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Recently, the central governments strongly promote reduction of energy uses under the global warming. Therefore, it is 

necessary to introduce environmental measures at the urban renewal stages, with long-term CO2 emission reduction 

targets. However, the introduction of environmental measures requires great cost, and it is important to ensure economic 

efficiency. The purpose of this research is to clarify how to introduce environmental measures to achieve long-term energy 

emission reduction targets and utilize energy systems to improve economic efficiency. The study examines how 

environmental measures effectively worked for the reduction of energy emissions followed by the possibilities co-

workings between the Business Improvement District and environmental measures. From the analysis, the Business 

Improvement District would be effectively worked for the improvement of energy emission reductions and economies, 

and the levy was also justified. 
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１．はじめに 

１－１．背景 

我が国では、地球温暖化を背景に都市における CO2排出量削減の重

要性が高まっている 1)。これを受け、国や自治体は短期・中期・長期

的な CO2削減目標を設定することで、段階的な低炭素都市の形成を図

っている 2)。都市の CO2削減に向けては、個別建物での省エネルギー

化や再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用だけではなく、地

区全体でエネルギーネットワークを構築することによる面的な環境

施策の導入が推進されている 3)。これらの環境施策は、施策の規模に

よって削減効果が異なることや、建物の更新に合わせた導入が必要と

なることから、将来の削減目標の達成に向けて、適切な規模・タイミ

ングでの導入が重要とされている 4)。そのため、市街地の将来像に合

わせ、長期的な施策展開の検討を行うことが求められている 5)。

一方で、環境施策の導入は初期費用の高さが事業化における課題と

なっている 6)。国や自治体はこの課題に対し、民間事業者へ費用の一

部を負担する補助金制度等を設けている。しかし今後、自治体の財政

負担の増加が懸念されているため、長期的な削減目標の達成に向けて

は、自治体の金銭的補助に依存しない事業性向上施策の検討が必要で

ある 7)。現在金銭的補助に依存しない事業支援の手法として、エネル

ギーを生み出す際の環境価値を評価し、取引する制度 8)や BID制度を

地域エネルギーシステムの導入に活用検討した事例 9)など、様々な手

法が実用・議論されている。今後、長期的な削減目標達成を考える上

でも、都市整備と環境施策の導入のあり方を模索し、地区単位で環境

施策展開とその実現に向けた仕組みを検討することが重要である 10)。 

１－２．既往研究 

長期的な環境施策展開の検討に関する研究として、自治体の財政負

担を考慮し、政策ロードマップを作成したもの 11)、金銭的補助に依存

しない環境施策の導入に関する研究として、排出権取引制度を活用し

た再開発事業の低炭素化を評価したもの 12)などがみられる。しかし、

長期的な削減目標の達成を加味し、地区単位における施策展開のあり

方とその実現のための制度の検討を行ったものはみられない。 

１－３．研究の目的 

本研究は、長期的な削減目標の達成に向け、地区単位における環境施

策の展開とその実現に向けた制度活用の可能性を明らかにすること

を目的とする。なお、本研究は、研究の対象地は土地利用と環境施策

の連携を図るスマート都市づくり計画を定めるなど、段階的な低炭素

都市の構築に向けて積極的な取り組みを行う神戸市とする。 

2．長期的な削減目標達成に向けた方向性  

ここでは、地球温暖化対策に向けた国内外の動きと対象地である神

戸市の環境計画を整理し、今後の CO2 排出量削減目標の達成に向け

た方向性を明らかにする。 

2-1.削減目標の設定と国内外の取り組み 

地球温暖化に対する国際的な低炭素化に向けた取り組みの始まり

として、1992 年の気候変動枠組条約の採択と気候変動枠組条約締結

国会議（COP）の開催が挙げられる。COPは、COP３における京都

議定書の採択やCOP21におけるパリ協定の採択を受け、各国に2050

年を見据えた CO2 削減目標設定と目標達成に向けた施策の実行計画

の策定、進捗の報告を義務付けた。したがって今後の地球温暖化対策

は長期的な視点を持ち、施策の展開と削減効果の検証を行っていくこ

とが重要といえる。 

日本では、このような長期的な削減目標の達成に向け、地球温暖化

対策推進法によって地方自治体に対して温暖化対策の計画の策定や

目標への達成率の公表を義務付けている。また、対策の規模や効果が

大規模になる建築・都市分野については建築物省エネ法やエコまち法

を策定し、建物や都市の CO2 削減を促すなど、都市づくりの中で対

策を行っていく法制度を整えている。 

また、これらの国内外の条約や法制度の整備を受け、企業活動にお

いても CO2 削減や地球温暖化対策への動きが強まっている。持続可

能な企業活動を実現するため、近年注目されている SDGｓの考え方

を経営戦略に取り込み、環境問題に取り組むことや、ESG 投資とし

て、環境問題への対策をはじめとする社会問題の解決を目指す事業や

企業への投資を行うことによって CO2 削減を民間企業の中で推進し

ていく動きが強まっている。 
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2-2.神戸市における削減目標達成に向けた方向性 

