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１. はじめに                     

 我が国では、現在、公共施設の維持・管理の在り方が問

われている 1)。それは、施設が更新時期を迎えていること、

税収の減少により、十分な更新・管理費用の確保が困難に

なることが予想されるためである 2)。こうした課題に対処

するために、多くの行政は財政負担を考慮した施設の機能

維持を模索している 3)。なかでも学校教育施設は、近年の

災害多発の影響から避難所としての機能確保が重要視され

ている 4）。特に避難所では暑さ・寒さ対策のための空調や、

シャワー・炊き出し時の熱源確保など、エネルギー確保が

生活レベルに大きく影響を及ぼすとされ、行政は施設の建

て替えと同時に限られた財源の中で避難所に相応しいエネ

ルギーシステムを構築することが求められている 5)。 

一方、低炭素社会の構築は国、地方自治体に課せられた

重要課題であり、公共施設の省エネ化など具体的な取り組

みが求められている 6）。そのため、公共施設の更新は低炭

素化に向けたエネルギーシステム構築の契機とも捉えられ、

学校の屋根面を活用した太陽光・太陽熱の利用など、環境

に配慮した施設への更新が必要とされている 7）。このこと

から、学校施設のエネルギーシステム構築においては、避

難所の機能確保、平常時の環境性と財源に配慮した経済性

の評価を踏まえたシステム導入が求められている。 

 これまでのところ、学校施設の避難所機能を考慮したエ

ネルギーシステム構築のあり方に関しては、想定される複

数の非常時電力需要を設定し、年間の日射条件を考慮して

災害対策のために所持すべき太陽電池と蓄電池の設備容量

を分析している研究などがある 8）9）。しかし、学校施設にお

ける避難所機能の維持に加えて、平常時の環境性・経済性

に配慮したエネルギーシステム構築のあり方を論じた研究

はみられない。 

 そこで本研究は、小中学校における避難所の機能確保と

平常時の環境性・経済性を考慮したエネルギーシステム構

築のあり方を明らかにすることを目的とする。具体的には、

①災害時の避難所運営に必要とされるエネルギーを機能維

持レベルごとに検討した場合と②平常時におけるエネルギ

ー利用を環境配慮型・経済性重視型でそれぞれ検討した場

合に対して、必要な供給量に応じて分散型電源（1）を設置す

ることを考え、設置した分散型電源が平常時の学校運営に

及ぼす CO₂削減効果・省エネルギー効果、経済性評価を明

らかにする。 

 また、本研究の対象地は小中学校のうち築 40 年以上の

建物が全体の 81%を占めており深刻な老朽化が進んでいる

ことから計画的な施設更新が必要とされている大田区とす

る。 

 

２. 学校施設における避難所機能の実際                

ここでは、学校施設における避難所の現状と課題を整理

する。 

2017年時点の全国の

公立学校は約95％が避

難所に指定されており、

対象地の大

田区では全

87 校が避難

所に指定さ

れているこ

とから、学校

は教育機能

のみならず

災害時の避

学校施設における避難所の機能確保と平常時の環境性・経済性を考慮したエネルギーシステム構築のあり方
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図1 避難所指定学校の防災機能の保有状況 
資料）参考文献10） 
註）電力は自家発電設備の保有の有無で判断、その他項目は
参考文献10）が定めたものによる 

表1 避難所に指定されている学校数 

資料）参考文献10） 
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難所としての役割も重要視されていることがわかる（表１）。 

 また、避難所に指定されている学校の防災機能に関する

調査によると、全国・東京の学校の両方で電力確保のため

の整備が不足しており、最も課題であることが示されてい

る（図１）。 

 以上より、学校施設は教育機能だけではなく、避難所に

ふさわしい機能確保が必須であり、特に電力等のエネルギ

ー確保が求められていることが明らかとなった。 

 

