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Recently, under the prevention of global warming, low carbon development, such as net Zero 

Energy House (ZEH) is required because of significant reduction of CO2. ZEH utilizes 

renewable energy and can supply energy even in the event of a disaster such as a  power outage, 

so it is expected to be used as an evacuation at home. In addition, ZEH blocks can further reduce 

CO2 emissions and strengthen regional resilience by electric power interchanging of surplus 

power on a block basis. However, the introduction of environmental measures requires a large 

amount of money, and it is important to ensure economic efficiency. This paper deals with 

clarifying the ideal way of ZEH block development for sustainable city construction in Urayasu 

City, from the viewpoint of environmental and disaster prevention. From the analysis, the use of 

the development measures for each district was difficult to the economic efficiency of the 

Stakeholders, but ZEH blocks contribute to the achievement of carbon-free society. 
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１．はじめに  

我が国は、地球温暖化を背景に CO₂排出量削減の重要

性が高まっている 1)。特に、国内の総 CO₂排出量の半数

以上は都市活動に由来することから、エネルギーの効率

的な利用による都市の低炭素化が推進されている 2)。な

かでも、家庭部門の CO₂排出量は、他部門と比べて増加

傾向にあるため、重点的な対策が求められている 3)。こ

れを受け、国は住宅への太陽光発電や蓄電池の導入を推

進しており、自立分散型エネルギーシステム構築の普及

拡大を図っている 4)。 

また、国は、今後発生が予想されている首都直下地震

等の大震災による避難者の発生や系統電力の脆弱性へ

の対策を重要視している 5)。特に住宅市街地では、避難

所として指定されている小・中学校等への避難者の密集

が懸念されている 6)。これを受け、国や各自治体は、避

難所以外への避難方法として在宅避難(1)等の新しい避

難のあり方を検討している 7)。 

ところで、近年、住宅の省エネルギー化(以下,省エネ)

と再生可能エネルギー(以下,再エネ)の活用により、年

間エネルギー消費量の収支ゼロを目指す“ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス(以下,ZEH)”の普及が推進されてい

る 8)。ZEH は、CO2削減だけでなく、非常時においてもエ

ネルギー供給が可能であるため、在宅避難としての活用

が期待されている 9)。加えて、ZEH を中心とする街区(以

下,ZEH 街区)は、余剰電力を複数建物で融通することで

更なる CO₂排出量の削減と地域のレジリエンス強化が

可能である 10)。しかし、ZEH 街区構築は、省エネ等の設

備費や自営線整備費の高さが懸念されており、各主体の

費用負担と便益の検討が求められている 11)。

これまでのところ、住宅の低炭素化に関する研究とし

ては、太陽光発電や電気自動車の利用を検討し、住宅街

でのスマートグリッドの導入効果を明らかにした研究
12)や、戸建住宅を中心とするスマートコミュニティの技

術メニューとエネルギー性能の関係について、仮想的な

街区を対象に定量的評価を行った研究 13)がある。しか

し、ZEH 街区の効果の検証とその実現に向けた各主体の

費用負担を検討したものはみられない。 

そこで本研究は、地区の環境性・防災性向上に向けた

ZEH 街区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、地域特性を考慮して環境施策を導入し、

ZEH 街区構築による環境性・防災性の向上効果を評価す

るとともに、各主体の費用・便益を比較し、ZEH 街区構

築のあり方を明らかにするものである。なお、本研究の

対象地は、ゼロカーボンシティ実現を表明し、再エネ・

蓄電池の導入や住宅市街地の防災性向上を図っている

千葉県浦安市とする 14)。 

２．ZEH を活用した環境性・防災性向上の方向性  

 本章では、国や浦安市の計画等から、地区の環境性・

防災性向上に向けた施策の方針を整理し、ZEH 街区構築

の課題を明らかにする。 

２－１．我が国における環境性・防災性向上の方針 

国は、パリ協定を受け 2050 年までに CO₂排出量実質

ゼロを目標に掲げ、脱炭素社会の実現を目指している。

そこで、脱炭素社会実現に向けた計画・戦略をみると(表

1)、再エネの主電源化や建物のゼロエネルギー化、地区

単位での分散型エネルギーシステムの導入を推進して

いる。特に、家庭部門では、太陽光発電や蓄電池等の分

散型エネルギーシステムの導入による ZEH の普及を図

っている。 

 

 

 

