対し、LNGでは液化し
て、タンカーでの輸送エネルギー、それを気化して高圧にするエネ
ルギーはガスエネルギーの12％に達するという（石井彰著『天然ガ
スが日本を救う』より）。紛争問題で話題になったロシア‒ウクライナ
間のようにパイプラインで結ばれれば、安価で大量の輸入が可能
になる。実際、サハリン‒北海道間のパイプラインが検討されてい
るようである［図1］。
　日本の石油は80％近くがサウジアラビアを筆頭に中東から輸入
されているが、天然ガスはオーストラリア、カタール、マレーシア、
ロシア等各地から輸入されている。今後はシェールガスの開発によ
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図1　天然ガスの流れ（出典…東京ガスホームページ）
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りアメリカからの輸入増大が予想され、石油のような一極集中は回
避され、安定したエネルギー源となっていくと思われる［図2］。
　さて、日本で一番、天然ガスを輸入しているのはどこだかおわか
りだろうか？
　断然トップは東京電力である。電気は、ガス燃焼による熱エネル
ギーを電気エネルギーに変換している（変換効率40％程度）。電気の
50％以上は天然ガスでつくられている。それをまた熱エネルギー
に変換して使用するようなことはしてはならない。
　電力会社は全国で沖縄電力を含め10電力しかないが、都市ガ
スは200社以上あり、90％は天然ガスを利用している。東京ガス、
大阪ガス、東邦ガス（名古屋地区）、西部ガス（福岡地区）のような大
手ガス会社は比較的同じような値段だが、小さいガス会社ではか
なり高いことがあり、LPGと変わらない場合がある（ちなみに私が住
んでいる埼玉のガス会社の単価は、東京ガスより20％高い！）。
　昔、どこでも同じガス料金だと思い、地方で大学キャンパスの主
エネルギーとしてガスが安いと勧めて採用してもらったが、1年後
「安くない！」と大目玉を喰ったことがあり、言い訳の山を築いたこ
とがあった。計画前に料金の確認をすることをお勧めする。

都市ガスの災害対策

都市ガスに関しての災害と言えば、広範囲への影響、復旧時間の
長さから言って、阪神・淡路大震災について検討していくべきであ
り、現在、どう生かされているかを考えていく必要がある。
　私なりにまとめてみる。
・西宮市から神戸市全域という広範囲にわたり供給停止があった。
これは、瀬戸内海沿岸という地盤の悪い地域を震源とした地震の
特徴である。東京のような地域ではループ配管になっており、片方
が停止しても別のルートから供給が可能だが、神戸の場合、直線的
な長いルートであったためそれも難しかったようである。
・高圧配管、一部を除いた中圧配管ではほとんど問題はなかった
が、古い鉄管を使用した低圧配管のガス漏れが多かった。現在で
はポリプロピレン管という曲げや伸びに強い配管に順次取り換えて
いるので、低圧配管も安全になってきている。
　表を見ると、地上を走っている電気、電話の復旧が早く、ガス、
水道、下水道のように地中化されているインフラの復旧は遅かった
ということがよく分かる［表1］。
・広域にわたった理由としてはグループ分けが大きく、その中の1

カ所でも漏れていればグループ全域のガス供給ができなかった。こ
れも現在では小さなエリアでガスを止められるようになっており、
限定した問題個所のエリアのみ停止することができるようになって
いる。同時に地震計を多く設置して、事故が起きる前に停止して、
安全確認ができた地域から供給するようになっている。

　各家庭にマイコンメーターを設置して地震、ガス漏れがあった場
合、緊急停止できるようにもなっている。
・阪神・淡路大震災では火災の被害が大きかった。電気がいち早
く供給を始めたため、漏れたガスに引火したこともあったようで
ある。インフラ間のコミュニケーションにも問題があったのではな
いか。
　今回の東日本大震災でも同じであったが、被災地域への全国の
ガス事業者からの応援体制には頭が下がる。私の会社の東京ガス
営業マンも被災地に応援に行っていた。

