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１．はじめに                       

東日本大震災以降、我が国では大規模集中型エネルギ

ーシステムの脆弱性に対する懸念から、多様なエネルギ

ー源を活用した自立・分散型エネルギーシステムの構築

が求められており、環境性と防災性を両立する持続可能

なエネルギーシステムの構築が必要とされている 1)。こ

の持続可能なエネルギーシステムの重要な要素としてコ

ージェネレーションシステム（以下、CGS）を用いた面

的エネルギーシステムがあり、発電時に生じる廃熱を利

用することで CO₂排出量削減が可能なことや、系統電力

停止時に熱電の供給が可能であるため、国は面的エネル

ギーシステムの普及促進を図っている 2)3)。 

また、我が国の地方都市は、少子高齢化や人口減少が

進んでいる中で持続可能な都市づくりを目指している
4)。そのため、国は平成 26年に都市再生特別措置法の

改正を行い、居住や都市の生活を支える機能の誘導を目

指した立地適正化計画の策定を全国の市町村に推奨して

いる。これを受けて自治体は、居住誘導区域や都市機能

誘導区域を定めることが可能となり、今後は都心部のみ

ならず郊外の拠点においても都市機能の集約を見込んで

いる 5)。都市機能の集約は、生活利便性の向上の他に環

境負荷の低減や防災性の向上なども期待しているが、計

画においてそれらを考慮している自治体が少ない(1)。 

 これまでのところ、面的エネルギーシステムに関する

研究は、都心部を対象として CGS導入に向けた用途誘導

の効果を検討したもの 6)や、導入に最適な土地利用のあ

り方を論じた研究 7)がある。しかし、郊外部に着目して

面的エネルギーシステム整備のあり方を論じたものはみ

られない。 

 そこで、本研究は郊外部における面的エネルギーシス

テムの導入可能性のあり方を明らかにすることを目的と

する。具体的には、郊外部において都市機能の誘導が面

的エネルギーシステムの導入に与える影響を評価し、そ

のあり方を検討するものである。なお、本研究の対象地

は、現在立地適正化計画の策定を目指している神戸市と

する。 

 

２．郊外部の面的エネルギーシステム導入の方向性    

 ここでは、神戸市における面的エネルギーシステムの

導入に向けて各行政計画や郊外部の現状、エネルギー需

要から、今後の面的なエネルギー利用の方針を明らかに

する。 

2－1．神戸市の面的なエネルギー利用の方針と郊外部の

現状 

 神戸市は、2011年に策定された「神戸市総合基本計画」

を最上位計画とし、その下位計画として「神戸市環境マ

スタープラン（2011）」と「神戸市都市計画マスタープラ

ン（2011）」を位置づけている。また、低炭素都市構築の

実現に向けて環境と都市を併せて考えている「神戸スマ

ート都市づくり計画（2012)」を策定している。ここで、

これら４つの計画の面的エネルギー導入に関する施策を

見てみると（表 1）、全ての計画において面的エネルギー

の導入を検討していることが分かる。特に、多くの都市

機能が既に集積している三宮地区を中心とした都心部は、

面的エネルギー利用の方針が示されている。実際、三宮

地区を中心とした都心部では、既に 4エリアで熱供給事

業が行われている。これより、神戸市は、六甲山系南部

の三宮地区を中心とした都心部周辺での面的エネルギー
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システム利用の有効性は示していることが明らかとなっ

