㈨ᩱ㸰

ႺᡈƷ૨ᅹႾӕǓǇƱǊƷإԓሁƴƭƍƯᲢܖఄᚨ᧙ᡲᲣ

ᲫᲨžƜǕƔǒƷ᭗ሁܖఄᚨſ
ŴžƜǕƔǒƷཎКૅੲܖఄᚨſ * 
㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉䛾㐍ᒎ䜢ཷ䛡䚸⥲ྜᏛ⛉䚸༢ไ㧗ᰯ䚸୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ䛺䛹䛾᪂䛧䛔䝍䜲
䝥䛾㧗➼Ꮫᰯ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䜔䚸≉ูᨭᩍ⫱䛾᥎㐍䛾䛯䜑䚸」ᩘ䛾㞀ᐖ✀䛻ᑐᛂ䛧䛯Ꮫᰯ䚸
⫋ᴗᩍ⫱䜢㔜ど䛧䛯Ꮫᰯ䛺䛹᪂䛧䛔䝍䜲䝥䛾≉ูᨭᏛᰯ䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸Ꮫ⩦ᣦ
ᑟせ㡿䛾ᨵゞ➼䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻟 ᭶䛻㧗➼Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭᏛᰯタᩚഛᣦ㔪䜢
ᨵゞ䚹ᙜヱᣦ㔪ࡢᨵゞෆᐜࢆඛྲྀࡾࡋ࡚ᩚഛࡋࡓࢆ㞟ࡵࡓ㞟ࢆసᡂࠋίಒᙲỊКชᾀ
ửӋༀὸᴾ


ᲬᲨܖఄǼȭǨȍȫǮȸ҄ਖ਼ᡶ૾ሊ౨᚛ۀՃ˟إԓᲢ*Უ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜᅵ㏻┬ࡀ㐃ᦠࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ┬࢚ࢿ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾ㐍ࡵࡓࠊ
Ꮫᰯࡢࢮ࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆᐇࠋᏛᰯタ࠾ࡅࡿࢮ࢚ࣟࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢᐇ⌧ᡭἲࡸ⎔ቃᩍ⫱ࡢάࡋ᪉➼ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࠋίಒᙲ
ỊКชᾁửӋༀὸᴾ


ᲭᲨܖఄưưƖǔႾǨȍ * 
ࡢᆅ⌫

ᬮࡸᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿ㟁ຊ㊊࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛᰯࡢ┬࢚ࢿ

ᑐ⟇ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ጤဨࡸᩍဨࠊඣ❺࣭⏕ᚐ࡞Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ูࡑࡢᙺࢆ
᫂☜ࡍࡿ➼ࠊᏛᰯ࡛ά⏝࡛ࡁࡿ┬࢚ࢿᑐ⟇ࢆศࡾࡸࡍࡃ♧ࡋࡓ㞟ࢆసᡂࠋίಒᙲỊ
КชᾂửӋༀὸᴾ


ᲮᲨܖఄᚨᲢ˳ᏋᲣƷǨǳો̲Ʒਖ਼ᡶƷƨǊƴ᳸Ǩǳો̲ȡȋȥȸƱȢȇȫȗȩȳƴ
ƓƚǔǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐ᳸

* 

ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᩥᩍタ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ᪤Ꮡయ⫱㤋࠾ࡅࡿᐊෆ⎔ቃᨵၿࢆྵ
ࡴ⎔ቃᑐ⟇㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆᐇࠋ
Ꮫᰯࡢయ⫱㤋ࡢᐊෆ⎔ቃࡸ⎔ቃ㓄៖㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆศᯒࡋࠊ⎔ቃ㈇Ⲵࡢపῶࠊ┬㈨※࣭
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍ཬࡧ⎔ቃᩍ⫱ࡢຠᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪤Ꮡయ⫱㤋ࡢᨵಟ࠶ࢃࡏ࡚ᐇ࡛
ࡁࡿ⎔ቃᑐ⟇ࢆ♧ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࠋίಒᙲỊКชᾃửӋༀὸ


ᲯᲨܖఄᚨƷ᩼ನᡯᢿƷ᎑ᩗݣሊʙ̊ᨼᲢ*Უ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣከࡃࡢᏛᰯタ࠾࠸࡚ࠊኳᮦࡢⴠୗ࡞㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢ⿕ᐖࡀⓎ⏕
ࡋࠊேⓗ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࡀ࠶ࡿ࡞ࠊᨵࡵ࡚㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢ⪏㟈ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡽࠊ㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢ⪏㟈Ⅼ᳨࣭ᑐ⟇ࢆ㏿ࡸᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ㠀ᵓ
㐀㒊ᮦࡢ⪏㟈ᙜࡓࡗ࡚ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࠊᏛᰯタࡢ⪏㟈ᑐ⟇➼㛵ࡍࡿ㞟ࢆసᡂࠋ
ίಒᙲỊКชᾄửӋༀὸᴾ

別添１
૨ᚨ˖ဒᢿᚨ˖ဒᛢ

9 ૨ᢿᅹܖႾỂỊẆ᭗ሁܖఄᏋો᪃ỉᡶޒửӖẬẆዮӳܖᅹẆҥˮС᭗ఄẆɶ᭗ɟᝦᏋఄễỄỉૼẲẟ
ἑỶἩỉܖఄầفảềẟỦẮểẆộẺẆܖ፼ਦݰᙲ᪸ỉોᚖሁỆࣖݣẴỦẺỜẆᾁᾂ࠰ᾂஉỆ᭗ሁܖఄ
ᚨૢͳਦᤆửોᚖόẇ
9 ɥᚡਦᤆોᚖỆếẟềỉྸᚐử᭗ỜỦẺỜẆોᚖϋܾửέӕụẲềૢͳẲẺʙ̊ửᨼỜẺʙ̊ᨼử˺ẇ
䠆ᨵゞ䛾䝫䜲䞁䝖
䞉యᛶ䜢㣴䛖✵㛫䛾ᐇ
䞉Ꮫ⩦䞉⏕ά✵㛫䛾㉁䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ
䞉ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺タᩚഛ
䞉⌮ᩘᩍ⫱䛾ᐇ

䞉ሗᩍ⫱䛾ᐇ
䞉ゝㄒάື䛾ᐇ
䞉㐠ື⎔ቃ䛾ᐇ
䞉䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䞉⫋ᴗᩍ⫱䛾ᐇ

