
災害拠点病院を対象とした
災害時事業継続性向上のための
分散型電源導入量の最適化
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災害時の事業継続性を向上させるため，エネルギー源の確保や多重化は不可欠である．なかでも，災害拠点病院
は災害医療の中核となる機関となるため電源多重化をすることが望ましい．しかしながら，災害時のエネルギー
レジリエンス性を考慮した分散型電源導入の指針は十分には確立されていない．そこで，われわれが進めている
研究開発プロジェクトではコージェネレーションシステム機器容量，太陽光発電パネル面積，蓄電池容量，電気
およびガスの契約プランを設計変数として，エネルギーレジリエンス性を指標とした目的関数を取り入れて最適
化ツールの構築を行った．本稿では，現在進行中の研究開発プロジェクトについて，背景やツール構築の考え方
について説明し，これまでの研究成果について簡単に紹介する．
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1. はじめに

1.1 研究背景
我が国は，自然災害による事業停止リスクと常にと

なりあわせにある．2018 年 9 月に発生した北海道胆
振東部地震をきっかけに，広域にわたるブラックアウ
トに陥ったことも記憶に新しい．こうした自然災害に
よる事業停止を避けるため，事業継続計画 (Business

Continuity Plan, BCP) を策定することに加え，事業
継続に資する設備導入などが重要である．特に，電力
を必要とする機器を多用する現代においては，停電に
よってエネルギー供給が絶たれた場合には，事業継続
は極めて困難である．
したがって，集中型電源1からのエネルギー供給が途

絶した場合に備えて，エネルギー源の多重化をしておく
ことが肝要である．最近では，非常用発電機だけでな
く，平常時にも使用可能な分散型電源2も利用すること
を想定した設備導入が行われている．平常時にはピー
クカットを，災害時にはエネルギー供給を目的として，
避難所として利用される施設に対して再生可能エネル
ギーである太陽光発電パネルと蓄電池を組み合わせた
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自家発電機3を導入した例も報告されている [1]．
われわれが進めている研究開発プロジェクトでは，実

際に事業所が災害時の事業継続に資するエネルギー機
器の導入を検討する際に使用することを想定し，デー
タに基づいて，自家発電機の導入構成の提案を行うこ
とを目的として研究を進めている．本稿では，研究の
経緯および方向性について示し，これまでの研究成果
の概略を述べる．なお，本研究では最適化に関して革
新的な手法を適用したわけではなく，災害時のエネル
ギーレジリエンス性という新たな視点を加えた目的関
数を設定した点に独自性があると考える．その点につ
いて紙面を割いて説明したい．

1.2 研究の経緯
まず，本研究の経緯について触れておきたい．
2005年，東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻

に，東京ガスのご支援によりホロニック・エネルギー
システム学寄附講座が開設された．ここでは，分散型
エネルギーシステムに関するさまざまな研究が行われ
た．寄附講座設置期間終了後も研究室では，寄附講座
で行われていた研究テーマの一部を引き継ぎ，再生可
能エネルギーの変動補償をガスエンジンによって行う

1 大規模発電所で大量の発電を行い，消費地に配電する電力
供給形態．
2 消費地の近くに分散配置された小規模発電装置によって，
電力供給を行う形態．
3 なお，本稿では，停電などの非常時のみに使用する発電機
器を「非常用発電機」，平常時にも使用可能な太陽光発電パネ
ルや蓄電池，コージェネレーションシステムを「分散型電源」，
単一とみなせる事業所の建物内に有するこれらの発電機器を
総称して「自家発電機」と呼ぶことにする．
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際の運用指針に関する研究が行われた．この研究では，
機器運用シミュレーションの作成にあたり，実際のガ
スエンジンの寸法，形状，機構や動特性，そして，内燃
機関の燃焼特性を反映させた数理モデルを提案し，シ
ミュレーションプログラムに組み込んだ [2]．
こうした中，2014年，災害時の事業継続を目的とし

て分散型電源を導入するというアイディアに基づいた
研究に着手した．対象とした建物は，病院，ホテル，事
業所，集合住宅である．対象とした分散型電源として
は，熱電併給可能なコージェネレーションシステムと
し，ガスエンジンおよび排熱投入型冷温水機4の容量を
最適化対象とした [3]．
この研究の中で，分散型電源の導入をすべきかどう