た。しかし、全域での熱供給を位置付けていながらも、

これまでのところ神戸市郊外部の拠点における面的エネ

ルギーシステム利用に関する具体的な施策は見られない。 

また、神戸市は、今後立地適正化計画の策定により居

住機能や都市機能の誘導を行い、居住誘導区域の居住環

境を維持・改善していく方針であり、都市機能の誘導を

進めていく拠点を複数設定している（図 1）。そこで、各

都市機能誘導区域の方向性をみてみると(表 2)、郊外部

の拠点が含まれる「複合都市機能誘導区域」と「地域連

携都市機能誘導区域」は、今後、住宅や業務などの用途

誘導が求められている。さらに市は、老朽化した区役所

の移転を現在進めている。郊外部の拠点の中でも特に「西

神中央」と「鈴蘭台」においては、それぞれ西区役所と

北区役所が移転するにあたり都心と同等の都市機能を集

積・維持していく方針にあることがわかる。 

2－3．神戸市の熱需要密度 

現状の導入可能性を明らかにするために神戸市の熱需要

密度を算出する。熱需要密度の算出には、表 3の原単位

を用い、建物用途の整合を行った後、町丁目ごとに算出

した。図 2 より、地域冷暖房の導入条件とされている

4.2[TJ/ha]以上を満たす町丁目は、三宮地区を中心とし

た都心拠点に集中していることが分かる。一方で、拠点

として指定されている町丁目は、現状では導入可能性が

見られないが、今後郊外部から計画的に集約を行うこと

で、商業・業務施設などの都市機能が集積し面的エネル

ギー導入の可能性が考えられる。 

以上より、神戸市では立地適正化計画の策定を進めて

いるが、都心部以外の郊外部における面的エネルギー利

用に関する具体的な制度や詳細な整備計画は示されてい

ないことが明らかとなった。そこで、今後は都心部と同

等の都市機能が求められている「西神中央」と「鈴蘭台」

を対象とし、面的エネルギーシステム導入の可能性を明

らかにする。 

３．面的エネルギーシステム導入の観点から見た都市機

能誘導の影響   

ここでは、都市機能誘導が面的エネルギーシステム導

入に与える影響を検証するために、誘導パターンを設定

し、各パターンにおける事業性を算出する。 

3－1．都市機能誘導のパターン設定 

まず、未利用延床面積の充足率パターンを設定した（図

3）。未利用延床面積とは、各建物に指定された容積率に

対して使われていない容積率分の延床面積である。都心

と比較して地域拠点は、指定された容積率を 100％利用

しているケースの少ないのが現状である。したがって、

拠点内の未利用延床面積を 100％利用して都市機能誘導

を行うのではなく、未利用延床面積の充足率を 25％・

50％・75％・100%の 4パターンで都市機能誘導を考える。 

図 1 都市機能誘導区域 
資料) 参考文献 8),9) 

表 2 都市機能誘導区域の方向性 

住宅 業務 商業 医療 文化・教育
都市機能誘導区域
（エリアのイメージ）

都心核都市機能誘導区域
（都心核）

複合都市機能誘導区域
（都心核、区の中心）
地域連携都市機能誘導区域
（上記以外の連携・地域拠点）

×
名谷、学園都市、
岡場、谷上

既成市街地、鈴蘭台、
西神中央

○○○○○

○ ○ × ×

誘導する都市機能
地域

× ○ ○ × ○ 三宮

資料) 参考文献 8),9) 

計画名
面的利用に

関する記述
施策の概要

神戸市総合基本計画(2011) 〇
・地区レベルでの面的エネルギー利用

・CGSや再生可能エネルギーなどの普及促進

神戸市環境マスタープラン(2011) 〇
・効率的なエネルギー利用や省エネにむけた面的エネルギー利用

・都心部での面的エネルギー利用やエネルギー融通

神戸市都市計画マスタープラン(2011) 〇
・地域冷暖房や建物間熱融通などの面的エネルギー利用

・建物の集約化によるエネルギー利用の効率化

神戸スマート都市づくり計画(2012) 〇
・都心地区での面的エネルギー利用

・地域冷暖房などによるエネルギー利用の効率化

表 1 神戸市の面的エネルギーに関する計画 

電力 冷熱
電力消費量 冷房消費量 暖房消費量 給湯消費量
（kwh/㎡・年） （MJ/㎡・年） （MJ/㎡・年） （MJ/㎡・年）

住宅 21 36.3 75.6 126

業務 156 322.3 117 9
商業 226 575.5 132.3 96
医療 170 368.5 279 335
宿泊 200 460.9 301.5 335
文化 63 181 361 0
教育 55 92 239 0
その他 0 0 0 0