神戸市では、神戸市環境基本計画をはじめとして、表 1に示す複数

の計画の策定を行っている。特に、神戸市地球温暖化防止実行計画で

は、エネルギー需要の多くを占める電力の CO2 排出係数の変動が大

きいことを背景として、削減への取り組みをより明確にするため、環

境目標を CO2削減割合からエネルギー削減割合に変更している。 

また、目標の達成に向けては、特に都市分野に注目した神戸スマー

ト都市づくり計画を策定し、個別建物の省エネ化や複数の建物でエネ

ルギーを融通する面的なエネルギー利用など、建築・都市分野にお

ける対策を重点的に対策していく体制を整えている。特に、エネル

ギー需要の大きい都市部においては、次世代スマートインフラ事業

として面的なエネルギー利用の事業構想を定めており、都心である

三宮地区を対象に大規模な建物の建て替えに合わせて地域でエネル

ギーを融通するためのエネルギープラントを設置し、周辺にエネル

ギーの融通を行っていくエネルギーネットワークの整備が重要とさ

れている。 

以上本章より、地球温暖化対策として国内外で長期的な視点をも

った目標が定められ、その達成が目指されており、特に神戸市にお

いては、建築・都市分野における対策として個別建物の省エネ化だ

けではなく面的なエネルギー利用も含めた施策展開を検討するこ

とが重要であるといえる。 

 