３．避難所の機能維持に向けたエネルギー需要の把握   

 本章では、大田区の全小中学校の通常学校運営時におけ

るエネルギー需要を明らかにし、そのエネルギー需要をも

とに災害時の学校におけるエネルギー負荷想定率を避難所

の機能維持レベル毎に設定する。 

3-1. 通常学校運営時のエネルギー需要の算出 

 ここでは、通常学校運営時におけるエネルギー需要を算

出するため、小中学校のエネルギー需要パターンを把握し、

需要量を月別・時刻別・用途別でそれぞれ明らかにする。 

ここで全小中学校の建築年数等のデータと学校における

年間用途別エネルギー需要原単位をもとに、各小中学校の

エネルギー需要を算出する（2）（表2）。 

さらに時刻

別のエネルギ

ー需要からエ

ネルギーシス

テムを設定す

るため、年間用

途別エネルギ

ー需要と合わ

せて月別・時刻

別需要パター

ンを把握する。

ここでは表3に示す月別用途別エネルギー需要比率をもと

に、大田区の全小中学校の月別用途別エネルギー需要パタ

ーンを把握した。図2の小中学校平均の月別・用途別の需

要比率をみる

と、照明コンセ

ント用は年間

を通じて需要

があるものの、

冷房、暖房用は

夏季・冬季に需

要が分散して

いることが分か

る。また、給湯用は大田区の学校にすべて給食センターが

設置されていることから、夏季においてもある程度の需要

がある結果となった。 

次に時刻別・用途別消費パターンを示した表4をみると、

熱電比は夏季・中間期・冬季でそれぞれ表の値となり、年

間平均で比較的 1.5 に近い値となるため、自立分散型電源

であるCGSの導入が想定される。しかし、中間期は熱需要

が少なく、CGS 導入効率が低下することが予想される。ま

た、時刻別消費パターンのグラフを見ると夜間における熱

需要はほとんどなく、電力の需要も小さいことがわかる。   

以上のことから、CGS を設置する際には、省エネルギー

効果の低下、投資回収年数の増加を防ぐためにも適切な容

量を設定する必要があるといえる。 

3-2. 災害時の機能維持に向けたエネルギー需要の算出    

ここでは、災害時のエネルギー負荷想定率を機能別に把

握し、優先的に機能維持すべきエネルギーを設定すること

で、災害時に必要なエネルギー需要を機能維持レベル毎に

算出する。 

本研究では、建築環境・省エネルギー機構による「サス

テナブルタウン調査報告書」を参考に、負荷想定率を設定

する。報告書では表5に示すように、小中学校の災害時に

おける活動想定内容とその重要度によって負荷率が設定さ

れている。本研究では、この負荷率を用いて各学校で最も

負荷のかかる月を基準に、災害時必要なエネルギー需要を

算出する。算出にあたっては表5に示す「A.最も優先的に

機能維持すべき項目（以下、最低限維持型）」と「A,B.機能

維持が望ましい項目（以下、居住環境維持型）」に分けて考

用途 年間需要原単位

照明コンセント用
(Ee)

年間：全校平均 Ee=24.10(偏差：16.75-35.53)
　➡平日：　全校平均 Ee=16.12(偏差：10.99-23.50)
　➡休日：　全校平均 Ee=7.98 (偏差：5.76-12.03)
(近似式による年間需要原単位算出式：　Ee=0.3093×Cy-589.36)

冷房用(Ec)

年間：全校平均 Ec=16.56(偏差：11.31-20.45)
　➡平日：　全校平均 Ec=8.62(偏差：4.98-11.72)
　➡休日：　全校平均 Ec=1.88 (偏差：6.33-9.14)
(近似式による年間需要原単位算出式：　Ec=0.0019×Ar+0.9696)

暖房用(Ew)

年間：全校平均 Ew=16.69(偏差：11.45-19.18)
　➡平日：　全校平均 Ew=14.82(偏差：10.93-17.26)
　➡休日：　全校平均 Ew=1.88  (偏差：0.52-3.09)
(近似式による年間需要原単位算出式：　Ew=0.0012×Ar+6.5445)

給湯用(Eh)
給食調理を考慮

年間：全校平均 Eh=6.78 (偏差：4.76-8.09)
　➡平日：　全校平均 Eh=6.42 (偏差：4.28-7.65)
　➡休日：　全校平均 Eh=0.36 (偏差：0.15-0.48)
(近似式による年間需要原単位算出式：　Eh=0.009×Ns+1.0996)