引用）地域冷暖房技術手引書

年間

温熱

用途

表 3 各建物用途の電力・冷熱・温熱消費原単位 

資料) 地域冷暖房技術手引書 

図 2 神戸市の熱需要密度 
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次に、用途誘導パタ

ーンを設定した（表4）。

前章で明らかにした各

拠点分析から対象地の

郊外拠点への誘導が期

待されている用途は、

「商業・医療・業務・教

育・住宅」であることが

分かった。住宅用途は

今後も一定の用途

を誘導する必要が

あることから誘導

割合は趨勢とし、

他の用途について

は、0％・25％・

50％・75％・100％

の組み合わせと設

定した。 

これより都市機

能誘導シミュレー

ションを、「未利用

延床面積の充足率

パターン（4パター

ン）×用途誘導パ

ターン（32パター

ン）」で検証し、都

市機能誘導後の事

業性シミュレーシ

ョンを行うこと

で、都市機能誘導

による面的エネルギーシステムの導入可能性を検討する。 

3－2．都市機能誘導が面的エネルギーシステムの事業性

に与える影響 

 都市機能誘導シミュレーションの条件設定を行う。都

市機能誘導の有効性は事業性（エネルギー平均単価）で

評価する。面的エネルギー供給事業の事業費はイニシャ

ルコスト、ランニングコストに代別されることから、コ

ストの詳細をイニシャルコストおよびランニングコスト

に分けて見ていく。なお、費用の算出にあたっては、既

往研究や関係企業 HP で公表されている単価や計算フロ

ーを用いた。表 5にイニシャルコストの算出要件を示す。

エネルギーネットワーク構築に用いるエネルギー機器と

して、熱電併給が可能な CGSを想定する（表 6、図 4）。

CGS の利用では、CGS で賄いきれない熱エネルギーに関

してはボイラの利用を想定する。また、表 7にランニン

グコストの算出要件を示す。 

ここで、前節で設定した条件を元に、各拠点全域を対

象に都市機能誘導シミュレーションを行った。検証結果

は以下の通りである（図 5）。これより、都市機能誘導の

結果、どちらにおいても誘導前よりも都市機能誘導後の

エネルギー平均単価の方が低くなっており、都市機能誘

導には料金を下げる効果が一定程度あることが明らかと

なった。しかし、図の「75％の最低値」や「100％の最低

値」のようなエネルギー平均単価を実現するには、容積

充足率を向上させる開発誘導を郊外部において行う必要

がある。現状ではその実現が難しいと考えられ、郊外部

における都市機能の立地をコントロールするような制度

が求められる。 

 

図 3 未利用延床面積充足パターン 

表 4 用途誘導パターン 

商業 医療 業務 教育 住宅

1 100 0 0 0 趨勢割合

2 0 100 0 0 〃

3 0 0 100 0 〃

4 0 0 0 100 〃

5 75 25 0 0 〃

6 75 0 25 0 〃

7 75 0 0 25 〃

8 50 50 0 0 〃

9 50 0 50 0 〃

10 50 0 0 50 〃

11 50 25 25 0 〃

12 50 25 0 25 〃

13 50 0 25 25 〃

14 25 50 25 0 〃

15 25 50 0 25 〃

16 25 0 50 25 〃

17 25 25 50 0 〃

18 25 25 0 50 〃

19 25 0 25 50 〃

20 25 25 25 25 〃

21 0 75 25 0 〃

22 0 75 0 25 〃

23 0 0 75 25 〃

24 0 25 75 0 〃

25 0 25 0 75 〃

26 0 0 25 75 〃

27 0 50 50 0 〃

28 0 50 0 50 〃

29 0 0 50 50 〃

30 0 50 25 25 〃

31 0 25 50 25 〃

32 0 25 25 50 〃

パターン
誘導用途

単価・計算方法 単位

（1） 1,500,000 円/m

（2） 導管延長×単価 円

（3） 50,000 円/m

（4） 導管延長×単価 円

全蒸気回収型CGS単価 （5）

~600kW：325,000円/kW

600~1200kW：225,000円/kW

1200kW~：185,000円/kW

円/kW

全蒸気回収型CGS （6） 単価×発電容量 円

蒸気吸収式冷凍機単価 （7） 20,000 円/kw

蒸気吸収式冷凍機 （8） 単価×発電容量 円

熱交換器単価 （9） 5,000 円/kW

熱交換器 （10） 単価×発電容量 円

（11） （2)+(4)+(6)+(8)+(10) 円イニシャルコスト

項目

熱導管単価

熱導管料金

自営線単価

自営線料金

機

械

設

備

表 5 イニシャルコスト 

資料) 参考文献 10)～14) 

図 4 熱電供給フロー 

表 7 ランニングコストとエネルギー平均単価 
計算方法 単位

イニシャルコスト÷耐用年数 円

CGS維持管理費 発電量×維持管理単価[2円/kWh] 円

設備維持管理費 機械設備費×比率[2%/年] 円

従業員数×年間給与[6,000,000円/人] 円

賃借料[3,295円/㎡/月]×プラント面積 円

ガス料金 57.1 円/㎥

水道料金 250 円/㎥

道路占有料 導管延長×占有単価[350円/ｍ ] 円

固定資産税 Σ[機械設備費×(1-減価率)×1/2)]×固定資産税率1.4% 円

償却費+維持管理費+人件費+賃借料+原燃料費+租税公課 円

電力供給量+熱供給量 MJ

総コスト ÷ エネルギー供給量 円/MJ

原燃

料費

租税

公課

総コスト

エネルギー供給量

エネルギー平均単価

項目

償却費

維持

管理費

人件費

賃借料

資料) 参考文献 10)～14) 