プロパンガス（LPG 液化石油ガス）

LPGは石油を精製する過程で石油から分離、もしくは天然ガスや
石油を生産する時に天然ガス、石油に混じっているものを分離して
得られる。輸入先は石油と同じく中近東からが80％を占めている。
　LNGと違い-42℃で液化することができるので、液体でボンベ
に詰めて運び、大量のガス（液体の250倍の容積）を供給できる。同
時に天然ガス発熱量11,000Kcal/㎥に対し、プロパンガスの発熱
量は24,000Kcal/㎥（比重が2なので12,000Kcal/kg）と発熱量が高
く、一般家庭では1カ月50Kgボンベ1本程度で賄うことができる。
都市ガスのない地域では有効なエネルギー供給の手段である。
　LPGは消防法、高圧ガス保安法等の法規で規定されている。
50Kgボンベ20本を超えると規制が厳しくなり、19本で抑えるこ

表1　阪神・淡路大震災のライフライン復旧状況（神戸市）

ライフライン 電気 電話 ガス 水道 下水道
応急復旧
終了日 

1月23日 1月31日 4月12日 4月17日 5月31日

震災後の
日数 

6日 14日 85日 90日 134日

図2　天然ガスの輸入先（2011年度、出典…資源エネルギー庁ホームページ）
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とが多い。LPGはボンベ交換を考慮して半分ずつ使用する。10本
程度だと少し大きな施設では使いにくくなる。
　補給について、以前は2本置いてある片方のボンベがなくなると、
LPG業者に連絡してきてもらっていた。現在ではメーターを付けて
使用量を算出しているので、供給業者が定期的に巡回して補給す
るようになっている（その代わり基本料金が掛かるようになってしまっ
た）。供給業者によっては遠隔監視システムを導入するようになっ
てきており、補給の問題はなくなってきている。
　最近では、少し大きな施設であればバルク供給という方式があ
り、オイルタンクのようなバルクタンクの使用が増えてきている。
バルク供給の場合、補給は石油と同じくタンクローリーで運び、
ホースでタンクに詰めていく。補給が簡単なのでLPG単価も安く
なる［図3］。
　寒冷地では気化しにくくなり強制気化装置（ベーパーライザー…電
気ヒーター等で温めて強制的に気化させる）が必要になる場合がある
（一般家庭ではほとんど使用されない）。

LPGの問題点

天然ガスより濃度が低くても爆発するので危険度が高く、空気より
重いため、大きな事故につながる可能性がある。都市ガスと同じく
マイコンメーターが普及してきており、ガス漏れをいち早く感知で
きるので安全性は増している。
　問題点は、なんといっても不透明な価格である。価格の幅が大
きく、われわれ設計者が燃料比較に際し価格を調べても、分から
ないことが多い。本来、LPG価格は自由化されているため競争原
理が働き、安くなりそうなものであるが、昔からの権利関係が残っ
ているのではないだろうか。
　不透明にしているもう一つの原因が、建物内の配管工事費を供
給業者が持ち、その費用を代金に上乗せして請求するということ
がある（LPG単価がいくらか分からなくなってしまう）。他に安いとこ
ろがあり供給先を変えようとすると、工事費代金を請求されること
もある。都市ガスのように、メーターの前後で費用分担を明確にす
る必要がある。

災害対応

石油と同じく貯蔵エネルギーなのでインフラの心配がなく、災害対
策のエネルギーとして優れている。品質も全国統一基準なので、ど
こからでも持って来られる。東日本大震災の時、津波で流されてき
たボンベをそのまま使用できたという話も聞いた。
　ちなみに、一般家庭の災害対策の最低限の備蓄品は、乾電池、
ペットボトル、そしてカセットボンベである。最近はカセットボン
ベで使える小型発電機もある。アウトドア志向の方は持っていて
も損はない品である（ネットでは10万円以下で売っている）。どれも
通常時にも使用できるものである。災害対策は常時使用できるもの
でないと高いコストになってしまう。