ZEH は、住宅の低炭素化のみならず、太陽光発電や蓄

電池等の分散型エネルギーシステムを活用することで、

非常時においても安定したエネルギー供給が可能であ

る。そこで、国は、地域のレジリエンス強化に向けて ZEH

表 1 脱炭素社会実現に向けた計画・戦略 
計画・戦略 所轄 策定年 内容

地球温暖化対策計画 環境省 2016
・ZEB、ZEHの推進

・J-クレジット制度の活用

第五次エネルギー基本計画 経済産業省 2018

・再生可能エネルギーの主電源化

・地区単位での分散型電源の導入

・住宅やオフィスビルのゼロエネルギー化

パリ協定に基づく成長戦略

としての長期戦略
環境省 2019

・再生可能エネルギーの主電源化

・ZEB、ZEHの普及

※各計画より筆者作成
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を中心とした地区全体での余剰電力の活用を推進して

いる。しかし、ZEH は、一般的な住宅と比べ、省エネ等

の設備の初期費用が高く、建物所有者の費用負担が大き

いことが課題として指摘されている。そのため、ZEH の

普及に向けては、地区単位での分散型エネルギーシステ

ムの導入や建物所有者の費用負担の軽減が必要といえ

る。 

２－２．浦安市における環境性・防災性向上の方向性  

浦安市は、国の脱炭素社会実現の宣言を受けて、ゼロ

カーボンシティの実現を表明した。具体的には、ZEH 等

の環境性能の高い住宅の普及やカーボンオフセット制

度の活用により、2050 年を目標として CO₂排出量ゼロ

を目指している。一方、住宅市街地では、個別住宅の防

災性能の向上に加え、地域の防災性向上を図るまちづく

りを推進している。特に、戸建住宅地区では、建物の建

替えにあわせた耐震化や省エネ設備の導入、集合住宅地

区では、防災設備の工事費用の一部補助を行っている。 

浦安市は、災害に強く、環境に配慮したまちづくりの

推進に向けて民間事業者・建物所有者との連携を図って

いる。具体的には、地域の防災拠点に太陽光発電や蓄電

池等を整備し、地域の防災性向上を図るとともに、建物

と設備に係る費用の分担や余剰電力の売却等を行って

いる。よって、各ステークホルダーの連携は、費用負担

の軽減を行うとともに、地区の低炭素化と防災性向上が

可能となる。 

以上本章より、地区の環境性・防災性向上に向けては、

ZEH の普及が求められている一方で、建物所有者の費用

負担の軽減が必要とされており、各ステークホルダーの

費用負担を考慮した ZEH 構築が重要といえる。 

 

３．地域特性を考慮した ZEH 街区の実現可能性        

 本章では、浦安市の地域特性を分析するとともに、研

究対象地を選定し、市街地の将来像を設定する。また、

ZEH 街区構築に向けた環境施策を設定・導入し、ZEH 街

区の実現可能性と ZEH 街区構築による環境面・防災面

の有効性を明らかにする。 

３－１．市街地の将来像の設定 

３－１－１．研究対象地の選定 

 まず、ZEH 街区の実現可能性のシミュレーションを行

う研究対象地を選定するため、浦安市の町丁目をクラス

ター分析によって類型化する。なお、本研究では、住宅

市街地における ZEH 街区構築を検討するため、都市計

画マスタープランにおいて住宅地域に指定されている

77 町丁目を対象とする。 

クラスター分析の指標は、町丁目内の建物形態を分

類するため“戸建住宅率”“集合住宅率”、街区内の建物

の建て詰まり度や建物規模を分類するため“街区棟数密

度”、旧耐震基準の建物数を分類するため“1980 年以前

建物割合”を採用する。 

 

 

 

 

 

 