䞉≉ูᨭᩍ⫱䛾ᐇ
䞉⎔ቃ㠃䜈䛾㓄៖

ኰʼʙ̊
ܱ፼ӏỎࡈܖầɟܴỂᘍảỦܱ፼ܴ

ỿἵἼỴᏋ˳СửૅảỦؾ

ܷ؉Ⴤႉჽ᭗ሁܖఄ

್᪰ࠊᇌ
್᪰ዮӳ᭗ሁܖఄ

ᗙᏛ䝇䝨䞊䝇䛸ᐇ⩦䝇䝨䞊䝇䛜
୍య䛧䛯ᐇ⩦ᐊ䚹ᗙᏛ䝇䝨䞊䝇
䜢㝵ẁ≧䛻䛧䚸⏕ᚐ䛜ᩍᖌ䛾ᣦ
ᑟ䛾ᵝᏊ䜢ぢ䜔䛩䛔䜘䛖ᕤኵ

ㆤ䛾ᐇ⩦⏝䛻」ᩘ䛾㟁ືᘧ
䝧䝑䝗䜢ഛ䛘䛶䛔䜛⚟♴ᐊ

ᐯࢷểʩ්ửᏋớᅹܴᢃփ૾ࡸỉؾửૢͳ
ൢͅםểỉᢘӳửụễầỤẆ
ٶಮễѣầᘍảỦᆰ᧓ửоᡯ

ᅸဋჄᇌ
್ฌᨒܖᨈɶܖఄ
Ὁ᭗ሁܖఄ

ỽἼἑἋ܇ڡɶܖ᭗ሁܖఄ
ᩍ⛉ᩍᐊ䠄ዟ䠅
䛻㞄᥋䛧䛯⨨
䛻䝩䞊䝮䝧䞊䝇
䜢ᩚഛ䛧䚸⏕ᚐ䛾
ᒃሙᡤ䜢☜ಖ

ᮌ䜢䜅䜣䛰䜣䛻䛔䚸䛼䛟䜒䜚䛒 ᖜᮌ
䜅䜜䜛Ᏻ䜙䛞䛾✵㛫䜢ᩚഛ

ଐࠝႎỆᢃѣỆᚃẲỜỦợạپẰủẺᆰ᧓
ဃࢻỉႸႎỆࣖẳ௩᠂ỆࣖݣỂẨỦἋἬὊἋửဇॖ

ᅦჄᇌ
˟ܖᯙɶܖఄ
Ὁ᭗ሁܖఄ
䝷䜴䞁䝆䛻䛴䛟䜙䜜䛯᥇ග㇏
䛛䛷᫂䜛䛔⮬⩦䝇䝨䞊䝇

҅ឭ᭗ሁܖఄ
ኳೃ䛻ᕥྑ䛥䜜
䛪⏝䛷䛝䜛䜰
䝸䞊䝘䠎㝵䛻ᩚ
ഛ䛥䜜䛯䝷䞁䝙
䞁䜾䝁䞊䝇

ႆễἅἱἷἝἃὊἉἹὅửဃỚЈẴᆰ᧓ửૢͳ
ဃࢻỉܖỎὉʩ්ử̟Ẵᆰ᧓ửૢͳ

ҘᓶჄᇌ
Үଌଢᛗ᭗ሁܖఄ
ᰯ⯋୰ᚰ㒊䛻䛒䜛Ꮫ⩦䞉ὶ
✵㛫䛻㓄⨨䛥䜜䛯䚸⏕ᚐ䛾ά
Ⓨ䛺ὶ䜢ಁ䛩䜸䞊䝥䞁䝇
䝨䞊䝇

ỽỸὅἍἼὅἂửᙻẲẆႻᛩẲởẴẟؾỀẪụỆᣐॾ

ிʮᣃᇌ
ٻ൶ৎ᭗ሁܖఄ
┦ㄯ䛧䜔䛩䛔䜘䛖ᮌ䜢ᇶㄪ䛸䛧
䛯ᐙᗞⓗ䛺䛧䛴䜙䛘䛾䜹䜴䞁䝉
䝸䞁䜾䝹䞊䝮

؉Ҥ᩺ޢ᭗ሁܖఄ
Ὁɶܖఄ
⏕ᚐ䛸ᩍ⫋ဨ䛸䛾䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䛾ሙ䛸䛺䜛㐍Ꮫ㛵
ಀ䛾㈨ᩱ➼䜒タ⨨䛥䜜䛯✵㛫

ऴإᏋửૅảỦؾỉΪܱ

ᇌԡޛܣɶܖఄ
Ὁ᭗ሁܖఄ
䠐䠐ྎ䛾䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊䜢㓄⨨
䛧䛯ሗ₇⩦ᐊ䜢┠ⓗู䛻䠏
ᐊᩚഛ䚹ᤵᴗཬ䜃ㄢእάື䛷
ά⏝

䈜ᮏ㞟䛿䚸 ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶋᶃᶖᶒᵌᶅᶍᵌᶈᶎᵍᵿᵽᶋᶃᶌᶓᵍᶑᶆᶇᶑᶃᶒᶓᵍᶑᶃᶇᶀᶇᵍᶋᵿᶇᶌᵕᵽᵿᵏᵐᵌᶆᶒᶋ 䛷䛤ぴ䛻䛺䜜䜎䛩䚹

ỴỶἙỵỴᨼ ẒẮủẦỤỉ᭗ሁܖఄᚨẓỉಒᙲ
૨ᚨ˖ဒᢿᚨ˖ဒᛢ

૨ᢿᅹܖႾỂỊẆẮủộỂỆૢͳẰủẺ᭗ሁܖఄỉɶẦỤẆૼẲẟپầẝụʻࢸỉ᭗ሁܖ
ఄᚨૢͳμᑍỆấẟềӋᎋỆễỦể࣬ỪủỦڤʙ̊ửӓᨼẲẆỴỶἙỵỴᨼử˺ẇ

ᾋỴỶἙỵỴᨼỉನᾍ
ஜỴỶἙỵỴᨼỊẆẔᚘဒὉૢͳዻẕ ẔܴὉᆰ᧓ዻẕỉᾁዻỂನẇ
ẔᚘဒὉૢͳዻẕ
㧗➼Ꮫᰯタ䜢᪂ቑᨵ⠏䚸䛒䜛䛔䛿ᨵಟᩚഛ䛩䜛㝿䛻䚸ィ⏬䞉タィ㐣⛬䛷ཧ⪃䛸䛺䜛ܖఄᚨμ˳ίᣐፗ
ᚘဒễỄὸỆᙻໜửấẟẺᾀᾄỉỴỶἙỵỴ䜢ᥖ㍕
ẔܴὉᆰ᧓ዻẕ
ᩍᐊ䜔ᗯୗ䛺䛹ӲܴẆᆰ᧓ἾἫἽỉᚘဒὉᚨᚘửᘍạᨥỆӋᎋểễỦᾁᾃỉỴỶἙỵỴ䜢ᥖ㍕

ᾋỴỶἙỵỴỉɟ̊ểᛠỚ૾ᾍ
ẔᚘဒὉૢͳዻẕ

ᚘဒὉૢͳỉỈỤẟ䠖ィ⏬䞉ᩚഛ䛾┠
ⓗ䜔ᕤኵ䛧䛯Ⅼ䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ᚘဒὉૢͳỉἯỶὅἚ䠖ィ⏬䞉ᩚഛ䛾┠ⓗ䜢ᐇ⌧䛩䜛
䛯䜑䛾タィ䞉ィ⏬ୖ䛾␃ពⅬ䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ᚨૢͳỉپໜ䠖ᐇ㝿䛾タᩚഛ䛻䛚䛔䛶
ᕤኵ䛧䛯Ⅼ䜢┿➼䛻䜘䜚ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛧䛶
䛔䜎䛩䚹

ᏋјௐỉἯỶὅἚ䠖ᮏタᩚഛ䛷ᐇ⌧䛧䛯ᩍ
⫱ຠᯝ䛻䛴䛔䛶♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ẔܴὉᆰ᧓ዻẕ

