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補注)同一市区に複数庁舎がある場合は築年数が古いものを集計

庁舎建て替えを契機としたエネルギーネットワーク構築のあり方に関する研究  

A study on the Construction of District Energy Network at Rebuilding Stage of the City Hall  

中朝哉*・村木美貴** 

Tomoya Naka*・Miki Muraki** 

For prevention of global warming, low-carbon development and urban development that be 

able to supply stable energy at the time of disaster is required. Therefore, the central government 

has promoted effectively and efficiently use of dispersed power system that be able to save 

energy and supply energy in an emergency. Not only the introduction into the individual 

buildings, but also using as the district energy network in buildings is expected for more efficient 

use of energy and improvement for disaster prevention. For this reason, it has been promoted to 

introduce the energy system at the urban development and rebuilding stages.  

This paper attempts to clarify the way of construction of district energy network at the time of 

rebuilding of the timeworn city hall that increases in recent years, followed by the cost an alysis 

of the system introduction. 
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１．はじめに 

COP21 においてパリ協定が採択され、我が国を含む各国は、

CO2 の削減義務が課されるなど、環境に配慮したエネルギー利

用への転換が急務となっている 1)。一方で、東日本大震災をは

じめとする相次ぐ自然災害の発生や、今後起こりうる災害へ

の懸念から、緊急時における安定的なエネルギー供給基盤の

形成が求められている 2)。そのため国は、自立分散型エネルギ

ーシステムを面的に利用することで、平常時の省エネルギー

化と緊急時のエネルギー供給が可能になるエネルギーネット

ワークを構築し、環境性・防災性に優れた都市形成を求めてい

る 3)。

ところで近年、特に高度経済成長期に建設された庁舎は相

次いで建て替え時期を迎えており、その建て替え・移転が実

施・検討されている 4)。行政機関が使用する庁舎は、災害対応

時の拠点としての機能維持が必須であると共に、率先した環

境配慮が求められることから、建て替えを契機とした自立分

散型エネルギーシステムの導入や、周辺建物での面的なエネ

ルギー利用が期待される 5,6)。

しかし、事業に係る初期費用が莫大であり、エネルギー供給

が可能な周辺建物の立地状況や開発動向、庁舎を所有する公

共主体の事業への出資度合い等による投資回収期間は、大き

く異なる 7)。そのため、庁舎を含むエネルギーネットワーク構

築は、高い環境性・防災性を担保しつつも各関係主体の事業性

に留意した事業計画の策定が求められる。  

これまでのところ、エネルギーネットワーク構築に関する

研究は、地域の低炭素化とエネルギー料金低廉化に向けたエ

ネルギーシステム導入と開発誘導施策について検討したもの

や 8)、将来の都市構造を考慮してエネルギーシステム導入に対

する環境性評価モデルの構築を検討したものがある 9)。しかし、

庁舎建て替えを契機としたエネルギーネットワークの構築を

環境性・防災性の両面を担保しつつ、高い事業性を実現する手

法については、明らかではない。  

そこで本研究は、環境・防災地区の実現に向けた庁舎建て替

え時におけるエネルギーネットワーク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、エネルギーシステム整