環境対応

3.11震災以降、電気は原発による発電量が下がり、二酸化炭素排
出係数は大きくなっており、一番小さいのが天然ガスである。IH

ヒーターのように貴重な電気エネルギーを熱エネルギーとして使う
のはCO²削減に寄与しない。熱エネルギーにはガスを上手に使用
していくのが効率的である［表2］。
　効率的なガス器具として一番に挙げられるのが「エコジョーズ」
（潜熱回収型ガス給湯器）である。従来型の給湯器に比べ効率が
15％UPしている。家庭で一番エネルギー消費量が大きいのは給
湯である（34％）。エコジョーズに変えるだけで家庭全体の5％の省
エネになる。
　業務用しかないが、厨房器具の「涼厨」シリーズも優れている。
効率がUPするのと同時に換気量を減らし、輻射熱を防ぐことによ
り、空調負荷を30％程度削減できる（とガス協会では言っている）。
なんと言っても電化厨房器具より機器費が安い［図4］。
　GHP（ガスヒーポン）も年々効率がよくなってきている。イニシャ
ルコストは電気のエアコン（EHP）に比べまだまだ高いが、4大ガス
地域であれば、ランニングコストが安く、5年程度でイニシャルの
差は回収可能である。
　まだイニシャルコストが高いが、これからはコージェネレーション
（熱と電気を同時に使用することができる発電機）の時代が来るのではな
いだろうか。コージェネレーションの問題点は、年間を通じて使用で
きる熱需要があるかどうかにかかっている。現状では給湯使用量の
多い病院、ホテル以外では、余った熱を捨ててしまう可能性が高い。
　天然ガスを使用したコンバインドサイクルという火力発電は、発
電効率60％超を実現している。
　このように、新しいものを開発していくのではなく、今あるものを

エネルギー CO²排出係数
（kg-CO²/kWh）

灯油 0.244 

LPガス 0.231 

都市ガス 0.180 

電気 0.570 

表2　エネルギー別CO²排
出係数（石油連盟石油システ
ム推進室調べ、2015年1月
27日付け、出典…石油連盟
ホームページ）

図3　バルク供給（出典…日本LPガス団体協
議会ホームページ「LPガス読本」）

LPガスバルクローリ

地上式バルク貯槽

地下式バルク貯槽



2015.4　Kench ikush i   41

・本管が離れている場合は自費で延長しなくてはならない。その
費用の確認。
・ガス使用量に応じてガス会社の負担分があるので、その金額も
聞いておく。

おわりに

原子力発電という夢が崩壊した現在、ますます天然ガスはエネル
ギーの主体となっていくのは間違いない。ただ、石油を湯水のよう
に消費して来た過去と同じようなことをしていたら、いずれは資源
の枯渇も起こり得るのではないか。
　つくるのも維持するのも、建築とは多くのエネルギーを消費する
ことによって成り立っている。大切な資源をどうやって使っていく
かが建築の設計に携わっている者の重要な使命であることを、頭に
置いておいて欲しい。

効率化していくことこそ日本が得意としている技術であり、CO²削
減への有効な手段である。

ガス設備の設計と確認事項

建築におけるガス設備については、基本的にガス供給会社の責任
施工であり、配管経路、ガス消費機器、メーターの位置のみ図示す
ればよく、配管材料、配管サイズ、付属機器については記入しなく
てもよい。
　とは言っても、任せきりにしておくと太い配管になっていること
があるので、見積書のチェックはお忘れなく。
　また、下記について、あらかじめガス事業者と協議をしておく必
要がある。
・都市ガス供給地域か（東京でも都市ガスがない地域が結構ある）

・ガスの種類（ガス機器が違ってくる）

・ガス料金（地域のLPGと比較する）

1973年東海大学建築学科卒業。（有）
テーテンス事務所入社。取締役副所長
を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国　ふれあいの森林科学館・宿泊
棟」（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア
ム」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」（設
計…池原義郎）、「大館市立総合病院」（設
計…岡田新一）などの設備設計に従事

さじ・こうぞう

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

LPGの問題点として
間違っているものは次のどれか。
 a. LPGは軽いので大きな事故に 
つながりやすい。

 b. 統一規格なので、全国どこでも 
使用できる。

 c. 販売店によって値段の差が大きい。

設問1 

同じ施設でガスをたくさん使う方法
として間違っているものは
次のどれか。
 a. ガスの圧力を上げる。

 b. ガスの種類を高カロリーにする。

 c. ガスの配管を長くする。

図4　ガスと電気のエネルギー効率の比較（出典…日本ガス協会資料）

調理時の熱効率だ
けではなく、製造・
輸送時の効率まで
考えれば、ガス厨
房のほうが省エネ
です。
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