ᚨૢͳỉỈỤẟ䠖タᩚഛ䛾┠ⓗ䜔ᕤ
ኵ䛧䛯Ⅼ䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ૢͳʙ̊䠖┿➼䛻䜘䜚ᩚഛෆᐜ䜢ศ䛛䜚
䜔䛩䛟♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䈜ᮏ䜰䜲䝕䜱䜰㞟䛿䚸 ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶋᶃᶖᶒᵌᶅᶍᵌᶈᶎᵍᵿᵽᶋᶃᶌᶓᵍᶑᶆᶇᶑᶃᶒᶓᵍᶑᶃᶇᶀᶇᵍᶋᵿᶇᶌᵕᵽᵿᵏᵐᵌᶆᶒᶋ 䛷䛤ぴ䛻䛺䜜䜎䛩䚹

૨ᚨ˖ဒᢿᚨ˖ဒᛢ

9 ૨ᢿᅹܖႾỂỊẆཎКૅੲᏋỉਖ਼ᡶỉẺỜẆᙐૠỉᨦܹᆔỆࣖݣẲẺܖఄởẆᎰಅᏋửᙻẲẺܖఄ
ễỄૼẲẟἑỶἩỉܖఄầૢͳẰủềẟỦẮểẆộẺẆܖ፼ਦݰᙲ᪸ỉોᚖሁỆࣖݣẴỦẺỜẆᾁᾂ࠰ᾂஉ
ỆཎКૅੲܖఄᚨૢͳਦᤆửોᚖόẇ
9 ɥᚡਦᤆોᚖỆếẟềỉྸᚐử᭗ỜỦẺỜẆોᚖϋܾửέӕụẲềૢͳẲẺʙ̊ửᨼỜẺʙ̊ᨼử˺ẇ
䠆ᨵゞ䛾䝫䜲䞁䝖
䞉୍ே୍ே䛾ᩍ⫱ⓗ䝙䞊䝈䜈䛾ᑐᛂ
䞉ᴗ➼䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜛⫋ᴗᩍ⫱䛾ᐇ➼䛻㈨䛩䜛✵㛫䛾ᩚഛ
䞉Ꮫ⩦䞉⏕ά✵㛫䛾ᐇ
䞉㐃ᦠ䛻㓄៖䛧䛯⫋ဨᐊ➼䛾ᩚഛ

䞉䝉䞁䝍䞊ⓗᶵ⬟䛾ᐇ䜔ᆅᇦὶ䜈䛾ᑐᛂ
䞉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ᨵゞ䜈䛾ᑐᛂ
䞉ሗ⎔ቃ䛾ᐇ
䞉≉ูᨭᏛᰯ䛾ᗂඣඣ❺⏕ᚐᩘ䛾ቑຍ䜈䛾ᑐᛂ
䞉⎔ቃ㠃䜈䛾㓄៖

ኰʼʙ̊
ᨦܹᆔỉီễỦ࠷δδᇜဃࢻỉʩ්ἋἬὊἋ

ٶಮễܖ፼ϋܾὉ࢟७ồỉщႎễࣖݣửӧᏡỆẴỦᚨ

ẝẨẺዮӳૅੲỺἼỴ
ẦầởẨỉɯ

ჽ߷Ⴤᇌ
ẟẲẦỪཎКૅੲܖఄ

ᗂඣඣ❺⏕ᚐࡸᩍ⫋ဨࠊಖㆤ
⪅ࠊᆅᇦࡢேࠎࡢὶࡢሙ
࡞ࡿὶ࣮࣍ࣝࢆඹ᭷ࡢ⋞㛵
タ⨨

ྍື㛫ษ䜚䜢䜸䞊䝥䞁䛻䛧䛶
ᗈ䛔✵㛫䜢☜ಖ䛧䚸㞟ᅋ䛷䛾Ꮫ
⩦άື䛻䜒ᙎຊⓗ䛻ᑐᛂ

Ⴤငử̅ဇẲẺఄᑀỆẰủẺᚨỉپ
ᆆѣỆấẬỦܤμὉ࣎ܤỆᣐॾẲẺᚨ

ᰦδჄᇌ
ᰦδႹܖఄ
ᗋ㝵ẁࡢቃ┠㸦ᖜᮌ㸧⃰
ῐࢆࡅࡿ࡞ࠊどぬ㞀ᐖࡀ
࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡀㄆ㆑ࡋࡸࡍࡃࠊ
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学校ゼロエネルギー化の基本的考え方

恵み豊かな環境を守り、私た
ちの子孫に引き継 いでいくためには、 環境への

負荷が少ない持続的発展が可能な社会を構築することが重要です。



学校施設におけるゼロエネルギー化の意義


学校施設は身近な公共施設であることに加え、例えば商業

施設と比べて年間の一次エネルギー消費量が  分の  程

度であるなど、他の用途よりエネルギーの消費が小さい建

築物です（表 ）。

このことから、良好な教育環境の確保を図りつつ、ゼロエ

ネルギー化への 取り組みを 積極的に行う 意義のある 建築

物の一つと考えられます。

そのような背景から、文部科学省と国土交通省が連携し、

外部有識者による委員会を設置し、これまでの省エネに関

する取り組みを より進めた 学校のゼロエ ネルギー化 の実

現可能性についての検討を実施しました。

加えて、ゼロエネルギー化の対策技術による防災機能への

貢献、学校施設を活用した環境教育についても検討を実施

しました。

このパンフレットは、検討結果の要点を分かりやすくまと

めたものであり、今後の学校づくりにおいて、実務に活用

されることを期待しています。


一次エネルギー
消費量[MJ/(年･㎡)]

サンプル数

1,862

851

4,412

878

宿泊施設

2,706

475

病院施設

2,478

1014

748

103

小・中学校

370

1796

高校

415

658

大学

1,023

263

展示施設

1,236

451

建物用途
事務所
商業施設

事務所
デパート
スーパー

幼稚園
保育園
教育施設

文化施設

表  建物用途別一次エネルギー消費量 （0-（年･㎡））
DECC（D ata-bes e for Energy Cons umptio n of Commercia l buil din g、非住宅建築物
の環境関連データベース、H19 年度データ）による。

区分



学校数（全体）

ゼロエネルギーの定義

幼稚園

13,299 園

5,024 園

本検討では、学校施設の年間での利用において

小学校

21,721 校

21,431 校

「一 次エ ネ ルギ ー消 費 量」− 「創 出す る エネ ルギ ー 量

中学校

10,751 校

9,915 校

（一次エネルギー換算量）」≒ゼロ以下

中等教育学校


である場合を「ゼロエネルギー」としています。


高等学校

49 校

28 校

5,060 校

3,724 校

表  学校のストック数
平成 23 年 5 月 1 日現在。／平成 23 年度学校基本調査による。

参考 1 ゼロエネルギー化の
実現に向けた取り組み
ゼロエネルギー化の実現に向けて、次の視点から徹底的な
取り組みを行う必要があります。
視点１：徹底的な省エネルギー（図  青）
①パッシブ手法で出来る限りの負荷抑制
②アクティブ手法で出来る限りの省エネルギー化
視点 2：創エネ等によるゼロエネルギー化（図  橙）
視点 3：的確なエネルギーマネジメント （図  桃）
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うち公立