備に関するシナリオを複数設定した上で、公共主体が関わる

事業スキームを検討し、各関係主体の事業性の向上を実現す

る手法を明らかにするものである。 

尚、本研究の対象地は、庁舎移転と周辺地域において開発事

業が計画されており、エネルギーの面的利用と業務継続地区

の構築が検討されている中野区役所周辺地域とする。  

２．庁舎におけるエネルギー利用の方向性 

 本章では、東京都の庁舎建て替えの動向、中野区役所周辺の

都市づくりとエネルギー利用の方向性を踏まえ、庁舎の建替

えと連携したエネルギー利用の方向性を明らかにする。 

２－１．東京都内の庁舎建て替えの動向 

東京都の各市区における庁舎の築年数の分布を見ると(図 1)、

法定耐用年数である 50 年を越え、既に建替えが必要な庁舎が

一定割合存在し、今後さらに増加することがわかる。これらの

庁舎の内、既に 1/4 以上の庁舎については、建替え計画が検

討 ・ 策

定 さ れ

て い

る。 

以 上

か ら 、

今 後 東

京 都 内

に お い

て 庁 舎

の 建 替

え が 相

次 い で

行われることがわかる。 

２－２．中野区役所周辺のエネルギー利用の方向性 

 中野区は、2017 年に「中野区駅周辺におけるスマートな環

境・防災都市づくり戦略」を策定し、今後の都市機能の活性化

が見込まれる中野駅を有する中野四丁目を戦略対象区域とし

て指定し、環境配慮や防災性の強化を掲げている。さらに、当

該地区は広域避難所として指定されており、災害対応拠点で

ある庁舎を有することから、災害時業務継続地区(BCD)の構築

*学生会員 千葉大学大学院 融合理工学府(Graduate School of Science and Engineering, Chiba University)

**正会員  千葉大学大学院 工学研究院(Graduate School of Engineering, Chiba University)

図 1.東京都内の庁舎築年数の分布 

- 341 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2020 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, February, 2020 

 が目指されている。これらの実現に向けた具体施策として、今

後計画されている庁舎の移転や再開発事業を契機とした自立

分散型電源の整備および面的な利用によるエネルギーネット

ワークの構築が掲げられている。  

 以上から、中野区は庁舎および周辺開発に合わせたエネル

ギーネットワークの構築を検討していることがわかる。  

２－３．中野区役所周辺の開発動向 

 新庁舎の整備が行われる中野四丁目地区における開発事業

は、以下の 2 つが計画されている(図 2)。 

・現庁舎・サンプラザ地区再整備計画  

 現区役所と多機能複合施設である中野サンプラザを有する

街区について、庁舎移転後の跡地と中野サンプラザの一体的

な大街区化と、新たな多機能複合施設の整備が計画されてい

る。 

・囲町東地区第一種市街地再開発事業 

 戸建て・集

合住宅が密集

した住宅地区

において、土

地の高度利用

を行う複合施

設の整備が計

画 さ れ て い

る。また、新庁

舎の移転およ

び囲町東地区

における再開発

事業は同年度に終了し、その 4 年後に現庁舎・サンプラザ地

区の整備が計画されている。そのため、新庁舎の移転およびこ

れらの開発事業を契機としたエネルギーの面的利用を検討す

る際には、開発時期の違いを考慮した上で段階的にエネルギ

ー供給範囲を広げる必要があると考えられる。  

 以上本章より、都内における庁舎建て替えの機運は高まっ

ており、中野区においては庁舎の建替え及び周辺開発事業に

合わせたエネルギーネットワークの整備が検討されているこ

とが明らかとなった。 

 

３．エネルギーネットワークの構築可能性        

 本章では、エネルギーシステム整備に関するシナリオを複

数設定した上で、エネルギーネットワーク構築の事業性を明

らかにする。 

３－１．エネルギーシステム整備シナリオの設定 

 庁舎は災害拠点としての機能を要し、災害時におけるエネ

ルギーの自立が求められるため、必須のエネルギー供給先と

する。ここでは、新庁舎に加え、「囲町東地区」、「現庁舎・サ

ンプラザ地区」それぞれへの供給有無を含め、4 つのエネルギ

ー供給範囲シナリオを設定する(表 1)。尚、対象地区は BCD の

構築が目指されていることから、中圧ガス管の利用により非

常時においても高いエネルギー自立性が期待される CGS の導

入を想定する。 

次に、エネルギーシステムの整備シナリオとして、高いエネ

ルギー利用効率を保ち事業性を優先するシナリオ【経済重視

型】に加え、非常時のエネルギー需要を賄うことが可能なシナ

リオ【防災重視型】を設定する。この時、非常時の最大電力需

要に合わせて CGS の容量を設定した場合、排熱利用効率の低

下が懸念さ

れるため、

さらに既存

周辺建物へ

の熱融通を

行うシナリオを設定する。 

また近年、自立分散型リソースを束ねてマネジメントする

ヴァーチャルパワープラント(以下 VPP)の構築と、その制御に

よる需給バランスの調整を行うデマンドレスポンス(以下 DR)