このとき、     　    Ee：年間照明コンセント用需要原単位[kWh/年・㎡], ：建設年次
　　　　　             Ec：年間冷房用用需要原単位[kWh/年・㎡], Ar：延床面積[㎡]
                       Ew：年間暖房用需要原単位[kWh/年・㎡]
                       Eh：年間照明コンセント用需要原単位[kWh/年・㎡], Ns：生徒数[人]

資料）金島正治「教育施設における用途別エネルギー需要に関する調査研究―エネ
ルギー需要想定に向けた小中学校における用途別エネルギー需要原単位－」 日本
建築学会環境系論文集（2016） 

表2 小中学校における年間用途別エネルギー需要原単位 

照明コンセント用 冷房用 暖房用 給湯用

1月 8.64 0 30.71 18.92

2月 8.27 0 31.33 18.59

3月 8.04 0 6.33 7.11

4月 8.26 0 0.84 6.91
5月 8.89 5.37 0 5.34
6月 8.81 22.68 0 2.46
7月 8.14 20.88 0 2.72
8月 6.38 28.81 0 4.82
9月 8.68 17.46 0 3.27
10月 9.01 4.8 0 3.13
11月 8.43 0 13.33 12.39

冬季 12月 8.47 0 17.45 14.35

合計 100 100 100 100

冬季

中間期

夏季

中間期

表3 小中学校の月別用途別エネルギー需要比率 

資料）金島正治「教育施設における用途別エネルギー需
要に関する調査研究―エネルギー需要想定に向けた小中
学校における用途別エネルギー需要原単位－」 日本建
築学会環境系論文集（2016） 

図2 小中学校平均の月別・用途別需要比率 

表4 大田区における小中学校平均の時刻別・用途別エネルギー需要 
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え、2パターンの機能維持レベルでエネルギーを算出した。 

ここで例として、大田区の避難所区域割の基準である特

別出張所管内の中において、大森地区の新井宿区域におけ

る3つの小中学校（3）を対象に最も電力負荷のかかる月でエ

ネルギー需要の算出を行った。対象小学校1つの結果を図

3に示すと、14時において最も負荷がかかっており、最大

負荷はそれぞれ図に示す値となった。 

上記の結果より

年間で最も負荷の

かかる時間とその

最大負荷が明らか

となった。そこで

その最大負荷から

算出した災害時

に必要なエネル

ギーを確保するための自立分散型電源（CGS）の導入容量を

設定する。 

結果は表6に示すように

①入新井第四小学校におけ

る CGSの容量で「最低限維

持型：2.0kW」、「居住環境維

持型：8.7ｋW」の2パターンが設定された。同様に②入新

井第二小学校では「最低限維持型：2.4kW」、「居住環境維持

型：10.6kW」③大森第三中学校では「最低限維持型：5.1kW」、

「居住環境維持型：22.7kW」が設定された。 

以上本章より、大田区の全小中学校の通常学校運営時に

おけるエネルギー需要とエネルギー負荷想定率を基にした

CGSの導入容量が明らかとなった。 

 