かを経済性および災害へのレジリエンス性に基づく検
討を行ったところ，病院と事業所に対してはコージェ
ネレーションシステムの導入効果が高いことが示され
た [4]．しかしながら，実際には，災害後に企業の大
規模事業所は生産拠点を被災していない工場に移すと
いった対処がとられることも少なくなかった．
そこで，災害時であっても拠点を移すことが難しく，

また，医療を絶えず提供する必要のある病院にフォー
カスした研究を行うことにした．

2. 病院における BCP策定指針と電力需要の
特徴

2.1 災害拠点病院への自家発電機導入指針の例
災害拠点病院は，「災害時における初期救急医療体制

の充実強化を図るための医療機関 [5]」であり，各都道
府県から指定される病院である．2015 年 4 月 1 日時
点では，全国 694 病院が指定されている [6]．
災害拠点病院における事業停止は最も避けるべきこ

との一つである．2017年には，厚生労働省からの災害
拠点病院における BCP 策定が指定要件として義務づ
けられた [7]．また，通達に関連して，設備については
「通常時の 6 割程度の容量を有す自家発電機を保有す
ること」という記述もみられる．
病院における BCP策定指針に関しては，ほかには，

一般社団法人医療福祉設備協会による BCP 策定に携
わる病院経営者や医療従事者に向けたガイドライン [8]

や一般社団法人建築環境・省エネルギー機構 IBECに
よる「スマートエネルギータウン調査報告書」 [9] が
挙げられる．後者では，風水害・人為的事故，計画停

4 コージェネレーションシステムでは，ガスエンジンやガス
タービンを用いて発電を行い，発電の際に排出される熱を冷
温水機や冷凍機といった主に空調機器で回収して利用する．

電などによる一時的な供給途絶時（数時間～1日程度）
を想定した場合，機能維持すべき項目ごとに，供給で
きる最大電力量の割合に対する電力負荷割合は 5段階
に分類されている．
状況を調査するうちに，現状，各病院では十分な検討

の後に自家発電機の容量を決定しているものの，上述
の総量的な基準では，災害医療活動をどの程度カバー
できるものなのかという点がはっきりしていないので
はないかと思えてくるようになった．たとえば，先述
した厚生労働省のガイドラインで「通常時の 6割程度」
というのは，空調需要の大きな夏季および冬季におけ
る 1日の需要ピーク値を基準とした場合と，中間季に
おける 1日の需要平均値を基準とした場合とでは，そ
の差は大きい．
従来であれば，災害時においては空調需要をバッ

ファーとする対応が一般的であると考えられるが，酷
暑の夏の日に空調を停止させることは，入院患者や医
療従事者の健康を守るという観点で適切ではない可能
性がある．2019年 9月，千葉県に甚大な被害をもたら
した台風 15号による停電下 [10]では，冷房を使うこ
とができず熱中症とみられる症状の死者も複数あった．
これは，災害によって悪化した環境によって引き起こ
される災害関連死であるといえる．

2.2 病院建物におけるエネルギー需要の特徴 [11,

12]

平常時の病院業務は，外来患者および入院患者に対
する診察および治療が基本的な業務である．診療時間
である昼間に，外来患者が多数滞在し，診察や治療を
受ける．一方，入院患者は一定期間病院に滞在しなが
ら診察や治療を受ける．つまり，病院は患者らに対し
て，一日中，医療サービスの提供をするだけでなく，
入院患者に対しては居住空間をも提供しているといえ
る．このことから，病院のエネルギー需要は，オフィ
スのように昼間に限ったものではないことが特徴であ
る．また，治療にあたっての殺菌・滅菌のためにオー
トクレーブをはじめとする熱や蒸気を利用する機器が
多く使われていること，入院患者への温浴や食事の提
供が必要であるという点から温水生成や調理にあたっ
てガスなど燃料消費が大きいことも特徴である．総じ
て，病院のエネルギー消費原単位5は高い．
病院で用いられる医療機器は電力消費を伴うものも