への注目が高まっている。近年では、一般送配電事業者により、

需給バランスの調整が可能な電源として機能する「調整力」の

公募が行われており、需要家は契約容量と DR 時の発電量に

応じた収入が得られる(1)。そこで、今後の VPP および DR の

市場活性化を見越し、地区内で高い防災性を担保しつつも

CGS を調整力として機能させるシナリオ【完全自立型】を設

定する。尚、完全自立型においても既存建物への熱融通は行う

ものとし、計 5 つのシナリオにおける事業性の検証を行う(表

2)。 

 

 

 

 

 

３－２．事業性評価 

前節で設定した各シナリオに対する事業性評価として、直

接便益(B)を個別熱源方式と比較した年間あたりの光熱費削

減額とし、コスト(C)を事業全体に係る総費用の年間平均とす

る B/C を用いることで事業性評価を行う。尚、B/C は 1.0 を越

えることで事業としての有効性が示される。  

 まず、経済重視型におけるエネルギー供給範囲シナリオ別

の B/C の算出結果をみると(図 3)、シナリオ A、B では B/C が

1.0 を下回る結果となった。シナリオ A では、十分な熱需要が

なかったこと、建物利用用途が複合でないため熱電比が低く、

排熱利用効率が低下したことが事業性の低さの要因となって

いる。シナリオ B では、熱導管費用が占める割合が高く、そ

れに対し熱需要量が低いため B/C が低下している。シナリオ

C、D を比較すると、シナリオ D はシナリオ C に比べ熱導管

費用が占める割合が高くなるものの、熱需要量が高く、建物利

用用途の混合により排熱利用効率が高いことから光熱費の削

減便益が大きくなり、最も事業性が優れる結果となった。この

ことから、周辺開発と連動した面的なエネルギー利用は庁舎

単体におけるエネルギー利用と比較して B/C が向上し、特に

規模の大きい複合用途施設との面的なエネルギー利用による

事業性向上の可能性が明らかとなった。 

次に、最も事

業性が優れてい

たシナリオ D に

おいて、エネル

ギーシステム整

備シナリオごと

の B/C の検証を

行う。まず、経済

重視型と防災重

視型を比較

すると、B/C

に大きな差

があること

が わ か る

(図 4)。これ

は、防災重

視型は経済

重視型と比

較して CGS

容量増加に

伴うイニシ

図 2.中野区役所周辺の開発事業 

表 1.エネルギー供給範囲シナリオ 

シナリオ CGS設定容量 CGS容量[kW] 熱融通の有無 DRの有無

経済重視型 平常時の年間ピーク電力需要の30% 3148

防災重視型-熱融通なし 非常時の年間ピーク電力需要の100% 6595

防災重視型-熱融通あり 非常時の年間ピーク電力需要の100% 6595 〇

完全自立型-DRなし 平常時の年間ピーク電力需要の100% 10494 〇

完全自立型-DRあり 平常時の年間ピーク電力需要の100% 10494 〇 〇

表 2.エネルギーシステム整備シナリオ 

図 3.エネルギー供給範囲シナリオ別の B/C 

図 4.エネルギー整備シナリオ別の B/C 
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 ャルコストの増加と、それに伴う排熱利用効率の低下による