クラスター分析の結果(表 2)、①戸建住宅が密集する

町丁目、②老朽化した建物が密集する町丁目、③戸建・

集合住宅が混在し、計画的に整備された町丁目、④集合

住宅で構成される町丁目の 4 つに分類され、各クラス

ターの代表地である町丁目を研究対象地とする。 

３－１－２．市街地更新シナリオの設定 

ここでは、対象地の建物が将来いつ建替わるかを想定

するため、市街地更新シナリオを 2 通り設定する。 

〔A.自然更新型〕 

 建物の建築年に、既往研究 15)を参考に設定した建物

の平均寿命を加算した年に建替わることを想定した。 

〔B.計画整備型〕 

 建物更新年を迎える建物と同時に、同街区の建物のう

ち、法定耐用年数を経過した建物も建替わることを想定

した。 

クラスター②における市街地更新シナリオ別の 2020

年から 2050 年の更新延床面積と建替え棟数の推移を図

1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画整備を想定するシナリオでは、老朽化した建物が

事業初年度に建替わり、2050 年以前に建替えが想定さ

れる建物数は、自然更新と比べて増加する結果となった。

なお、クラスター③・④は、2000 年代に計画的に建設

されたため、自然更新型のみを想定する。 

３－２．ZEH 街区の実現可能性 

ここでは、ZEH 街区構築に必要な環境施策とその導入

条件を設定し、各クラスターにおける ZEH 街区の実現

可能性を明らかにする。 

３－２－１．環境施策の設定 

ここでは、各計画や既往研究等から ZEH 街区構築に

向けた環境施策を設定した(表 3)。具体的には、建物の

断熱化・高気密化、冷暖房機器効率化、照明効率化、HEMS

の導入、給湯機器効率化、太陽光発電・蓄電池の導入、

自営線による電力融通を検討する。導入する施策の効果

は、既往研究や各種メーカー公表資料を参考に設定した。

また、環境施策は、各建物の建替え時に導入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、蓄電池の設置方法として表 4 に示す 2 パター

ンを設定する。なお、クラスター④は、電力融通及び蓄

電池の共有は行わないものとした。 

 

 

 

３－２－２．ZEH 街区の実現可能性 

ここでは、年間エネルギー消費量と年間太陽光発電量

を比較することで ZEH 街区の実現可能性を明らかにす

表 2 クラスター分析の結果 

クラスター 町丁目数
戸建住宅率

(％)

集合住宅率

(％)

街区棟数密度

(棟/ha)

1980年以前

建物割合(％)
対象地

① 33 73% 19% 54.9 19% 富岡４丁目(中町地域)

② 7 60% 27% 67.5 28% 猫実３丁目(元町地域)

③ 8 53% 29% 36.6 17% 入船３丁目(中町地域)

④ 29 1% 62% 7.4 10% 明海６丁目(新町地域)

平均 (合計)77 43% 37% 36.2 16%

※平均以上の値に網掛け 

図 1 クラスター②の更新延床面積と建替え棟数 
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表 3 環境施策と対象導入建物 
対象建物 設備効果

住宅 空調に関わる冷房需要量の27％、暖房需要量の68％を削減

非住宅 空調に関わる冷房・暖房需要量の15％を削減

空調に関わる電力需要の際に用いるCOPを変化させ、削減

冷房COP：7.23　暖房COP：7.41

非住宅 冷房COP：7.23　暖房COP：7.42

照明効率化 全ての建物 電力需要量のうち、照明に関わる需要量の38％を削減

HEMS 全ての建物 各建物の時刻別電力需要量のピーク時の電力需要量を5%削減

給湯需要量に関わる電力需要の際に用いるCOPを変化させ、削減

給湯COP：3.8

創エネ 太陽光発電 住宅 時刻別日射量×モジュール効率×総合設計係数×設置可能面積

畜エネ 蓄電池 住宅 電力需要量を発電量が上回った場合に余剰電力を蓄電

面エネ 自営線による電力融通 対象町丁目 余剰電力を蓄電し、電力の不足する建物へ供給

省エネ

環境施策

断熱化・高気密化

冷暖房機器効率化
住宅

給湯機器効率化 全ての建物

表 4 蓄電池の設置パターン 
パターン 概要 導入時期・容量

Ⅰ 蓄電池を個別建物で整備 個別建物の建替えにあわせて導入

Ⅱ 蓄電池を地区の建物間で共有し整備 建替えに伴い必要容量の蓄電池を導入
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る。なお、本研究では、ZEH 街区の実現可能性のみを検

証するため、環境施策の導入順序は考慮しないこととす

る。各クラスターのエネルギー消費量と太陽光発電量の

算出結果を図 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建住宅の割合が大きいクラスター①・②は、太陽光

発電量がエネルギー消費量を上回り、建物間での余剰電

力の融通を前提として、ZEH 街区構築が可能であること

が明らかとなった。一方、中規模・大規模建物が集積す

るクラスター③・④は、太陽光発電量がエネルギー消費

量を下回り、ZEH 街区構築が困難である結果となった。

これは、太陽光発電パネルの設置可能面積が限定される

ためであると推察される。 

３－３．ZEH 街区構築による有効性評価 

ここでは、前節を踏まえ、市街地更新シナリオ・蓄電

池の設置パターン別に ZEH 街区構築の有効性を明らか

にする。 

■環境性評価 

まず、住宅市街地の低炭素化の観点から、事業最終年

度である 2050 年における CO₂削減率を評価する。各ク

ラスターの CO2削減率を図 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれのクラスターにおいても蓄電池を地区全体で