多くあり，近年の医療サービスはこのような機器への
依存度が高くなっている [13]．医療機器に分類される

5 原単位: 1 年間，単位面積あたりのエネルギー消費量
[MJ/m2-年]．
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図 1 構築中の自家発電機導入計画立案サポートツールの概要

ものには，人工呼吸器や保育器などの治療を目的とし
た機器，心電図などのモニタリングを目的とした機器，
CT（コンピュータ断層撮影装置）やレントゲンなどの
検査を目的とした機器があり，MRI（核磁気共鳴映像
法）装置などの大型の検査機器の稼働時の消費電力は
極めて高くなる．
こうした熱電需要データは，統計を元にした標準建物

データや個別病院に導入された BEMS6による計測結
果が公開されている [11]．調査によれば，病院の種別
によってエネルギー消費原単位や需要の形態も変わっ
てくることが明らかになっている [12]．また，一般的に
需要は地域によっても異なることもよく知られている．
このことから，各病院の種別や所在地を考慮して，

導入するエネルギー機器構成や容量を決定することは，
災害時のエネルギーレジリエンス性を向上させるだけ
でなく，省エネルギーひいては病院のコスト削減の観
点からも非常に重要である．

3. 研究の全体計画

災害時の事業継続を可能とするエネルギー源を確保
するという視点の研究として，二つのツールから構成
される「自家発電機導入計画立案サポートツール」を構
築することを計画した．図 1にツールの概略を示す．
サポートツールを構成する要素の一つは，本稿で紹

介する「自家発電機の最適導入量算出ツール（最適化
ツール）」である．この最適化ツールでは，後に述べる
ように平常時の熱電需要データに基づいてトータルコ
ストおよびエネルギーレジリエンス性指標を評価し，
最適な自家発電機構成を検討することができる．最適
化の対象とした自家発電機の種類は，コージェネレー

6 Building and Energy Management System.

ションシステム（ガスエンジンおよび排熱投入型冷温
水機）に加え，太陽光発電パネル，蓄電池とした．
しかしながら，最適化ツールでは，平常時の熱電需

要データを用いているため，災害時の需要を充足でき
るかどうか十分に示すことができない．そこで，二つ
めのツールとして「電力システムシミュレータ（詳細
シミュレータ）」を構築する．これは，病院建物の電力
システムを数理モデルで表したもので，設定した災害
時需要に対して，秒刻みのエネルギー需給バランスを
検討することができる．
このサポートツールの使用イメージを以下に述べる．

(1) 最適化ツールで平常時の熱電需要データを元に自
家発電機構成の最適解を算出する．

(2) 選択した自家発電機構成をシミュレータに反映さ
せ，病院建物について秒刻みの電力シミュレーショ
ンを実施する．災害時の負荷に対して，停電時に
自家発電機のみで電力供給が充足するかを検証す
る．ここでの災害時の負荷は，利用が想定される
医療機器や病院のフロア計画をもとに見積もった
データを用いる．

(3) このシミュレーションで，自家発電機だけでは，
想定した災害時医療活動に対して十分に電力がま
かなえないと判明した場合，需要家（病院）は自
家発電機の構成を変更し，シミュレータにこれを
反映させて，再度シミュレーションを行う．ある
いは，災害時の病院フロア計画などのBCP策定
そのものを見直す場合もあると考えられる．

このように，最適化計算とシミュレーションを組み
合わせ，需要家の BCP 策定をより実効的なものとす
ることができるような自家発電機構成を選択すること
を目指したツールを計画している．
ここに述べた全体計画は現在進行中であるため，本

2020 年 1月号 （43）43



稿では最適化ツールに限定して，その概要について紹
介する．

4. 最適化ツールの構築

4.1 ツール構築の方針
本研究で構築した最適化ツールは，以下の順序での

使用を想定した．
① ユーザーによるツールへのデータ入力
② ツールによる最適化計算
③ ユーザーによる結果の把握や確認
特に，①においてユーザーが入力するデータは，で

きるだけ客観的な数値として入力できるものを検討し
た．たとえば，地域による災害発生確率，停電・ガス
途絶の発生確率，電気料金やガス料金体系，病院規模
やエネルギー需要形態が異なることを考慮できるよう
に目的関数などを工夫して作成することにした．
この考えを大元として，本研究では，まず単一目的