図  ゼロエネルギー化の視点と手法




エネルギー消費の
特徴








学校施設におけるエネルギー消費の特徴
学校のエネルギー消費源の  割以上が電力由来です。 

①照明 のエネルギ ー消費量 の比率が大
きい

東京地域でモデル学校における年間エネルギー消費量の構成は、照明 ％、暖
房 ％、換気 ％、冷房 ％、その他（コンセント、給湯、コピー機等）％

②冷房 よりも暖房 における エネルギー

となっています。（図 ）
※給食室等は運営方式や施設の有無により各学校で異なるため、本検討には含めておりません。

消費量が大きい























建築的な特徴
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①低層建築が多い
②延べ床 面積に対する 窓面積の比率 が
高い

 ③空間的 な連続性（教 室と共用部等 ）
 が高い
 ④天井が高い










ᾖ
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図  学校施設のエネルギー消費量（年間）の内訳例
計算条件／建設地域：東京地域／延床面積：9080 ㎡（RC 造）／空調設備：個別式ガス熱源空調（冷房 COP3.31、
暖房 COP3.7）／照明設備：一般型蛍光灯（制御なし）／換気設備：一般換気（制御なし）／厨房施設：あり（配
膳のみ、調理なし）／地域開放：あり

学校施設のゼロエネルギー化の実現に向けて



①エネルギー使用状況から重点対象を決定する。



利用上の特徴

学校施設のエネルギー消費構造に係る特徴、学校の利用状況等を勘案し、以下の



項目について優先して対策を検討する必要があります。

 ①使用時間 が短い
 ②冷房の期 間が短い



③ 児童生徒 等の移動 に伴い、室 の使用
時間が多様 である
④スポーツ 施設を有する
⑤利用者側に設備の技術専門家が
いない

．照明エネルギー消費量の削減
．暖冷房エネルギー消費量の削減
．換気エネルギー消費量の削減
②省エネと創エネの最大目標値を設定する。
ライフサイクルでの経済性（初期投資額の増加、光熱水費の削減、メンテナンス
コストの増額等）に配慮し、現状から、省エネルギー量と創エネルギー量の目標
値を設定する必要があります。

ゼロエネルギー化の留意点

□ ゼロエネルギー化の取り組みは、常時の使用においてオーバースペックとならないよう計画に応じて適切に省エネ
ルギー技術を導入し、環境教育や防災面に配慮します。
□ 日別や月別の電力消費データを蓄積し、効果について評価を行い、適切な運営状態を保つことに配慮します。
□ 日常の点検・補修及び定期的な維持修繕が必要なため、これらを行いやすい計画とします。
□ 児童生徒等の行動範囲、動作領域、人体寸法を考慮するとともに、心理的な影響も含めて計画します。
□ 児童生徒等の多様な行動に対し安心感のある計画とするとともに、万が一事故が発生しても被害が最小限となるよ
う、安全性に十分配慮した計画とします。
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学校ゼロエネルギー化実現のための対策
ゼロエネルギー化を目的とした学校施設の整備において は、東京地域（温暖地）や仙台地域（ 寒冷地）における本シミュ
レーションを参考に、地域や学校の実情等を十分踏まえ、具体的な各種対策を効果的かつ適切に採用することが重要です。


東京地域（温暖地）、仙台地域（寒冷地）の


ゼロエネルギー化のためのシミュレーション
代表的な地域として東京地域（温暖地）、仙台地域（寒冷

シミュレーションイメージ図

1-6｜

太陽光発電
NZ 

「標準仕様（ೈ）」
地）を対象に、5& 造、木造について（ೈ１）
「標準努力対策」「最大努力対策」のケースごとにエネル

1-1｜ 屋根・外壁
高断熱化

ギー消費量を検討しています。

（5& 造）5≒ ㎡･.:
（木造）



5≒ ㎡･.:（屋根）



基本的な省エネ対策を行う「標準努力対策」



標準努力対策では、今後の施設整備において導入



が見込まれ る建物の 基本的性 能を高め る建築的



手法及び経済性に優れた設備技術を、全面的に導



入することを想定しています。



1-1

屋根・外壁の高断熱化、床断熱化

1-2

低放射複層ガラスまたは二重サッシ化



1-3

高効率熱源機器等の採用



1-4

高効率照明（各室共通）、人感センサー



1-5

換気ルートの無駄の回避、発停制御



1-6

太陽光発電 定格出力 20ｋｗ



5≒ ㎡･.:（外壁）

1-2｜

1-3｜

構造階数（面積）:RC 造 3 階建（約 9,000 ㎡）、木造 2 階建（約 5,000 ㎡）／主な
室数:RC 造（普通教室 24 室）、木造（普通教室 6 室）／空調方式：個別熱源方式／



平日の使用時間：普通教室（8:00〜15:30）、管理諸室（8:00〜2 0:00）̪体育館・特




空調の高効率化
全熱交換機の
採用






1-5｜ 換 気 ル ー ト の
無駄の回 避／
発停制御

別教室の地域開放なし／休日：土日祝日は校舎未使用／夏休み（7/20〜8/31）、冬休
み（12/24〜 1/8）ただし、管理諸室は 8:0 0〜1 7:00／暖房期間：東京地 域（12/1〜
2/28）、仙台地域（11/1〜3/3 1）／冷房：両地域（6/1〜9/3 0）

1-1｜

※2 標準仕様（2000 年以降程度の一般的な小学校の建築・設備仕様）



人感センサー

8≒: > ㎡･.@  

※1 共通条件・標準的な運用条件



高効率化

二重サッシ化




1-4｜ 照明器具の

低放射複層
ガラスまたは

床断熱化
5≒ ㎡･.:

【建築仕様】躯体の断熱水準：
（屋根）押出法ポリスチレンフォーム 2 種ｂ（40 ㎜）、
（壁）同断熱材（20 ㎜）、（床）無断熱／開口部：単層ガラス（6 ㎜）／庇：バルコ
ニー兼庇（計画による）／屋上緑化：一部採用（計画による）／【設備仕様】暖房・
冷房方式：（普通教室）FF 石油ファンヒーター・冷房なし、（特別教室・管理諸室）
一般効率のエアコン／換気方式：換気扇（24 時間換気、制御なし）／照明方式：一

図  標準努力対策の対策技術

般型蛍光灯（各室共通、調光制御なし）／太陽光発電設備：なし

※R：熱抵抗値（㎡･K/W）
U：熱貫流率（Ｗ/ [ ㎡･Ｋ] ）



参考 2 試算結果と省エネ効果
○標準努力対策では 5& 造と木造どちらの
試算でも、創エネルギーを加えて、標準
仕様より約 ％の省エネが実現します。
○ 最 大努 力対 策で は建 物の 工夫 や高 効 率
設備の採用により、5& 造は約 ％、木
造は約 ％の省エネルギーを実現し、加
え て 、大 容量 の太 陽光 発電 の導 入 に よ
り、どちらの構造でもゼロエネルギーが