共有し整備するパターンでは、個別で整備するパターン

に比べて CO2 削減率が上昇する結果となった。これは、

設置する蓄電池容量の拡大に伴って蓄電可能量が増加

し、電力の不足が想定される建物数が減少したことが要

因であると推察される。 

■防災性評価 

次に、非常時の電力消費量に対して蓄電池の電力供給

がどの程度賄えるかを示すエネルギー自立度を評価す

る。なお、電力供給時間は消防庁や内閣府が推奨する「72

時間」を設定し、非常時の電力負荷率を「18％」とした。

各クラスターのエネルギー自立度を図 4 に示す。 

いずれのクラスターにおいても計画整備型のシナリ

オでは、自然更新型に比べて ZEH 棟数の増加が想定さ

れ、地区全体のエネルギー自立度は 100%を上回る結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となった。また、蓄電池を地区で共有し整備するパター

ンは、いずれのクラスターにおいても、非常時の生活機

能維持に必要な電力の供給が可能であると明らかにな

った。 

以上本章より、ZEH 街区構築は、中規模・大規模建物

が集積する町丁目では困難であるものの、戸建住宅を中

心とする町丁目では、実現可能性が見込まれることが明

らかとなった。また、計画的な住宅整備や蓄電池の共有

によって環境性・防災性の向上が期待できることが明ら

かとなった。 

 

４．環境性・防災性向上に向けた ZEH 街区構築のあり方   

 本章では、各ステークホルダーの負担軽減に向けて公

共・民間事業者・建物所有者の連携を想定し、ZEH 街区

構築に係る費用負担・便益を比較・評価することで、ZEH

街区構築のあり方を明らかにする。 

４－１．ZEH 街区構築にかかる費用と便益の設定 

 ZEH 街区構築に必要な費用の算出にあたり、必要とな

る条件とその単価・算出方法を表 5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に ZEH 街区構築による便益を設定する。本研究で

は、直接便益(EB)に加え、ZEH 街区構築がもたらす間接

便益(NEB)を考慮し、既往研究 16)を参考にステークホル

ダーごとに分配を行った(表 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．ZEH 街区構築の経済性評価 

 ここでは、ZEH 街区構築の経済性評価にあたり、事業

全体と各主体の費用対便益(以下,B/C)を検証する。また、

ZEH 街区構築による CO2排出量の削減に要する費用を評

図 2 各クラスターの ZEH 街区の実現可能性 
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図 4 各クラスターのエネルギー自立度  
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表 5 費用に関する単価と算出方法  
単価・算出方法 単位

円

太陽光発電パネル単価 円/kW

太陽光発電パネル料金 円

360kWh 150,000 円/kWh

4,300kWh 40,000 円/kWh

蓄電池料金 円

自営線単価 円/m

自営線料金 円

蓄電池維持管理費 導入容量×2[円/kWh・年]円

設備維持管理費 設備費×比率[2%/年] 円

ガス料金 122 円/㎥

電気料金 30 円/kWh

固定資産税 1.4% 円

都市計画税 0.3% 円

項目

191,900

単価×自営線延長

イニシャルコスト

維持管理費

エネルギー費用

租税公課

ランニングコスト

単価×導入容量

20,000

各施策単価×導入容量[kWh]または導入面積[㎡]

単価×導入容量

蓄電池単価

表 6 ステークホルダー別の費用・便益項目 
関係主体 費用 便益

イニシャルコストの一部建物所有者

光熱費削減(EB)

BLCPへの貢献(NEB)

法規制強化等のリスク回避(NEB)

租税公課(EB)

インフラ建設投資の波及効果(NEB)

事業運営による波及効果(NEB)

啓発教育効果(NEB)

CO2削減価値(NEB)

グリーンエネルギー創出価値(NEB)

光熱費削減(EB)

事業運営による波及効果(NEB)

法規制強化等のリスク回避(NEB)

CO2削減価値(NEB)

グリーンエネルギー創出価値(NEB)

事業運営費

自営線、蓄電池整備費(パターンⅡ)

イニシャルコストの一部

エネルギー事業者

公共
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価することで、ZEH 街区構築のあり方を明らかにする。

なお、ここでは、クラスター②における事業性・CO2 削

減費用の検証結果を示す。 

■ZEH 街区構築の事業性 

 ここでは、前節で設定した費用と便益を比較し、事業

の実現可能性を検証する(図 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれのシナリオ・パターンにおいても B/C は 1.0 を

下回る結果となった。特に、蓄電池を地区全体で共有し

整備するパターンは、蓄電容量の増加に伴い、費用に占

める蓄電池の割合が高くなることが明らかとなった。一

方、B/C は 1.0 を上回らないものの、ZEH 棟数割合は約

80％を超えることから、非常時において在宅避難が可能

となるため、公共の避難所運営に要する費用の軽減が期

待できる。 

■ステークホルダー別の費用対便益 

 ここではステークホルダー別の B/Cを検証する(図 6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蓄電池を地区全体で共有し整備するパターンは、公