ものである。防災重視型の熱融通の有無を比較すると、熱融通

ありの方がわずかに B/C が高い。単純投資回収年数に換算す

ると、熱融通により 0.5 年ほど短縮される結果となった。これ

は、熱導管敷設費用より熱融通による光熱費削減分が上回っ

たためである。しかし、熱融通を行ったとしても経済重視型よ

り B/C は大きく下回る結果となった。次に、完全自立型では、

イニシャルコストの大幅な増加と、部分負荷運転による発電

効率低下に伴うランニングコストの増加により、B/C が低下し

ている。完全自立型の DR の有無を比較すると、DR 収入によ

り B/C の改善が見られたが、依然として B/C は低く、防災重

視型よりさらに投資回収が長期化する結果となった。このこ

とから、DR を想定したエネルギーシステムの構築は、DR に

よる社会貢献的な価値と、防災性の向上に寄与するメリット

があるものの、現状の DR 報酬相場では事業性の低下につな

がることが明らかとなった。そのため、現状では完全自立型に

おけるエネルギーネットワークの構築は事業性の観点から難

しく、今後の VPP および DR の普及とビジネス展開に向けて

は、市場活性化による DR に資するエネルギー機器価格の低

下や報酬相場の上昇、社会貢献度合いを評価した公的補助が

必要といえる。 

以上本章より、中野四丁目における庁舎の建て替えおよび

周辺開発事業を含むエネルギーネットワークの構築は、経済

性を重視した場合において事業性が確保されるものの、防災

性を重視した場合には事業性が確保されないことが明らかと

なった。 

 