3．市街地の更新に合わせた環境施策の導入可能性      

本章では、シミュレーション対象街区を決定し、その市街地の整備

方針に合わせた環境施策の導入による削減目標への影響と経済性の

検証を行い、削減目標の達成に向けた環境施策の導入可能性を明らか

にする。 

3-1.対象地区の決定 

神戸市は、神戸市都市空間計画や神戸

土地利用誘導方針の中で、市内の各地区

の位置づけと今後の開発方針を示してい

る。この中で、三宮地区は都心核として定

められており、都市機能の集積や先導的

な事業の展開を重点的に行いまちづくり

を推進している。また、複数の大規模建て

替え事業が計画されており、その際の環

境施策の導入や、都市整備を進めていく

うえでの市民・事業者・行政の連携が重要

とされている。つまり、今後の三宮地区は

都市整備に合わせた先導的な環境施策の導入を考えていくうえで重

要な地区であると考えられる。そこで、シミュレーションを行う対象

地区は三宮地区とする（図１）。 

3-2.建物の段階的な更新手法の設定 

三宮地区では、図１に示すように街区の再編成として共同建て替え

を推進するエリア、歩行空間の拡充のために空地の整備を推進するエ

リアが指定されている。これらの整備方針を参考に、建物更新パター

ンとして表２に示す４パターンの設定を行った。 

ここで、建物更新パターンごとの 2020 年から 2050 年の更新する

延べ床面積と建物棟数の推移を図２に示す。建て替えの起こる年は、

既往研究 13)を参考に建物の平均寿命を用いて算出を行っている。三

宮地区は比較的建て替え時期にばらつきがあるものの、2040 年付近

で特に建て替えが予想される結果となった。 

3-3.環境施策の導入効果の達成率 

ここでは、市街地の更新に合わせた環境施策の導入効果を検証し、

市の掲げる目標に対する達成度と施策展開の経済性を明らかにする。 

3-3-1.環境施策の導入レベルの設定 

まず、対象地区に導入を検討する環境施策レベルの設定をおこなう。

神戸スマート都市づくり計画を参考に、導入する施策を表３に示すよ

うに施策のレベルごとに設定した。導入する施策の効果や費用等は既

往研究や各種メーカー公表資料を参考に設定した。 

・個別レベル／省エネ対策（建物の断熱化、高効率給湯器、空調効率

化、BEMS）と再生可能エネルギーとして太陽光発電の導入を行う。 

・街区レベル／個別レベルに加えて、CGS の導入による街区内のエ

ネルギーの融通を行う。 

・地区レベル／街区レベルに加えて、大規模な CGS によるエネルギ

ー融通を対象地区全域で行う。 

・エリアレベル／地区レベルに加えて、対象地外の再生可能・未利用

エネルギーの活用を行う。 

ここで、エリアレベルで

検討する三宮地区周辺の再

生可能・未利用エネルギー

の賦存位置と活用可能量を

図３に示す。三宮地区周辺

には様々なエネルギー源が

存在しているものの、未利

用エネルギー等の導入距離

制約（利用地から 1000m）

を考慮すると、海水熱エネ

ルギーと臨海部倉庫群太陽

光の活用が対象地である三宮地区で検討可能であるといえる。そこで、

本研究で検討するエリア施策レベルの未利用エネルギー源は、上記の

２つとする。 

図１ 対象地(三宮) 
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図２ 三宮地区の更新延床と棟数 

表２ 建物の更新パターン 
パターン名 容積率消化 共同建て替え 空地整備

設定
現状の指定
容積率を
消化

街区の再整備が
促進される地域
500㎡以下の
敷地を統合

駅前通りの建物の
更新に合わせて
総合設計制度により
空地を整備

現状 ✕ ✕ ✕

集積 〇 ✕ ✕

整備 〇 〇 ✕

計画 〇 〇 〇

環境施策
レベル

規模
導入施策

概要
電力 冷暖房 給湯 共通

個別 再エネ(太陽光) 系統電力 都市ガス 省エネ 建物ごとに環境施策を導入

街区 再エネ(太陽光)/CGS CGS排熱/都市ガス(集中ボイラ) 省エネ
街区単位(道路をまたがない)で
施策を導入

地区 再エネ(太陽光)/CGS CGS排熱/都市ガス(集中ボイラ) 省エネ 対象地区全体で施策を導入

エリア 再エネ(太陽光)/CGS
CGS排熱/都市ガス(集中ボイラ)/
未エネ(ヒートポンプ)

省エネ 対象地区外の未エネを活用

小

大

表３ 環境施策レベル 

図３ 未利用エネルギーの分布 

発電所排熱

43,316GJ/年

清掃工場排熱

42,042GJ/年

下水熱

90,505GJ/年

下水熱

36,202GJ/年

下水熱

18,101GJ/年

工場排熱

36,099GJ/年

海水熱

75,906GJ/年

太陽熱

12,153GJ/年

1km

名称 策定年 概要 目標の設定

神戸市環境基本計画 H28
低炭素化だけでなく、ごみ問題や公害問題など様々
な環境問題への対応方針を提示

最終エネルギー消費量の削減
2030年：25%以上
2050年：40%以上

神戸市地球温暖化防止実行計画 H27
市民や事業者などの各主体の取り組みを提示し、神
戸市における地球温暖化対策を推進

最終エネルギー消費量の削減
2030年：25%以上
2050年：40%以上

神戸市環境モデル都市アクションプラン H26
全国の中でも先進的な取り組みを行っていくため、
神戸市の特性を踏まえた施策の展開を提示

CO2排出量の削減
2030年：30%以上
2050年：80%以上

神戸スマート都市づくり計画 H24
低炭素都市づくりの実現に向けて、土地利用と環境
分野を合わせた対策施策を検討

数値目標はなし

神戸都心・三宮地区における
次世代スマートエネルギーインフラ構想

H26
建物の建て替えに合わせた有機的に拡大する
エネルギーネットワークの構築を推進

数値目標はなし

表１ 神戸市の環境関連計画 
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 3-3-2.環境性の評価