可能となります。

3

図  試算結果の省エネ効果

（一次エネルギー消費量（0->年･㎡@）） 




ゼロエネを実現する「最大努力対策」



2-9｜太陽光発電



5& 造：（ ）N Z 



木造：（ ）NZ 



最大努力対策で は、ゼロエ ネルギー化 を目的と
して、建築・設 備の統合的 工夫が必要 なパッシ
ブ技術や室内の 快適性を確 保しながら 省エネを

※（ ）内は仙台地域



※5& 造は延床面積  ㎡




2-4･5｜

程度、木造は   ㎡程度

ハイサイドライ ト/
トップライト

で試算しています。



【共通】屋根・外壁の高断熱化

2-1

基礎断熱化

2-2

開口部の高断熱化

2-3

開口部等の工夫による暖冷房性能の向上

2-4

自然換気を誘発する建築計画

2-5

昼光を取り入れる開口計画

1-3

【共通】高効率熱源機器等の採用

2-6

空調機器のエネルギーマネジメント

2-2｜

1-4

【共通】高効率照明、人感センサー

開口部の
高断熱化

2-7

明るさセンサー

1-5

【共通】換気ルートの無駄の回避、発停制御

8≒: > ㎡･.@ 

2-8

簡易 BEMS、見える化装置

2-9

太陽光発電（大規模）

内装反射率：天井 ％以上、
壁 ％以上、床 ％以上

暖冷房効率向上／

2-7｜ 明るさ
センサー

自然風利用
直接換気／温度差や風圧による換気／
建具等の通風／空気集熱式太陽熱利
用システム（暖冷房効率のみ）

備の導入を想定しています。
1-1

2-5｜ライトシェルフ

2-3｜
2-4

図る設備項目に 加えて、大 規模な太陽 光発電設

ＣＡＳＢＥＥ学校による評価と内装木質化
表  のとおり、5& 造の事例における建築環境総合性能
評価では、対策技術 の導入の程度 に応じ、建築物 の環
境効率や /&&2（&2 排出率）の評価が向上します。

2-8｜簡易

B EMS／

2-6｜ 空調機器

見える化装置

このことから技術の 導入が良好な 学習環境の確保 にも

のエネル
ギーマネ
ジメント

貢献することが伺え ます。木造で は建設時や修繕 時等

2-4｜
ナイトパージ

2-1｜
基礎断熱化
5≒ ㎡･.:

図  最大努力対策の対策技術

の &2 排出量が削減され、さらに /&&2 の評価が向上
します。また、内装の木質化を行うことでも、5& 造、
木造に関係なく、環境負荷低減性の評価が向上します。
区分

建築物の環境効率

LCCO 2

標準仕様

BEE＝1.1 ★★★

☆☆

標準努力対策

BEE＝1.6 ★★★★

☆☆

最大努力対策

BEE＝3.1 ★★★★★

☆☆☆☆

表  &$6%(( 学校による評価（5& 造、東京地域）

安全・運営上の留意点

＜照 明＞ □昼光利用の効果を発揮しない可能性もあるため、窓や壁面への作品掲示、夏場のカーテン閉鎖等、実際の運用状態を考慮します。

□黒板は光の反射を抑える曲面黒板などを用いて、見えやすさに留意します。
□トップライト等は積雪により、効果を発揮しない可能性もあるため、積雪の安全な除去方法や、融雪の方法について考慮します。
□トップライトは、夏季の温度上昇、材料の劣化、破損・落下等に留意するとともに、防護柵や落下防護ネットを設置する等墜落
防止に十分配慮して計画します。
＜暖冷房＞ □ガラスの破損防止や事故防止のため、屋外側に飛散防止フィルムまたは合わせガラスを設置し、室内側に強化ガラスを用います。
□開口部への衝突防止のため手すり等の設置やガラスが認識できる工夫をします。
□全熱交換器の無駄な運用を回避する制御・操作方法の採用などに留意します。
＜換 気＞ □24 時間換気システムでは、学校環境衛生基準を順守した範囲で夜間や土日、長期休み等の換気ファンの停止も考慮します。
＜創エネ＞ □屋上を避難場所とする場合は太陽光発電の設置場所に配慮します。

□太陽光発電を環境教育に利用する場合は、墜落事故対策、出入口の施錠管理、塔屋の立ち入り防止などに配慮します。
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防災機能への貢献
ゼロエネルギー化の対策技術を取り入れることは、災害時における



建物機能や室内環境の維持に貢献することが期待されます。



防災機能の強化に貢献する取り組み例

表  防災機能の強化に貢献する取り組み例

既存施設も含め学校施設に、ゼロエネルギー化の対策技術


状況

貢献する取り組み例

を取り入れることは、災害時における建物機能や室内環境

系統 電力 , 都市 ガス

＜電力供給＞

の維持に貢献します。非常時においても一定のエネルギー

の途絶

・太陽光発電、風力発電

（※1）

（※2）

が供給されることから、%/&3（※）にも貢献することが期

・蓄電池

待されます。同 様に電力供給 力が減少し た場合にお いて

＜熱供給＞

も、対策技術は重要な役割を果たすこととなります。

・空気集熱式太陽熱利用システム

なお、未利用エネルギーによる電力供給や熱供給を検討す

（※3）

る際には、常時の使用においてオーバースペックとならな

＜室内環境の向上＞

いよう、計画する必要があります。

・屋根・外壁・基礎の高断熱化

（※2）

・開口部の断熱・日射遮蔽

※ %/&3%XVLQHVVDQ G/LYL QJ&R QWLQX LW\3ODQ （業務・生活継続計画） 

・昼光利用等

避難所（体育館）の床表面温度

＜その他＞

学校の体育館は、通常時は居住を前提とした施設ではない

・雨水・中水利用設備

ため、十分な断熱が施されていない場合があります。暖房
のためのエネル ギーが途絶 するなどの状 況も想定さ れる
ため、建物の断熱性能の向上はもっとも基本的な対策とし
て有効です。長期間の避難生活の際に、特に高齢者や幼児

（※3）

※1：都市ガス供給が維持されている場合、電力・熱供給設備としてコージェネレーシ
ョンシステム（停電対応機能付きに限る）も取り組み例として挙げられる。
※2：天候等により左右されることに留意すること。また、系統電力途絶時には自立運
転機能付きパワーコンディショナーが必要であることに留意すること。
※3：蓄電池等による動作用の電力確保が必要であることに留意すること。

などの健康への悪影響を回避できる可能性があります。


度の時系列データ（仙台地域）
（シミュレーション結果）
計 算 プ ロ グ ラ ム ： DAIKUKAN ／ 気 象 デ ー タ ：
Amedas 標準年データ（仙台地域） ／建物基本情
報：体育館（1 階建）／アリーナ面積 630 m 2／
建物高さ 9m／建物使用時間： 0 時〜2 4 時（災害
時想定）／照明点灯使用；17 時〜21 時／暖房なし
（災害時想定）／避難者数：180 人（災害時想定、
人員密 度 3.5 m2/ 人（難 民キ ャン プの 設置 基準
[UNHCR]））