４．エネルギーネットワーク構築のあり方        

 本章では、ステークホルダー別の費用負担と便益を評価し、

事業性改善に向けた事業スキームの構築を行い、その有効性

を明らかにする。 

４－１．ステークホルダー別の事業性評価 

 エネルギーネットワークの構築は、エネルギー費用の削減

のみならず、エネルギーネットワーク内の地域や建物の防災

性向上や、不動産価値の向上、CO₂の削減など多様な間接的便

益(Non-Energy Benefit(以下 NEB))をもたらす。これらの便益は、

サービスを受ける建物所有者や公共らが享受できることから、

各ステークホルダーは間接的な便益も考慮した上で事業に参

画する側面があると考えられる。そこで、各ステークホルダー

に発生する NEB を含めた事業性評価を行った上で、事業性改

善に向けた方向性を示す。 

 NEB の内容と算出方法は既往研究 10)を基本としつつ、一部

の NEB については以下のように修正と追加を行う(表 3)。 

□エネルギー供給停止回避に伴う便益 

 既往研究では、震災に伴うエネルギー供給停止確率を基に

便益を算出していた。しかし、台風や落雷に伴う系統電力の停

電など、停電発生は他自然災害等による要因も考えられる。そ

こで、震災に伴う停電発生確率に加え、東京電力が公開してい

る停電発生回数および停電発生時間の実績値を用いることで

便益の算出を行う。 

□非常用発電機の容量削減に伴う便益  

 地方公共団体は、人命救助の観点から、72 時間は稼働可能

な非常用発電機の確保が必須となっている。庁舎への CGS 導

入を想定した場合、軽油、重油等で稼働する非常用発電機の容

量削減に伴う費用削減が考えられる。そこで、72 時間分の運

転が可能な燃料を確保している場合を想定し、CGS 導入によ

る非常用発電機の機器費用、メンテナンス費用、燃料費、燃料

タンクおよび機器設置スペースの削減分について便益として

算出する。 

□非常時における CGS 発電電力の売電による便益 

 大規模な震災が発生した場合、発電所の稼働停止に伴い都

内全域において電力不足になることが懸念される。その際に、

防災重視型において系統電力への売電余地があり、特に中間

期において売電可能な電力量は増加する。そこで、売電可能な

年間平均電力量と電力供給停止時間から売却収入を算出する。

また、震災時における売電は、売電による直接的な収入だけで

なく、事業に参画している各ステークホルダーの社会貢献に

よる企業価値向上などのさらなる間接的なメリットが発生す

ることが期待される。 

□環境価値創出に関する便益 

 省エネ対策による J

クレジットの落札価格

の平均値に、CGS によ

る CO₂削減量を乗じる

ことで算出する。CO₂

削減割合の算出結果を

みると(図 5)、14.8%～

25.9%の削減が可能と

なっており、中野区が

掲げる 2025 年度の CO

₂削減目標 15.2%に対し高い寄与率となった。 

 以上をふまえ、前章で扱ったエネルギー整備シナリオ(各シ

ナリオで最も B/C が優れていたもの)について、NEB を含めた

各ステークホルダーの B/C の算出を行う。 

 算出結果をみると(図 6)、いずれのシナリオにおいても、NEB

の有無関係なしに、建物所有者、公共の B/C は 1.0 を越えてい

る。特に公共は受ける NEB が大きく、NEB を含む場合には

B/C が突出して 1.0 を上回る結果となった。一方で、エネルギ

ー事業者の B/C は 1.0 を下回り、NEB によってわずかな改善

があるものの、CGS 容量が大きいシナリオになるにつれて B/C

は低下している。そのため、いずれのシナリオにおいても、特

にエネルギー事業者の事業性改善が必要といえる。  

図 5.CO₂削減割合 

図 6.ステークホルダー別の B/C 

数値設定 単位 便益を受ける主体

(a1) イニシャルコスト ケースごとに設定 円

(a2) ランニングコスト(光熱費含まない) 円/年

(a3) 粗付加価値率 0.5 -

(a4) 波及効果期間 耐用年数の7割 年

(a5) 波及倍率 1.3 -

(a6) 標準地価 地価公示より設定 円/㎡

(a7) 不動産価値向上 0.5 -

(a8) 区域面積 対象区域面積 ㎡

(A1) インフラ建設投資の経済効果 (a1)×(a3)/(a4) 円/年 公共

(A2) 事業運営の経済効果 (a2)×((a5)-1) 円/年 公共

(A3) 不動産価値向上 (a6)×(a7)×(a8)/(a4) 円/年 建物所有者

(b1) 供給停止額原単位 5230 円/kWh・時間

(b2) CGS容量 ケースごとに設定 kWh

(b3) 発生確率(首都直下地震) 0.02 回/年

(b4) 供給停止時間 首都直下地震の停電継続期待値(51) 時間/回

(b5) 電気料金(光熱費) ケースごとに設定 円/年

(b6) リスク回避費用率 2.25 %

(b7) 発生確率(事故停電) 東電実績値(0.158) 回/年

(b8) 発生時間 東電実績値(0.375) 時間/回

(B1) エネルギー供給停止回避 (b1)×(b2)×(b3)×(b4)+(b1)×(b2)×(b8)円/年 公共・建物所有者

(B2) 法規制強化等のリスク回避 (b4)×(b5) 円/年 建物所有者

(c1) 居住人口 139748 人

(c2) 啓発教育に要するコスト 3000 円/人・年

(c3) 有効期間係数 0.3 -

(C1) 啓発教育効果 (c1)×(c2)×(c3) 円/年 エネルギー事業者

(d1) CO2削減量 ケースごとに設定 t-CO2/年

(d2) CO2価格 省エネによるJクレジット平均価格(1500)円/t-CO2

(D1) CO2削減価値 (d1)×(d2) 円/年 エネルギー事業者

(e1) 機器の削減費 ケースごとに設定 円/年

(e2) 機器のメンテナンス削減費 ケースごとに設定 円/年

(e3) 燃料削減費 ケースごとに設定 円/年

(e4) プラント面積削減に伴う賃料削減費 ケースごとに設定 円/年

(E1) 非常用発電機の容量削減 ケースごとに設定 円/年 建物所有者

(f1) 売電単価 デマンドレスポンスによる売却単価(26.1)円/kWh

(f2) 売電可能量 年間平均余剰電力供給量 kWh/年

(F1) 非常時の売電収入 (f1)×(f2)×(b3)×(b4) 円/年 建物所有者

F.非常時の売電による便益

項目

A.地域経済への波及に伴う便益

B.リスク回避による便益

C.普及啓発効果

D.環境価値創出に関する便益

E.非常用発電機の容量削減による便益

表 3.NEB の項目と算出方法 
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 ４－２．事業スキームの構築とその有効性 