性能 単位

発電 40 ％

蒸気排熱 40 ％

② 1.2 COP

③ 100 ％

3.5 COPパッケージエアコン

機器名

①
全蒸気

回収型CGS

蒸気吸収式冷凍機

熱交換器

表 6 各種機器効率 

資料) 参考文献 15)～16) 

図 5 西神中央と鈴蘭台の都市機能誘導の結果 
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４．面的エネルギーシステムの事業性改善手法とその効

果  

 ここでは、面的エネルギーシステムの事業性を向上さ

せる手法を考え、その効果検証を行う。面的エネルギー

システムの事業性を向上させる手法として「公共と連携

した面的エネルギーシステム整備」を検討した。  

立地適正化計画では公共資産の活用を推進しているこ

とから、公共資産を活用した面的エネルギーシステム整

備施策として、「プラント賃借料の無償化」「上下分離方

式による導管敷設費用の公共負担」が考えられる。面的

エネルギー供給事業において機械設備を設置するための

プラントスペースは、多くの割合を占めるコスト要因で

ある。そこでプラントを公共の施設内に設置し、その賃

借料を無償化する公的不動産の活用手法として、プラン

ト賃借料無償化が現在注目されている。また、上下分離

方式は、公共が熱導管の敷設費用などを負担する仕組み

である。 

そこで、「①．プラント賃借料を無償化した場合」「②．

上下分離を行った場合」「③．①と②の両方を行った場合」

の３パターンをここでは検証した（表 8、図 6）。図をみ

ると、「パターン③：プラント賃借料無償化および上下分

離方式」を行った場合のエネルギー平均単価が、パター

ン①や②と比べ低くなっており、最も廉価になっている

ことが分かる。このように公共が熱導管の敷設費用やエ

ネルギープラントの賃借料を負担することでエネルギー

平均単価が下がり事業性が向上するため、面的エネルギ

ーシステムの導入が高まると考えられる。しかし、裏を

返せば低廉なエネルギー平均単価の実現には公共の財政

支援が不可欠であり、また要件を満たす建物すべてに接

続義務を求めることも必要だと考えられ、公共が将来の

都市像を考慮した計画や制度を不退転の決意で行うこと

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、今後、郊外部

の面的エネルギーシステムの整備に向けては以下の 2点

が必要と考える。 

(1) 都市機能誘導と併せた面的エネルギーシステム整備

の可能性 

 本研究では、郊外部の拠点を対象として自治体が誘導

を図る都市機能を用途誘導することで、エネルギー需要

が高まり、面的エネルギーシステム整備に係る事業性は

向上すると示された。その際、事業性の向上には、用途

誘導だけではなく、容積充足率が影響を与えることが明

らかとなった。したがって、容積充足率を向上させる開

発誘導を郊外部において行う必要があるが、現状ではそ

の実現が難しいと考えられる。実現のためには、歩いて

暮らせるまちを郊外にもつくる必要性からも、機能の集

約化を誘導する仕組みを検討することが求められる。 

(2) 市街地更新を考慮した都市整備の重要性 

 これまでの低炭素都市づくりに向けた施策は、大規模

な再開発や新市街地開発への導入に留まっていた。しか

し、多くを占める既成市街地への導入を図る際には求め

られる都市機能に応じた建物更新と同時に施策を導入す

ることが重要とされる。郊外部は都心と異なり建物更新

の頻度が限定される。だからこそ将来を見据えた都市像

を定めた上で、時間軸を考慮しつつ市街地の更新に応じ

た施策の導入検討を進めていくことが求められる。 

 

【補注】 

(1) 「低炭素」や「エネルギー」を考慮した立地適正化計画としては、

北九州市や札幌市の計画が挙げられる 
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プラント賃借料無償化 上下分離

パターン① ○ ×

パターン② × ○

パターン③ ○ ○

表 8 検討する官民連携手法のパターン 

図 6 各パターンのエネルギー平均単価 
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