本研究では、上記で設定した施策レベルを 2021 年から 5年ごとに

選択を行い、2050 年までの施策の効果を検証する。施策レベルの選

択は、規模の小さいものから選択するものとし、全 49 通りの施策選

択パターンごとに評価を行う。環境性評価は、神戸市が掲げる 2050

年におけるエネルギー消費削減率 40%を目標とし、検証した（表４）。 

環境目標の達成可能である施策選択パターンは、建物更新パターン

[現状]の場合、事業早期は個別レベルの施策選択を行い、その後街区

レベル以上の施策選択、エリアレベルの施策（未利用エネルギーの活

用）の選択を行う 21~49 の施策選択パターンであった。一方、[集

積][整備][計画]は、事業早期から街区レベル以上の施策選択を行う

29~49 の施策選択パターンによって目標の達成が可能であった。こ

の結果から、 [現状]以外の建物更新パターンは、都市機能の集積に

よって建物の延べ床面積が増加し、それに伴いエネルギー消費量が増

えるため、削減目標の達成には早期から街区レベル以上の施策選択を

行い、多くの建物でより環境性を高めていくことが重要となる。 

3-3-3.経済性の評価 

ここでは、環境目標の達成が可能であった施策選択パターンに着目

し、施策展開の経済性を経年の費用と便益を現在価値化し、合計した

B/C（費用対便益）を

用いて検証する。 

図４に例として、す

べての建物更新パタ

ーンにおいて目標の

達成が可能であり、施

策レベルが最も小さ

いパターン 29 と削減

率が最も高いパターンの一つであるパターン 49 の B/C を示す。建

物更新パターンの違いによって費用や便益に違いが生まれるものの、

B/C=1.0 を上回らず、施策展開の経済性が保たれていないことが分

かる。一方で、施策選択パターン 29 は建物更新パターン[集積]以上

の場合、0.971~0.983 と 1.0 に近い値をとっているが、エリアレベル

の施策導入によって費用が増大したパターン 49 においては、B/C が

下がり、より経済性の確保が難しくなっている。この傾向は他の施策

パターンにおいても同様であり、エリア施策展開を行うことにより、

経済性が低下するといえる。そのため、環境目標の達成に向けては、

このような高レベルの施策展開を行う際の経済性の確保を行うこと

が必要であるといえる。 

以上本章より、対象地区の環境目標の達成に向けては、街区レベル

以上の施策展開を早期より進めていくことが重要であるが、その経済

性は確保されておらず、その解決が必要であることが明らかとなった。 

4.施策展開に合わせた制度活用のあり方 

ここでは、環境目標の達成が可能な施策展開の経済性を確保するた

め、施策導入による不動産価値の向上を踏まえた制度の活用検討を行

い、長期的な環境目標の達成と制度活用のあり方を明らかにする。 

4-1.施策展開による不動産価値の向上 

環境施策の導入は、環境目標の達成に貢献するだけでなく、不動産

価値が向上する効果があるといわれている。本研究では、施策導入に

よる環境価値と業務活動の継続効果による価値を検証する。 

■環境価値による不動産価値の向上

環境施策が導入され、省エネルギー性の高い建物は CASBEE や

LEED などの制度によって環境性の優れた建物として認証を受け、不

動産の価値が向上する。既往研究 14)では、CASBEE 認証を受けた建

物と受けていない建物の賃料の違いを分析し、認証を受けることで

564 円/㎡の賃料増加が見込まれるとされている。本研究では、街区

以上の施策を導入した建物をCASBEE認証獲得が可能なものとし、

賃料増加分を不動産価値の向上金額として設定する。 

■業務活動の継続効果による不動産価値の向上

本研究で導入を検討する CGS は、中圧ガス管からのガス供給を

受けているため、災害時におけるエネルギーの安定供給が可能とさ

れている。そこで、本研究では、災害時の業務活動の継続効果とし

て、レジリエンス向上効果に着目し、不動産価値の向上金額として

設定する。レジリエンス向上効果は、各ライフラインの復旧期間を

考慮した業務活動の継続期間の回復曲線を導出し、用途ごとの㎡あた

りの業務活動継続効果を貨幣価値換算し、算出する。 

4-2.Business Improvement District制度の活用可能性 

地区単位の活動によって発生する不動産価値の向上を享受する事

業者から活動を行うための資金を徴収する制度として、Business 

Improvement District 制度（以下 BID 制度）がある（図５）。この制

度は、現在、地区の清掃活動などのエリアマネジメント事業の中でも

ソフト面に用いられる場合が多い。しかし、国内で始めて BID 制度

が運用された大阪版 BID 制度の検討委員会では、典型的なソフト活

動への制度活用だけでなく、低炭素まちづくりへの活用や地域防災力

強化のための運用可能性

を示している。また、ロン

ドンの地域エネルギー会

社は、地区の BID 組織と

連携することで、地域エネ

ルギーへの参入者を増加

させ、事業の推進を図って

いる 15)。以上より、本研究

における街区レベル以上

の環境施策の導入にも

BID 制度の活用は可能で

あると考え、施策展開の経

済性を確保する仕組みと

して検証を行う。 

図４ パターン 29,49 のB/C 
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※削減目標を達成するパターンに網掛け

表４ 施策選択パターンごとのエネルギー削減割合 (施策規模：個別＜街区＜地区＜エリア) 