ᄖ᳇᷷ᐲ㩷㷄

㪉㪇

図  仕様 の違いによ る床表面温
᷷
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参考 3 東日本大震災において避難所機能
に役立った事例
■宮城県山元町立山下中学校
地震直後から停電となり、時期的に気温の低い日が続きましたが、建 物の断熱や太
陽熱で暖めた空気を利用した暖房設備により、室温を一定に保つことができました。
（停電時の長期的な利用には、ファン動作用の太陽光発電パネルが必要です。）


■千葉県鋸南町立勝山小学校
地震直後から停電となりましたが、太陽光発電設備で充電可能な蓄電 池を設置して
いたため、停電時や夜間でも職員室で照明やテレビが使用できました。
（停電時に自

ら稼働する、自立運転機能付きのパワーコンディショナーが必要です。）
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学校施設を活用した環境教育
導入した環境技術の仕組みや原理について設計の工夫に より「見える化」することが有効です 。児童生徒等の興味・関心
を高め、また理解を深めることができると考えられます。




ゼロエ ネル ギー 化し た学 校施設 の特 色を 環境 教育
に活かせるつくり方
①エネルギー消費及び創エネルギーの状況の「見える化」
エネルギー消費量や発電の状況、室内環境の状況などをわ
かりやすく表示するディスプレイを設けます。
②仕組みや効果を見せ、体感させる
導入した環境技術の仕組みや原理の理解に役立てるため、
児童生徒等が触れられたり、効果が分かるような工夫をし
ます。



学校施設を活用した環境教育
①授業で活かす
エネルギーの消費や創出の状況への着目、学校施設の教材

エネルギー消費量等をわかりやすく表示するディスプレイ。 
わかりやすく工夫した表示。 
効果が実感しやすい断熱材体験小窓。 
暖められた空気の流れを透明配管で確認できる。 



としての利用、身近なものを使った実験などを組み合わせ
ることで、技術の仕組みについて理解を深めることが期待
できます。
②家庭・地域にひろげる
地域の環境教育の拠点として、学校施設を活用した取り組
みや児童生徒等 が学習した 成果を地域住 民へ発信す るこ
とは、家庭や地域の環境意識の向上につながります。
③活動をつなげる
学校施設を活用した環境教育は、長期に渡り取り組むこと
で、より学習効果が高まるものもあります。上級生から下
級生への学習成 果の発表の 機会等を設け ることなど が有
効です。また、児童生徒等と地域住民が協働してエコ活動
に取り組むことは、学習活動の継続に役立つとともに、地


電気をつくろう！ 
日にあたり体を温める。 
ダウンジャケットを着て体を温める。 
エコ改修工事の設計者による授業。 
（※）

域における環境保全の意欲の増進のためにも有意義です。

見える化と環境教育の留意点

※「環境教育に活用できる学校づくり実践事例集」
（平成  年 
月 文部科学省）の記載事例より


□見える化では、ディスプレイの設置場所や表示内容を工

須磨学園高等学校・中学校 

夫したり、タッチパネルで操作できるようにしたりする

福岡県糸田町立糸田小学校 

ことも考えられます。

群馬県太田市立中央小学校 

□学校の教育目 標や児童生 徒等の発達段 階などに応 じた

愛知県北名古屋市立西春中学校 

環境教育プログラムを作成し、他の教科単元と関連付け

高知県香南市立野市小学校 

たり、地域の特性に応じた内容としたりすることが効果

公的機関や 132 などの普及活動 

的です。

北海道黒松内町立黒松内中学校 


掲載 85/：KWWSZZZPH[WJRMSDBPH QXVKLV HWXHFRVFK RROG HWDLO  KWP 
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学 校 ゼ ロ エ ネ ル ギ ー 化 に 向 け た 支 援 （平成   年度）
国や地方公共団体等が行う補助事業を積極的に活用し、その財政負担を軽減することで、学校施設のゼロエネルギー化の



実現に向けた取り組みが期待されます。


＜公立学校＞
○スーパーエコスクール実証事業
 補助内容：地域住民や保護者等が参加するワークショップ等での検討を踏まえた基本計画の策定に対する支援
 対象：原則として、公立小中学校で今後改修を行う予定の校舎


ၮᧄ⸘↹

⸳⸘

Ꮏ


䂾 スーパーエコスクール実証事業



䂾 公立学校施設整備費



Ḥ

補 助率 ：改 修１ ／3、 太陽光 発電 等１ ／2



※公立学校施設整備費の優先採択、補助単価の加算を受けられます。

○エコスクールパイロット・モデル事業

䉣䉮㑐ଥᎿ

 補助内容：建物工事に対する支援
 対

象：公立の小中学校、幼稚園、



ᑪ‛ᧄᎿ

特別支援学校等




ᧁ
᧚

↪

㘑
ജ
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㔚
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㓁
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᳓
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╬
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補助率：新増築１／２、改築・改修１／３

補助率：１／２



䂾 林野庁（森林・林業・木材産業づくり交付金）



補助率：１／２



䂾 経済産業省（地域自家消費向け再生可能



䂾 経済産業省（地域再生可能エネルギー熱利用

エネルギー発電補助事業）補助率：１／２以内

補助事業） 補助率：１／２以内



䂾 国土交通省（住宅・建築物省ＣＯ２先導事業）





ᾖ

䊶
ⓨ
⺞
╬

䂾 文部科学省（太陽光発電等導入事業）





䈱
㜞
ല
₸
ൻ

䂾 文部科学省（公立学校施設整備費）





ო
䊶
ᾲ⓹
ൻ╬
䈱
ᢿ

補助率：１／２以内

※エコスクールパイロット・モデル事業の認定を受けることで、エコ関係工事に対して、文
部科学省の事業においては、補助単価・補助対象面積の加算、他省庁の事業においては、

重複しない範囲で各省庁の補助事業の選択・組み合わせが可能です。


事業の優先採択等の支援措置を受けられます。詳しくは各事業の募集要領等を確認下さい。

（参考）エコスクールパイロット・



ᑪ‛ᧄᎿ

モデル事業の活用例
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＜私立学校＞
○エコキャンパス推進事業
補助内容：環境に配慮した学校施設整備の推進に必要な施設の改造等
対

象：私立の幼稚園、小中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校

対象事業：太陽光発電、校舎のエコ改修 、校舎内外の緑化 、雨水･排水再利用等のための校舎施設の改造工事への補助 
補 助 率：１／３以内
本パンフレットは、「学校ゼロエネルギー化推進方策検討委員会報告書」（平成  年  月）を要約したものです。
報告書 85/：KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKRXVDVKLVHWXWRXVKLQKWP
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お問い合わせ先
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文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

国土交通省住宅局住宅生産課

電話：（代表）／（,3 電話代表）

電話：（代表）

（ 年  月第  版）
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䝇䜲䝑䝏㢮䚸❆䚸
䛭䛾䛻ศ㢮
䛧䛶┬䜶䝛䜢⤂
䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䝇䝔䝑䝥䠏 つᶍ䛺┬䜶䝛ᨵಟ
ᆅ⌫⎔ቃ䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䝏䝱䝺䞁䝆䟿