４. 避難所の機能確保と平常時の環境性・経済性を考慮し

たエネルギーシステムの構築のあり方 

 本章では、小中学校に導入した自立分散型電源が平常時

に与える効果を、省エネ・環境性・経済性の観点から明ら

かにする。 

4-1. 避難所の機能維持に向けて導入した分散型電源が平

常時に与える効果 

 ここでは、前章で設定したCGSを各小中学校に導入した

場合の平常時に与える効果を環境性・経済性の観点から明

らかにする。 

エネルギー供給機器として CGS、個別熱源を設定し、そ

れぞれのシステムモデルを示した（図4）。システムモデル

をみると、従来システムである個別熱源では災害時に脆弱

な系統電力に依存しているのに対して、導入するCGSは災

害時に強い中圧ガス管から供

給される都市ガスを主なエネ

ルギー源としているため、停

電時にもエネルギー供給が可

能という特性をもつ。また発

電に際して排出される排熱を

活用することで一次エネルギ

ー消費量を削減する効果もあ

るため、環境性にも優れてい

るとされている。 

 また、環境性を示す指標の

CO₂削減率、一次エネルギー削

減率と経済性を示す指標の単

純投資回収年の

算出式を参考文

献11）から整理

し図5に示す。 

以上から、各

小中学校で一次

エネルギー消費

量と CO₂排出

量、単純投資回

収年を算出した

（図6）。省エネ

効果は最低限

維持型では、従来と比べてプラスの結果となり省エネ効果

はみられないものの、居住環境維持型では省エネ効果が得

られることがわかった。最低限維持型で省エネ効果がみら

れなかった原因は、最低限の避難所生活を確保するため導

入したCGS容量が小さく、結果都市ガスを多く消費するボ

イラーの導入が増加したためだと考えられる。また、同様

に CO₂排出量は最低限維持型で増加、居住環境維持型では

減少となることが分かった。 

ここで単純投資回収をみると3つの小中学校でCGSの耐

用年数 15 年を下回る年数で回収できることがわかる。特

に大森第三中学校はエネルギー消費量が高いことから、従

来の個別熱源と比較してイニシャルコスト増加額は高いも

のの、ランニングコスト削減額も高く投資回収年数は最短

となることが明らかとなった。 

照明 通信 熱源 空調 厨房 冷蔵等 給湯 給水

管理部門 情報収集・避難所運営 5.8% 0.8% 0.5% 2.8% 9.9%

一般教室 （必要に応じて避難所） 37.9% 5.4% 3.3% 18.4% 65.0%
トイレ （断水による停止） 4.7% 0.3% 5.0%
給食室 （必要により炊き出し等） 3.7% 0.3% 1.8% 1.6% 0.8% 1.6% 0.2% 10.0%
体育館 避難所 4.9% 0.4% 2.4% 2.1% 0.3% 10.1%

57.0% 6.2% 4.5% 25.4% 1.6% 0.8% 3.7% 0.8% 100.0%

電力負荷想定率

計

区分 災害時の活動想定 計

凡例 負荷想定率

A 優先的に機能維持すべき項目 14.8%

B 機能維持が望ましい項目 47.3%

C 非常時には必要のない項目 37.9%

表5 小中学校の災害時の活動想定とその電力想定負荷率 

資料）建築環境・省エネルギー機構（2008） 「サステナブルタウン報告書」 

図3 入新井第四小学校の需要パターン（1月） 

小中学校 最低限維持型 居住環境維持型

入新井第四小学校 2.0 8.7

入新井第二小学校 2.4 10.6

大森第三中学校 5.1 22.7

表6 導入するCGS容量（kW） 
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図4 想定するエネルギーシステム 

図5 環境性・経済性を評価する項目の算出式 

図6 各小中学校の省エネ効果・CO₂削減効果・単純投資回収年 
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4-2. 平常時の環境性・経済性を最大限考慮したエネルギ