共・建物所有者の B/C が 1.0 を上回る結果となった。こ

のことから、面的な施策展開は、経済性の確保が可能で

あるといえる。一方、エネルギー事業者は、蓄電池を個

別に整備するパターンのみ B/C が 1.0 を上回る結果と

なった。これは、地区で電力融通を行う際に蓄電池や自

営線の費用が増大することが要因であると考えられる。 

■CO2削減費用 

 ここでは、各シナリオ・パターンの CO2削減費用を検

証する。式 1 に示す算出式で検証した結果を図 7 に示

す。計画整備や蓄電池を地区全体で共有し電力融通を行

うシナリオ・パターンは、比較的費用を要するものの、

高い CO2 削減率の実現が可能であることが明らかとな

った。このことから、家庭部門の低炭素化に向けては、

実現しうる住宅整備のあり方を設定したうえで、施策の

導入手法の選択が必要といえる。 

以上本章より、ZEH 街区構築は、住宅整備のあり方や 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の導入手法によってステークホルダーごとの事業

性が異なることが明らかとなった。また、面的な環境施

策の展開は、低炭素化に寄与するものの、費用が増大す

るため、費用と効果のバランスを考慮して検討を進める

必要がある。 

 

５．おわりに                     

本研究より、地区の環境性・防災性向上に向けた ZEH

街区構築には、以下の３点が重要と考える。 

【1】脱炭素社会実現に向けた計画的な住宅整備 

本研究では、自然更新型と計画整備型の 2 通りの住

宅整備のあり方を比較・検討し、いずれのクラスターに

おいても計画整備型では、自然更新型に比べて CO2削減

率が上昇することが明らかとなった。このことから

2050 年の脱炭素社会実現に向けては、目標を見据えて

計画的な住宅整備を行うことが重要といえる。 

【2】電力融通を考慮した面的な環境施策の導入 

本研究では、蓄電池を地区全体で共有し、余剰電力を

融通することで、CO2 削減率の上昇に加え、防災性の向

上が期待できると明らかになった。このことから、面的

な施策展開は、アフターコロナにおいても避難所の密集

を避けつつ、非常時の在宅避難が可能であると考える。 

【3】ステークホルダーが連携した事業手法の検討 

本研究では、ZEH 街区構築の経済性を費用対便益と

CO2 削減費用から検証した。その結果、脱炭素目標に寄

与する施策展開は、費用を要するため、経済性の確保は

困難であることが明らかとなった。今後 ZEH 街区構築

の際は、ZEH が持つ副次的効果を説明要素として、各主

体の積極的に連携を図ることが重要と考えられる。 

 
【補注】(1) 在宅避難とは、食料や水の備蓄と電力等のエネルギ

ー供給が確保できる場合、避難所に向かわず、自宅で避難生活を

送ること。【参考文献】1)環境省(2017)「長期低炭素ビジョン」 2)

国土交通省(2013)「低炭素まちづくり実践ハンドブック」3)環境

省(2016)「地球温暖化対策計画」4)資源エネルギー庁(2015)「分

散型エネルギーについて 5)内閣府(2013)「首都直下地震の被害想

定と対策について(最終報告)」6)前掲書 5 7)兵庫県企画県民部災

害対策局災害対策課(2020)「新型コロナウイルス感染症に対応し

た避難所運営ガイドライン」8)環境省(2018)「第五次環境基本計

画」9)資源エネルギー庁(2020)「令和元年度 ZEH ロードマップフ

ォローアップ委員会とりまとめ」10)前掲書 9 11)前掲書 9 12) 谷

口守他(2011)「住宅街区特性から見たスマートグリッド導入適性」

日本不動産学会誌 第 25 巻第 3 号 p. 100-109 13) 北川友葵他

(2019)「新規住宅街区におけるスマートコミュニティ開発に関す

る研究‐エネルギーシミュレーションによるエネルギー性能評価

‐」日本都市計画学会 都市計画論文集 54 巻 3 号 p. 486-492 

14)浦安市(2013)「浦安市都市計画マスタープラン」15) 小松幸夫

(2012)「家屋の平均寿命調査について」資産評価情報 2012 年 11 

月号 16)日本サステナブル建築協会(2016)「エネルギーコベネフ

ィットクリエイティブタウン調査報告書」 

図 5 ZEH 街区構築の費用対便益(クラスター②) 
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図 6 ステークホルダー別の費用対便益 
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図 7 CO2削減費用(クラスター②) 
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