最適化ツールを構築し，次にそれを拡張した多目的最
適化ツールを構築した．これら二つのツールでは，災
害によるエネルギー供給停止リスクを異なる考えで設
定した．以下では，その概略を述べるが，詳細は既刊
の論文をそれぞれ参照されたい [3, 14, 15]．

4.2 単一目的最適化ツール [3, 15]

4.2.1 災害による事業停止損失額の期待値
一般的に，リスクは確率とインパクトを乗じたもの

として考えられる．本研究では，災害時のエネルギー
供給途絶によって事業停止が引き起こされ，これによ
る損失が発生するというシナリオに基づき，災害発生
とエネルギー供給途絶発生の確率および，災害による
インパクトとして事業停止による損失額の積で表すこ
とにした．後述するように災害およびエネルギー供給
途絶は独立事象なので，これらのパターンの組み合わ
せに対して期待値を算出できる．
事業継続性の観点から経済的損失として，災害によ

る事業停止損失額の期待値 R [JPY] は以下のように求
める．

R = A
∑

i,j

Pout,gas,i,jTout,gas,i,jL(rind)

ここで，ガス供給配管種別 gasの災害パターン i，エ
ネルギー供給途絶被害パターン j に対して，エネル
ギー供給途絶確率Pout,gas,i,j，エネルギー供給途絶時間
Tout,gas,i,j [h]，Lは単位面積・単位時間あたり事業停止
損失額 [JPY/(m2-h)]，Aは建物延床面積 [m2]である．
災害とエネルギー供給途絶被害の想定は以下のよう

に行った．まず，災害は 3パターンを考慮し，震度 6弱
以上の地震，震度 5弱～5強の地震，その他の災害と
した．また，エネルギー供給途絶被害を 3パターン考
慮し，停電，ガス供給途絶，停電とガス供給途絶の併発
とした．なお，ガス供給途絶は配管種別によって異な
るため，本研究では，低圧配管と中圧配管の場合を考
えた．中圧配管は一部都市部の大規模事業所への供給
を担っており，低圧配管よりもガス供給途絶確率が低
いとされる．このことから，やや安全側の仮定である
が，中圧配管の場合のガス供給途絶確率はゼロとした．
災害発生確率は，NIED「J-SHIS地震ハザードステー

ション」 [16] より調査し，算出した．先述のとおり，
建物の所在地によって地震発生確率は異なるため，以
降に示す結果は，建物所在地を東京都文京区とした場
合である．エネルギー供給途絶時間は，災害およびエ
ネルギー供給途絶のパターンに応じた調査を行った．
ここでは，東京都における東日本大震災による供給途
絶時間 [17, 18]を参考にして決定した．
事業停止損失額は，需要家が定めた事業停止損失額

の許容値 Lmax をもとにエネルギー自立度 rind に関す
る階段関数として表現する．エネルギー自立度は需要
量に対する供給量の割合 [％] である．階段関数におい
て L(rind)の値が変化する rind の値は文献 [9]を参考
に，二つ設けた．一つめは機能維持に必須項目を満た
すために必要とされる割合を rind,1，二つめは機能維
持に加えて BCP の観点から機能維持すべき項目に対
して供給できる最大電力量に対する割合を rind,2 とし
た．階段関数は四つの値域で設定した．
なお，ここでは，電力のみを考えるものとし，需要

量は需要家が提供するデータに基づく値，供給量はエ
ネルギー供給途絶のパターンに応じて建物に供給され
る電力の値である．すなわち，停電のみ発生した場合
にはガスエンジン発電機，太陽光発電パネル，蓄電池
の三つからの電力が供給されるが，停電とガス供給途
絶の併発の場合には太陽光発電パネルと蓄電池のみが
電力を供給することができる．

4.2.2 単一目的最適化ツールの概要
この最適化ツールにおいては，需要家は，所在地，延

床面積，季節別の熱および電力需要データを用意し，自
らが決定する事業停止損失の許容額を入力する．この
入力に対して，目的関数であるトータルコストを最小化
する最適化計算を行う．設計変数は，コージェネレー
ションシステム容量（ガスエンジン容量 [kW]，排熱投
入型冷温水機 [kW]），太陽光発電パネル面積 [m2]，蓄
電池容量 [kWh]，契約電力量 [kW]，ガスプランタイ
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図 2 病院内エネルギー機器構成 [15]