施策選択
パターン

2021~
2025

2126~
2030

2031~
2035

2036~
2040

2041~
2045

2046~
2050

2050年エネルギー削減割合(%) 施策選択
パターン

2021~
2025

2126~
2030

2031~
2035

2036~
2040

2041~
2045

2046~
2050

2050年エネルギー削減割合(%)

現状 集積 整備 計画 現状 集積 整備 計画

1 個別 個別 個別 個別 個別 個別 13.5 9.6 9.2 9.2 27 街区 街区 街区 街区 街区 街区 42.1 39.0 38.8 38.8

2 個別 個別 個別 個別 個別 街区 16.1 12.3 12.0 11.9 28 街区 街区 街区 街区 街区 地区 42.3 39.9 39.6 39.6

3 個別 個別 個別 個別 街区 街区 21.6 18.3 18.2 18.1 29 街区 街区 街区 街区 地区 地区 42.5 40.3 40.1 40.1

4 個別 個別 個別 個別 街区 地区 22.0 19.7 19.4 19.3 30 街区 街区 街区 街区 地区 エリア 47.0 44.8 44.5 44.5

5 個別 個別 個別 街区 街区 街区 27.9 25.6 24.1 24.0 31 街区 街区 街区 地区 地区 地区 42.6 40.4 40.2 40.2

6 個別 個別 個別 街区 街区 地区 29.8 27.2 26.8 26.8 32 街区 街区 街区 地区 地区 エリア 47.0 44.9 44.7 44.7

7 個別 個別 個別 街区 地区 地区 30.5 27.2 26.8 26.8 33 街区 街区 街区 地区 エリア エリア 47.0 44.9 44.7 44.7

8 個別 個別 個別 街区 地区 エリア 34.9 31.7 31.3 31.2 34 街区 街区 地区 地区 地区 地区 42.9 40.5 40.3 40.3

9 個別 個別 街区 街区 街区 街区 30.9 28.1 27.8 27.8 35 街区 街区 地区 地区 地区 エリア 47.4 45.0 44.8 44.7

10 個別 個別 街区 街区 街区 地区 31.8 28.7 28.4 28.3 36 街区 街区 地区 地区 エリア エリア 47.4 45.0 44.8 44.7

11 個別 個別 街区 街区 地区 地区 32.1 28.8 28.5 28.4 37 街区 街区 地区 エリア エリア エリア 47.4 45.0 44.8 44.7

12 個別 個別 街区 街区 地区 エリア 36.7 33.3 32.9 32.9 38 街区 地区 地区 地区 地区 地区 43.1 40.9 40.6 40.6

13 個別 個別 街区 地区 地区 地区 35.0 29.5 29.2 29.1 39 街区 地区 地区 地区 地区 エリア 47.6 45.3 45.1 45.1

14 個別 個別 街区 地区 地区 エリア 39.4 34.0 33.6 33.6 40 街区 地区 地区 地区 エリア エリア 47.6 45.3 45.1 45.1

15 個別 個別 街区 地区 エリア エリア 39.4 34.0 33.6 33.6 41 街区 地区 地区 エリア エリア エリア 47.6 45.3 45.1 45.1

16 個別 街区 街区 街区 街区 街区 34.6 31.6 31.4 31.4 42 街区 地区 エリア エリア エリア エリア 47.6 45.3 45.1 45.1

17 個別 街区 街区 街区 街区 地区 34.9 32.0 31.8 31.8 43 地区 地区 地区 地区 地区 地区 43.7 41.1 40.8 40.8

18 個別 街区 街区 街区 地区 地区 35.3 33.3 33.1 33.1 44 地区 地区 地区 地区 地区 エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

19 個別 街区 街区 地区 地区 地区 35.4 33.5 33.3 33.3 45 地区 地区 地区 地区 エリア エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

20 個別 街区 地区 地区 地区 地区 39.2 34.3 34.1 34.1 46 地区 地区 地区 エリア エリア エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

21 個別 街区 街区 街区 地区 エリア 43.7 38.8 38.6 38.6 47 地区 地区 エリア エリア エリア エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

22 個別 街区 街区 地区 地区 エリア 43.7 38.8 38.6 38.6 48 地区 エリア エリア エリア エリア エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

23 個別 街区 街区 地区 エリア エリア 43.7 38.8 38.6 38.6 49 エリア エリア エリア エリア エリア エリア 48.2 45.5 45.3 45.3