䖃ᐇ㊶䜢⤂
Ꮫᰯ䛷䛷䛝䜛┬䜶䝛ᑐ⟇䜢ᅗゎ䛷⤂䛧䛶䛔䜎䛩䚹䠄䠑䠔䠅
┬䜶䝛䛻ྲྀ䜚⤌䜐Ꮫᰯ䛾ཧ⪃䛸䛺䜛䜘䛖䚸ᑟධ䛧䜔䛩䛥䠄䝺䝧䝹䠅䚸┬䜶䝛ຠᯝ䜢♧䛧䚸䜎䛯ᐇ㝿䛻Ꮫᰯ䛷ᐇ㊶䛥䜜
䛶䛔䜛┬䜶䝛ᑐ⟇䜒⤂䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ᑟධ䛧䜔䛩䛥䠄䝺
䝧䝹䠅䚸┬䜶䝛ຠ
ᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
Ꮫᰯ㛵ಀ⪅䛤䛸
䛻┬䜶䝛䜢
⤂䛧䛶䛔䜎䛩䚹

Ꮫᰯ䛷䛾┬䜶䝛ᐇ
㊶䜢⤂䛧䛶
䛔䜎䛩䚹

別添４

ܖఄᚨᲢ˳ᏋᲣƷǨǳો̲Ʒਖ਼ᡶƷƨǊƴ
᳸Ǩǳો̲ȡȋȥȸƱȢȇȫȗȩȳƴƓƚǔǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐ᳸
ŠᄂᆮƷᏑƱႸႎ
ȷܖఄƷ˳ᏋƸ᎑ᩗ҄ƕ࣯ȔȃȁưᡶǊǒǕƯƍǔŵɟ૾Ŵᎊ҄ƴƭƍƯƸขЦƳཞඞ
ƴƋǔŵ
ȷӲᚨፗᎍƕ˳ᏋƷᎊݣሊǛܱƢǔᨥƴƸŴ܇ƲǋƨƪƷͤࡍƷ̬ਤفᡶŴ࣯ࣖᢤᩊ
ئƱƳǔӧᏡࣱሁǛᎋॾƠŴܴϋؾƷોծǛᘍƏƱƱǋƴŴؾᒵƷ˯ถǍᐯƱ
ƷσဃǛᎋॾƠƨžǨǳો̲ſǛᡶǊƯƍƘƜƱƕᙲƱᎋƑǒǕǔŵ
ȷఄᑀƷžǨǳો̲ſƴƭƍƯƸŴƜǕǇưǋਖ਼ᡶƠƯƖƨƕŴನᡯǍ̅ǘǕ૾ƕఄᑀƱီ
Ƴǔ˳ᏋƴბႸƠƨᛇኬƳ౨᚛ƸʻǇưᘍǘǕƯƍƳƍŵ
ȷƜǕǛӖƚƯŴଏ܍ƷแႎƳ˳ᏋǛȢȇȫƱƠƯŴžǨǳો̲ſǛᘍƏᨥƷȢȇȫȗ
ȩȳǛ౨᚛Ơƨŵ

Š ᄂᆮƷܱ૾ඥ
ȷ࠰உƴᛦ௹ᄂᆮ˟Ǜᚨፗŵ ɼ௹Ჴݱᘽࠁ ҘᓶಅܖܖٻᢿᲣ
ܖᜤኺ᬴ᎍŴᚨᚘܱѦᎍሁᲱӸƷܼᧉݦƕӋьŵ
ஜᛢ᫆ƴݣƢǔᛦ௹ᄂᆮƸ࠰ࡇǑǓܱŵ
ȷφ˳ႎƳᄂᆮϋܾƸഏƷƱƓǓŵ
Ĭ ଏ˳܍ᏋƴӕǓλǕӧᏡƳǨǳો̲ȡȋȥȸƷਁЈ
ĭ Ǩǳો̲ȡȋȥȸǛӕǓλǕƨᨥƷો̲јௐŴǤȋǷȣȫǳǹȈƳƲƷᚸ̖ȷ౨᚛
Į ɥᚡƷᚸ̖ኽௐӏƼӲ؏עƷൢᝋவˑሁǛᎋॾƠŴ˳ᏋƴƓƚǔžǨǳો̲ſƷȢȇ
ȫȗȩȳǛӲ؏עƴƭƍƯ˺
į Ӳ؏עȢȇȫȗȩȳƴƭƍƯŴો̲ϋܾŴો̲јௐŴǤȋǷȣȫǳǹȈƳƲǛᚸ̖

Š ᄂᆮإԓƷᭌ܇
Ū˳ᏋƷžǨǳો̲ſƴ᧙ƢǔؕஜႎᎋƑ૾
ĬܴϋؾƷӼɥ
Ტภ༏ؾᲣ
ȷ༏Ʒ̛λƱڂǛถǒƢƨǊƷཋƷૺ༏Ŵଐݧᢚǁƍ
ȷϤƷ݊ƞݣሊƴƸŴൢࣱ݅ᏡǛ᭗ǊǔƜƱƕјௐႎᲢཎƴٻᆰ᧓Ǜǋƭ˳ᏋƷئӳᲣ
ȷٰƷƞݣሊƴƸŴ˳Ꮛϋ᩿ƔǒƷ᭗ƍᢿЎƱ˯ƍᢿЎƴƓƚǔภࡇࠀǛМဇƠ
ƨᐯ੭ൢƷᄩ̬
ᲢήؾᲣ
ȷټᆸǍȏǤǵǤȉȩǤȈƔǒƷଷήƷᆢಊႎƳဇ
ȷᢃѣƷૅᨦƱƳǔႺݧଐήƷᢚǁƍሁƕ࣏ᙲ
ĭǨȍȫǮȸƷјྙႎМဇȷᢃဇሥྸ
ȷༀଢ֥φƷႾǨȍǁƷʩ੭
ȷ࣏ᙲƳଢǔƞƕɧឱƠƯƍǔƱƜǖƩƚǛໜ໊ƞƤǔༀଢƷǾȸȳСࣂ
ĮᐯǨȍȫǮȸဇᚨͳƷݰλ
ȷٽᨗήႆᩓŴٽᨗ༏МဇŴᩋ൦МဇᚨͳƳƲƷᐯǨȍȫǮȸǛဇƢǔᚨͳƷᚨፗ

Š ᄂᆮإԓƷᭌ܇ᲢƭƮƖᲣ
ŪǨǳો̲ȡȋȥȸ
ଏ˳܍ᏋǛžǨǳો̲ſƢǔئӳƷ৸ӧᏡƳȡȋȥȸǛ̾ŷƴ̊ᅆƢǔƱƱǋƴŴ
ƦƷȡȋȥȸǛžǨǳો̲ſƴӕǓλǕƨئӳƷܴϋภ༏ؾƷјௐǛǷȟȥȬȸǷȧȳ
ƠƯƍǔŵ
Ტਫ਼᠍̊Უ
ُƷૺٳ༏
ᲢોծඥƷ̊Უ