 ここでは、公的補助によるエネルギー事業者の事業性改善

や、近年注目が集まる ESG 投資に着目し、グリーンボンドの

発行による事業性改善について検討する。  

□公的補助 

・補助金支援制度：既存の補助金支援制度を参考に、エネルギ

ーネットワークに係る初期費用である機器費、熱導管、自営線

費の 1/2 を公共が負担するものとする。 

・プラント賃借料無償化：新庁舎に整備する第一プラントの賃

料については、エネルギー事業者から徴収せず無償提供する

ものとする。 

□グリーンボンド発行による資金調達  

 近年、ESG 投資市場の拡大に伴い、ESG 投資の一つである

国内外のグリーンプロジェクトに要する資金調達のための債

券である「グリーンボンド」の発行額が増加している。グリー

ンボンド発行主体のメリットとして、社会的支持の獲得や、投

資家層の拡大、低金利による資金調達が挙げられる。そこで、

エネルギーネットワーク構築に伴う初期事業費の資金源につ

いて、グリーンボンド発行も含め資金調達した場合を想定し

B/C の算出を行うことで、グリーンボンドの発行による事業性

への影響を検証する。尚、金融機関による融資の利率は、日本

政策金融公庫の事業融資に対する最低基準利率である 2.16%

として設定し、グリーンボンド発行利率は、実績値から 0.09%

として設定を行う。グリーンボンドの発行年限は実績値から 5

年とし、5 年で償還可能な金額を上限として発行するものとし、

不足金額については金融機関の融資を受けるものとする。 

 以上の条件を基に、各ステークホルダーの便益と費用、サー

ビスの流れと関係性を表した事業スキームを整理し(図 7)、

B/C の算出を行う(図 8)。 

公的補助によりいずれのシナリオにおいてもエネルギー事

業者の B/C は NEB の有無関係なしに 1.0 を上回る結果となっ

た。このとき、NEB なしの場合では公共の B/C は 1.0 を下回

っている。そのため、公共は NEB による便益を適切に評価し

た上で公的補助の度合いを決定することが望ましい。また、グ

リーンボンドの発行を含め資金調達を行った場合の B/C の算

出結果をみると、グリーンボンドの発行によって、経済重視型

のとき事業全体として B/C は 4.8%の改善、防災重視型のとき

2.8%の改善、完全自立型のとき B/C は 1.6%の改善効果が得ら

れる結果となった。防災重視型、完全自立型は年間コストが大

きく、キャッシュフローの低下に伴い 5 年間で償還可能な金

額が低くなることから、グリーンボンドの発行金額が小さく

なり、結果として B/C の改善率が経済重視型と比較して低く

なっている。このことから、よりキャッシュフローの高い事業

において低金利のグリーンボンドにより資金調達することが

事業性向上に寄与すると考えられる。  

 以上本章より、NEB を含めた事業スキームの構築と、公的

補助およびグリーンボンドの活用によりエネルギー事業者の

事業性が確保されることが明らかとなった。  

 

５．おわりに                     

庁舎建て替え時におけるエネルギーネットワーク構築に向

けて、以下の 2 点が重要と考える。 

【1】間接便益を考慮した公的補助の検討  

非常時のエネルギー需要を賄えるエネルギーネットワーク

の構築は、特にエネルギー事業者の事業性が成り立たないこ

とが明らかとなった。このとき、間接便益を含めて事業性を算

出し、補助金や賃料無償化等の公的補助により公共の事業性

を保ちながらもエネルギー事業者の事業性確保が可能なこと

が明らかとなった。このことから、公共は光熱費削減による直

接的な便益に加え、間接的な便益を適切に評価した上で、出資

主体であるエネルギー事業者への公的補助の度合いや方法等

の検討を行う必要があるといえる。 

【2】低金利債券による資金調達 

エネルギーネットワークの構築は初期費用の高さから、特

に防災性を重視した場合には事業性が低下するが、グリーン

ボンドの発行による資金調達は、金利の低さによる事業改善

効果があり、特にキャッシュフローが優れたシナリオにおい

て事業性改善効果が高くなることが明らかとなった。このこ

とから、高い事業性を実現するエネルギーネットワークの構

築に向けては、グリーンボンドのような低金利債券の発行と、

そのためのキャッシュフローの構築が必要といえる。  

 

【補注】  

(1) 契約容量に応じた固定報酬と DR 時の発電量に応じた発電報酬が

得られる。  
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