プ7である．最適化によってこれらの設計変数の組み合
わせが出力される．なお，本研究で想定した病院内エ
ネルギー機器構成を図 2に示す．
最適化計算にあたっては，Matlabの Optimization

toolboxを用いて最適解周辺の準最適解を求め，列挙法
を用いて目的関数をより小さくする解を最適解とした．
このとき，目的関数であるトータルコストは，以下

の四つの和として計算した．すなわち，機器導入コス
ト，ランニングコスト，二酸化炭素排出コスト，先述
した災害リスクに基づく事業停止損失額の四つである．
災害リスク以外のコストについては，以下に簡単に

述べる．
・機器導入コスト：自家発電機単位容量あたりの価
格と設計変数である容量の積で表す．

・ランニングコスト：最適化ツールに組み込まれて
いる機器運用シミュレーションによって求める．
これは，1日の 1時間おきの需要に対して電気お
よびガスの従量料金を最小化するものである8．混
合整数線形計画問題として定式化し，分枝限定法
によって最適解を求めた [19]．夏季，冬季，中間
季の三つの代表日の需要パターンに対して，天候
パターンを晴れ・曇り・雨と 3パターンとした代
表日計算を行い，これを 15 年分に換算した値を
ランニングコストとする．

・二酸化炭素排出コスト：環境性に関わる指標として
考慮した．二酸化炭素排出コストは，発電量1 kWh

あたり排出係数 [tCO2/kWh]および 1 tあたりの
排出量取引価格 [JPY/tCO2]との積で表した [20–

22]．

7 東京都文京区を対象としたため，電力料金体系は東京電力，
ガス料金体系は東京ガスのものを参考にした．
8 「機器運用シミュレーション」は，ランニングコスト最小化
を目的としており，3 節で述べた「電力システムシミュレー
タ」とは異なることに注意されたい．

図 3 機器運用シミュレーション結果の例．電力需要に対す
る系統電力および分散型電源からの供給 [15]

図 4 事業停止損失額の許容値 Lmax = 500 JPY/(m2-h)
としたときのトータルコスト内訳 [15]

4.2.3 ケーススタディ
延床面積 20,000 m2 の仮想病院を対象として最適化

を行った．熱電需要データは「天然ガスコージェネレー
ション計画・設計マニュアル 2008」[23]より，冬季，
夏季，中間季の代表日のデータを用いた．事業停止損
失額の許容値 Lmax は，0～1,000 JPY まで 500 刻み
で変化させ，パラメータスタディを行った．また，病
院経営に関する調査 [24]から得られた平常時の病院に
おいて，1 時間あたり，1m2 あたりの利益（推定値）
25.63 JPY/(m2-h)とした．
ランニングコストを算出するために行った機器運用

シミュレーションの結果の例を図 3に示す．左図が晴
天の場合，右図が雨天の場合である．図より，天候に
よって太陽光発電からの給電量に差があることがわか
るほか，電気料金の低い夜間に蓄電池に充電を行い，昼
間のピークにさしかかる放電が行われていることがわ
かる．このように機器運用シミュレーションではリー
ズナブルな結果が得られた．
次に，図 4に最適化によって得られたトータルコス

トの内訳を示す．上から，自家発電機を導入しない場
合，ガス供給配管種別が中圧の場合，ガス供給配管種別
が低圧の場合である．ガス供給配管種別によらず，自
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図 5 多目的最適化ツールの概略 [14]．機器運用シミュレーションはランニングコストの
算出で用いられるが図では省略

家発電機によるトータルコストの低減効果がある．こ
れは，自家発電機の導入コストより，導入によってラ
ンニングコストが低減される金額が大きいためである．
また，ガス供給配管種別が低圧の場合よりも中圧の場
合のほうがトータルコストの低減効果がある．これは，
中圧配管の場合には災害によるガス供給途絶が起きな
いと仮定されているため，蓄電池が導入されない結果
となり機器導入コストが抑えられている結果であると
考えられる．
一方で，災害リスクの指標である災害による事業停