ᲢјௐƷ౨ᚰᲣ
ቨ䛻እ᩿⇕䜢ᕤ䛩
䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛾ᐮ
䛔㛫ᖏ䛻ᐊෆഃ䛾
ቨ⾲㠃 ᗘ䛜ᨵಟ๓
䛾㻝㻡㻚㻥ᗘ䛛䜙㻝㻥㻚㻠ᗘ䛻
ᨵၿ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢
♧䛧䛶䛔䜛䚹
㻔ᐊෆഃ䛜 䛛䛟䛺䜛㻕
ُ᩿ᲢܴϋͨᲣᘙ᩿ภࡇƷൔ᠋ᲢϤᲣ

ŪӲ؏עƷȢȇȫȗȩȳ
ภଡ଼עƷ̊ᲢǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐᲣ
ȷžǨǳો̲ſƴǑǓ%1ЈƸኖ᳸ЪถӧᏡŵ
è˳ᏋƴƓƚǔ%1ЈƷЪถྙƸಊǊƯٻƖƳ͌ưƋǔƕŴܖఄμ˳ƴƓƚǔ%1Јư
ᎋƑǔƱ᭗ŷૠưƋǔŵ

ȷή༏ᝲƸŴ˳ᏋƩƚǛڎኖƠƯƍǔئӳưኖŴؕஜ૰ǛᨊƘƱЪถӧᏡŵ
ȷžǨǳો̲ſƷǤȋǷȣȫǳǹȈƸŴኖɢόɜŵƏƪŴžᎊݣሊſƴᙲƢǔኺᝲ
ƕኖɢόɜŴžݣؾሊſƴᙲƢǔኺᝲƕኖɢόɜŵ
6

㻡㻚㻡 㼠㻙㻯㻻㻞㻛ᖺ

ܴƷภࡇ

CO2ฟ㔞[tCO2/ᖺ]

5

4

↷᫂
(Ꮫᰯ㛤ᨺ)

؏עКƷܴƷภࡇ
㻔㻟㻚㻜 㼠㻙㻯㻻㻞㻛ᖺ㻕

3

㻙㻡㻤㻑

㻔㻙㻣㻣㻑㻕

2

㻙㻣㻤㻑

㻔㻙㻤㻣㻑㻕

↷᫂(ᤵᴗ)
1

0
Ỉ㖟ⅉ
䠇Ⅼⅉ
䠄⏝㛫䛾䜏䠅
ᨵಟ๓

䝉䝷䝭䝑䜽䝯䝍䝹
䝝䝷䜲䝗䝷䞁䝥䞉
↓㟁ᴟᨺ㟁䝷䞁䝥
䠇䝌䞊䞁ไᚚ

LED䝷䞁䝥
䠇䝌䞊䞁ไᚚ

ᨵಟᚋ

䕔䜾䝷䝣୰䛾䠄 䠅ෆ⾲グ䛿䚸ᤵᴗ㛫䛾䜏య⫱㤋䜢⏝䛧䛯ሙྜ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹

Š ᄂᆮௐƷဇƱԗჷ
ȷإԓƸᣃᢊࡅჄӏƼࠊғထƷᏋۀՃ˟ƴᡛ˄ƢǔƱƱǋƴŴ૨ᚨᄂᆮǻȳǿ
ȸƷ*2ƴμ૨Ǜਫ਼᠍ŵ
ȷᏋۀՃ˟Ʒਃ࢘ᎍƕӋьƢǔᜂ˟ᜭǍǻȟȊȸሁưŴإԓǛᣐࠋƠŴϋܾǛᛟଢŵ

別添５

ܖఄᚨ↝᩼ನᡯᢿ↝᎑ᩗݣሊʙ̊ᨼ≋ಒᙲ≌
䕻ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷䛿䚸ኳᮦ䛾ⴠୗ䛻䜘䜚ᛂᛴ㑊㞴ሙᡤ䛸䛧䛶⏝䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䛺䛹䚸ከ䛟䛾Ꮫᰯタ䛻䛚䛔䛶㠀ᵓ㐀㒊ᮦ䛾⿕ᐖ䛜Ⓨ⏕䚹
䕻ᨵ䜑䛶㠀ᵓ㐀㒊ᮦ䛾⪏㟈䛾㔜せᛶ䜢ㄆ㆑䚹

㞟䛾䝫䜲䞁䝖
䕻ᖹᡂ22ᖺᗘ䛻ᐇ䛧䛯䛂Ꮫᰯタ䛾㠀ᵓ㐀㒊ᮦ䛾⪏㟈ᑐ⟇➼䛻㛵䛩䜛ጤク
ᴗ䛃➼䛻䛚䛔䛶㞟䛧䛯ྛ✀䛾䜢ᥖ㍕䚹
䕻 䛿䚸䛂ᆅ㟈䛻䜘䜛ⴠୗ≀䜔㌿ಽ≀䛛䜙Ꮚ䛹䜒䛯䛱䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻䡚Ꮫᰯタ
䛾㠀ᵓ㐀㒊ᮦ䛾⪏㟈䜺䜲䝗䝤䝑䜽䡚䛃䠄ᖹᡂ22ᖺ3᭶䠅䠄௨ୗ䚸䛂䜺䜲䝗䝤䝑䜽䛃䛸
ゝ䛖䚹䠅䛾ྛⅬ᳨㡯┠䛻㛵䛩䜛Ꮫᰯタ䛻䛚䛡䜛᪤Ꮡ䛾➼䚹
䕻Ⅼ᳨䛾ᡭἲ➼䜢♧䛧䛯䜺䜲䝗䝤䝑䜽䛸ྜ䜟䛫䛶ά⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮫᰯタ䛾
㠀ᵓ㐀㒊ᮦ䛾⪏㟈䜢୍ᒙ᥎㐍䚹

⤂
䕻ኳ䚸↷᫂ჾල䚸እቨ䠄እᮦ䠅䚸❆䞉䜺䝷䝇䚸ෆቨ䠄ෆᮦ䠅䚸タഛᶵჾ䚸䝔䝺䝡䚸⣡Ჴ䚸䝢䜰
䝜䠄䠕✀㢮䠅䛻䛴䛔䛶䚸䠏䠕䜢⤂䚹
䕻䛤䛸䛻ᑐ⟇䛾ᴫせ䚸ᴫ⟬㈝⏝䚸ᴫ⟬ᕤᮇ➼䜢グ㍕䚹

 ኳ
ஙɦټעʟẦỤ
ޓɦټעʟồỉો̲

 ↷᫂ჾල

ޓɦټעʟỉ
ૼỆˤạᙀࢍ

㕲㦵ᱱ

ᩳࡵ⿵ᙉᮦ

ᩳࡵ⿵ᙉᮦ

ༀଢ֥φỉૼ
ỆˤạᏮᓳ᧸ഥ
ݣሊ

ༀଢ֥φỉૼỆˤạ
ਰủഥỜỉᚨፗ

⬺ⴠ㜵Ṇ
࣮࣡ࣖ

ࢀṆࡵ࣮࣡ࣖ

 እቨ䠄እᮦ䠅
ُٳỉἴἽἑἽˁɥậ
ỉᓳɦ᧸ഥݣሊ

ἅὅἁἼὊἚἨἿἕἁ
ُٳỉ᠃͂᧸ഥ
ݣሊ

Ỉᖹ㗰ᮦ

䈜ᮏ㞟䛿䚸http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1318736.htm 䛷䛤ぴ䛻䛺䜜䜎䛩䚹