ーシステムの構築 

 前節で最低限維持型・居住環境維持型を検討した結果、

避難所の機能維持に最低限必要なエネルギー確保を第一に

考えたため、平常時の省エネ効果・環境性に改善の余地が

あることが明らかとなった。そこで、環境配慮型・経済性

重視型のシナリオを追加して検討を行った。 

 環境配慮型は CO₂を排出しない自立分散型電源である太

陽光発電と太陽集熱器を活用したシナリオで、導入した太

陽光発電・太陽集熱器で生み出すエネルギーの不足分は

CGS、系統電力、ボイラーにより賄うこととした（4）。また経

済性重視型はシステムの投資回収年が最短となるシナリオ

で、本研究では分散型電源のうち省エネ効果が高い CGS、

太陽集熱器、太陽光発電の順に導入を検討した。 

図7に示す環境配慮型・経済性重視型の算出結果をみる

と、環境配慮型は省エネ効果・CO₂削減効果が従来型と比べ

て4割ほど大きな効果があるとわかる。しかし、単純投資

回収年をみると資源エネルギー省・国交省の再エネ導入補

助（1/2・1/3）を勘案しても、イニシャルコストの増加額

が高く投資回収に約10年かかる。これは太陽光発電・太陽

集熱器の耐用年数の 20 年より小さい値であるが、これら

の機器は 10 年を超えると機器効率が比較的悪くなるとい

われているため、災害時のエネルギー確保と環境配慮のみ

を検討すると投資回収が困難になる可能性もあるとわかる。 

ここで経済性重視型をみると、投資回収は約4.5年とな

り省エネ効果・CO₂削減効果も比較的効果が高い結果となる

ことが明らかとなった（5）。 

 

 以上、災害時の機能維持の観点から避難所生活の最低限

維持型、居住環境維持型を検討し、環境面で環境配慮型、

経済面で経済性重視型をそれぞれ検討した。その結果、災

害時における避難所生活のエネルギー確保に向けた分散型

電源の導入は容量が小さいためイニシャルコストが抑えら

れるというメリットはあるものの、省エネ効果・CO₂削減効

果に寄与しない結果となり、また環境配慮型では省エネ効

果・CO₂削減効果に大きく寄与するものの初期投資額に課題

があり、投資回収年を考えるとエネ省・国交省の補助が必

要であると明らかとなった。 

一方で、経済性重視型では投資回収年が最短となるエネ

ルギーシステムが採用され、省エネ・CO₂削減効果も比較的

高い結果となった。しかし、初期投資額は居住環境維持型

と比べて高く、導入の際には総合的な検討が重要といえる。 

 

５．おわりに                     

 本研究より明らかになった点を踏まえて、今後の学校施

設におけるエネルギーシステム構築のあり方として、以下

の点が必要と考える。 

（1）避難所としての機能確保と平常時の活用を考慮したエ

ネルギーシステム構築 

 研究では小中学校の災害時のエネルギー確保を考慮した

自立分散型エネルギーシステムの構築と平常時に及ぼす省

エネ・CO₂削減効果・経済性効果を明らかにした。導入の際

は災害時の最低限のエネルギー確保を行うか、環境性及び

経済性を第一に考えるかなど、避難所としてのエネルギー

確保はもとより平常時の活用も念頭に置き、どこに重点を

置くか、メリット・デメリットを考慮した分散型電源の導

入が求められるといえる。さらに小中学校に求められる省

エネ・CO₂削減目標を明確にし、学校の建替え・改修時に積

極的な導入を検討することが重要と考えられる。 

（2）自立分散型エネルギーシステム構築の効果 

 避難所である学校施設で自立分散型エネルギーシステム

が構築されることで、停電時にも安定して学校にエネルギ

ーが供給され、冷房・シャワーの活用や携帯等の情報機器

の充電が安定して行えるなど避難所機能が向上し、さらに

平常時においては環境に配慮した再エネを導入することで

子どもたちの環境配慮に関する教育効果を高めることも期

待される。 

また研究では平常時を加味した分散型電源の導入を検討

したため、災害時に余剰のエネルギーが創出されるパター

ンがある。その際、隣接する建物への融通など余剰エネル

ギーの活用を考える必要があるが、これらの詳細な検討は

今後の課題としたい。 

 
【補註】 
(1) 本研究では参考文献4）を参考に、CGS・太陽光発電・太陽集熱器の導
入を検討する。(2) 大田区の全ての小中学校に給食センターが設置されて

いることから、給食調理を加味した原単位を用いた。（3）更新年時が迫る入
新井第四小学校、入新井第二小学校、大森第三中学校を対象とした。（4）太
陽光パネルの設置角度は事例調査により30度と設定した。また太陽熱利用

は、給湯にのみ活用するものとした。利用データは参考文献12）～14）（5）
経済性重視型のエネルギーシステムでは大部分に CGS（17kW）、一部で太陽
集熱器(50㎡)が採用される結果となった。 
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図7 入新井第四小学校における環境配慮型・経済性重視型の 
省エネ効果（％）・ＣＯ₂削減効果（％）・単純投資回収年 
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