24 個別 街区 地区 地区 地区 エリア 43.7 38.8 38.6 38.6

25 個別 街区 地区 地区 エリア エリア 43.7 38.8 38.6 38.6

26 個別 街区 地区 エリア エリア エリア 43.7 38.8 38.6 38.6
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 4-3.BID制度の活用の有効性 

 本研究で、検討する BID 制度は、街区レベル以上の環境施策によ

りエネルギーネットワークに接続する建物所有者から BID 税の徴収

し、地域エネルギー事業者に還元することを想定する。BID 税は各施

策選択パターンの B/C を 1.0 まで高めるため、2050 年までの不足金

額をそれまでに接続する建物の延床面積の比率に合わせて設定する。 

各施策選択パ

ターンにおける

延べ床面積当た

りの BID 税（円/

㎡）を図６に示

す。エリア施策を

導入するパター

ンは特に不足金

額が大きくなり、BID 税も増額する。 

ここで、BID 税は、地区単位の取組に対する不動産所有者の受ける

便益を理由として徴収するため、BID 税が不動産所有者の便益を下

回っていることが望ましい。そこで、BID 税と不動産価値の向上金額

の比較を行い、BID 税金額の妥当性を評価することで、制度の有効性

と活用可能性を明らかにする。不動産価値向上金額/BID 税と事業期

間内における総エネルギー削減率の関係を示す（図７～９）。 

[23%＜エネルギー削減割合≦26%] 

この区間では、多く

の施策展開パターンの

不動産価値金額／BID

税が 1.0 を上回ってい

る。値が大きいものは、

パターン 29 などのエ

リア施策を選択しない

ものである。このよう

なパターンは、施策展開に合わせて接続する建物数が多くなり、一所

有者当たりの BID 税が小さくなったことにより、不動産向上価値が

大きく上回ったと考えられる。一方で、2045 年以降にエリアレベル

を選択するパターンも 1.0 を上回り、事業後半からエリアレベルの選

択を行うことは可能であると考えられる。このことから、環境施策の

展開に BID 制度を用いる場合は、早期からエネルギーネットワーク

への接続需要家を増やし、参加する不動産所有者を多く取り入れなが

ら事業を行うことが重要であるといえる。 

[26%＜エネルギー削減割合≦27.5%] 

建物更新パターン

[現状]の施策展開パ

ターンにおいて1.0を

上回る施策が多い。こ

れらは上記と同様に

エリアレベルの施策

を選択しない場合で

ある。エリア施策によ

り高い削減率を実現していくには多額の不足金が生じるため、不動産

価値向上を原資とした BID 税には妥当性がなくなっている。 

 [27.5%＜エネルギー削減割合] 

この区間は、高いエネルギー削減率を達成する区間であるが、ほと

んどの施策展開パ

ターンが早期の段

階からエリア施策

を導入するパター

ンであり、不足金額

が増大したため妥

当性がなくなる。 

以上本章より、街

区レベル・地区レベルの施策展開に関しては、経済性の改善を行うた

めの BID 税に妥当性があり、環境施策展開に対して BID 制度の活用

が期待されることが明らかになった。 

5.おわりに 

長期的な削減目標の達成に向けた地区単位における環境施策の展

開と制度活用に向けて以下の２点が重要であると考えられる。 

(１)環境目標の達成を見据えたエネルギーの融通の推進 

本研究では、個別、街区、地区、エリア規模の環境施策を展開する

ことによるエネルギー削減効果を検証した。個別施策のみでは環境目

標の達成は難しく、街区レベル以上のエネルギーの融通によって目標

の達成が可能であることから、地区内の建物の更新と合わせたエネル

ギーネットワークを構築することが重要であるといえる。 

(２)環境施策展開と合わせた BID 制度の活用 

本研究では、環境目標の達成が可能である施策パターンにおける

経済性を担保するための制度として、BID 制度の活用を検討し、街

区、地区レベルの施策展開においては、制度の活用による経済性の

担保と徴収金額に妥当性があることが示された。このことから、環

境目標の達成には、BID 制度のように地区単位で制度を活用し、施

策の展開による便益を享受する主体と連携を行うことが重要である

といえる。 
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図９ 不動産価値／BID 税とEN削減割合の関係３
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図７ 不動産価値／BID 税とEN削減割合の関係１

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.50% 26.50% 27.50%

不動産価値/BID税
現状 集積

整備 計画

不動産価値

BID税
= 1

エリアレベルの施策選択なし

[エネルギー削減率]

図８ 不動産価値／BID 税とEN削減割合の関係２
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