止損失額の期待値は，自家発電機を導入しない場合，低
圧配管の場合，中圧配管の場合の順に小さくなり，研
究の意図には即した結果であるといえる．しかしなが
ら，全体に対する災害リスクの割合は小さく，機器導
入コストおよびランニングコストがトータルコストの
低減に支配的であることから，災害リスクに焦点を当
てるためほかの手法が必要であると考えた．

4.3 多目的最適化ツール [14]

4.3.1 停電による電力不足率の期待値
以上の結果を受けて，単一目的最適化ツールを多目

的最適化ツールへと拡張した．第一に，先述のとおり，
単一目的最適化ツールでは，目的関数であるトータル
コストの低減効果は，災害リスクより経済的指標が支
配的であったことによる．第二に，災害拠点病院のよ
うな公共性の高い施設で損失金額という経済的指標で
事業継続性を評価することは不適当ではないかと考え
たからである．
図 5に，構築した多目的最適化ツールの概略を示す．
一つの目的関数はトータルコストとし，ランニン

グコスト，機器導入コスト，二酸化炭素排出コスト
の和とした．もう一つの目的関数は，災害リスクに関
するものとして「災害による電力不足率の期待値」と
した．

4.3.2 災害による電力不足率の期待値
災害による電力不足率の期待値 Ps を定義する．こ

れは，災害時に必要な電力需要に対して不足すると推
定される電力割合であり，Ps が 0％に近いほど災害時
にも需要が充足できる可能性が高く，逆に 100％に近
いほど災害時に需要が充足できない可能性が高いと解
釈できるものである．Ps の導入により，人命を扱う施
設において災害リスクを金額換算することなく，エネ
ルギーレジリエンス性を定量的に評価することができ
るようになった．

Ps =

3∑

i=1

3∑

j=1

Pout,gas,i,j(1− rind,i,j)

ここで，Pout,gas,i,j はガス配管種別 gasの災害パター
ン i，エネルギー供給途絶被害パターン j におけるエ
ネルギー供給途絶確率，rind,i,j は被害パターン j にお
けるエネルギー自立度（エネルギー供給可能率）であ
る．rind,i,j は，年間通しての最大電力需要（ピーク値）
[kWh/h] に対する供給可能な電力量を割合で表したも
のであり，(1− rind,i,j)はエネルギー非自立度を示す．
なお，災害発生確率やエネルギー供給途絶発生確率

は，東京都文京区を対象とした場合について計算した
結果である．なお，最適化計算にあたっては Matlab

の global optimization toolbox の多目的遺伝的アル
ゴリズムを用いた．

4.3.3 多目的最適化ツールから得られる解
二つの目的関数による多目的最適化では，最適解は

唯一ではなく優劣のない複数の解，すなわち，パレー
ト最適解集合が得られる．本研究の場合，トータルコ
ストは平常時の経済性と環境性を合わせた指標，災害
による電力不足率期待値は災害時のエネルギーレジリ
エンス性を表す指標としてとらえることができる．
この場合，トータルコストのみを最小化しようとす
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図 6 延床面積 10,000m2，低圧配管の場合に得られた解．
only EG は非常用発電機のみの結果 [14]

れば分散型電源導入量は少なくなり，災害による電力
不足率期待値は大きくなる．反対に，Ps のみ最小化し
ようとすれば，分散型電源導入量が多くなり，トータ
ルコストが増える．このように，多目的最適化の結果
として，トレードオフ関係が得られると考えられる．

4.3.4 ケーススタディ
病院の熱電需要データは単一目的最適化ツールと同

様，ガス供給配管種別および延床面積を変化させたケー
ススタディを行った．
図 6に延床面積 10,000 m2，ガス配管種別を低圧配

管とした場合の結果を示す．横軸はトータルコスト，
縦軸は災害による電力不足率期待値である．双曲線の
ような形状をした Optimal sol. は最適解集合であり，
理想的なパレートフロンティアを形成することが確認
できた．
比較のために，非常用発電機のみ導入した場合につい

て結果を示す．非常用発電機の容量は，厚生労働省の通
達 [7]を参考に電力需要のピーク値の60％とした．具体
的には，夏季の電力需要データのピークより 207.6 kW

とした．このとき Ps は 32.0％と求められる．この非
常用発電機は，広く用いられているディーゼル発電機と
して機器導入コストおよびメンテナンスコストを算出
すると評価期間でのトータルコストは 9.31×108 JPY

となる．
これに対して，本ツールにより求められた最適解群は

Psがほぼすべて 20％を下回り，さらにトータルコスト
も非常用発電機のみ導入した場合よりも低減できてい
る．つまり，得られた最適解群は，平常時にも利用でき
る分散型電源を導入することで，トータルコストを低減
しながらも災害によるエネルギー供給途絶によって不

図 7 トータルコストの内訳．非常用発電機のみの結果と延
床面積 10,000m2，低圧配管の場合を比較 [14]

足する電力が補われる見込みがあることを示している．
また，図 6に示した非常用発電機のみ導入した場合

と，得られた最適解のうちトータルコスト最小となる解
および最大となる解のトータルコストの内訳を図 7に
示す．非常用発電機のみを導入した解では，機器導入
コストは分散型電源を対象とした最適解の結果を下回
るが，ランニングコストが他の二つの最適化の結果を上
回っているために，トータルコストの値が大きくなる．
最適化計算の結果，分散型電源の導入量の特徴とし

て太陽光発電パネルの導入量が大きく，上限値付近に
なることがわかった．この上限値は病院の延床面積か
ら屋上面積を推定した値を用いているため，太陽光発
電パネルを設置できる余剰土地のある病院ではさらに
最適導入量は大きくなる可能性がある．
このように，多目的最適化を活用して分散型電源導

入量を検討するためのフレームワークを示すことがで
きたと考える．

5. おわりに

災害拠点病院を対象として現実的なエネルギー機器
導入計画の提案に向けて，「自家発電機導入計画立案サ
ポートツール」の完成を目指している．本稿では，「自
家発電機の最適導入量算出ツール（最適化ツール）」を
取り上げた．最適化ツールについては，災害リスクを
目的関数に反映させる方法について述べた．また，ケー
ススタディの結果を紹介した．
現在は，シミュレータに入力するための災害時電力

需要の見積もりを行っており，今後これを負荷側の入
力データとして災害時のシミュレーションを行う予定
である．

謝辞 本研究は，Siebel Energy Institute Research

Grant 2017および JST社会技術開発センター「科学

2020 年 1月号 （47）47



技術イノベーション政策のための科学」研究開発プロ
グラムにより助成を受けた研究の一部である．また，
本研究の遂行にあたって，電力中央研究所の坂東茂氏
をはじめとする研究協力者の皆様には有益なご助言を
多数いただいた．最後に，東京大学大学院工学系研究
科機械工学専攻（修了生含む）の長尾浩志君，八木正
彰君，及川亮君，海藤直記君が災害発生確率をはじめ
とするデータの詳細な検討や調査や最適化ツールの構
築にあたってのコーディングを行ってくれた．ここに
記して謝意を表する．

参考文献

[1] 環境省，防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進
事業，https://www.env.go.jp/policy/policy/local re/

project/renewableenergy suisin.html（2019 年 10 月
9 日閲覧）

[2] 野口雄平，小林大悟，山﨑由大，金子成彦，“ガスエンジ
ンダイナミクスモデルによる太陽光発電の出力変動抑制予
測，”第 16回動力・エネルギーシンポジウム，pp. 485–492,
2015.

[3] 長尾浩志，上道茜，八木正彰，山﨑由大，金子成彦，“災害
時の事業継続性を考慮したコージェネレーション機器導入計
画最適化手法の提案，”エネルギー・資源，38, pp. 10–23,
2017.

[4] H. Nagao, A. Uemichi, Y. Yamasaki and S. Kaneko,
“Proposal of a decision scheme for installing a cogener-
ation system considering disaster risks,” Applied Ther-
mal Engineering, 114, pp. 1414–1423, 2017.

[5] 災害医療センター，「災害拠点病院とは」，http://www.
nho-dmc.jp/disaster/saigaikyoten.html（2019年 10月
9 日閲覧）

[6] 厚生労働省，「災害拠点病院一覧」，https://www.mhlw.
go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou iryou/iryou/
saigai iryou/dl/saigai iryou07.pdf （2019 年 10 月 9 日
閲覧）

[7] 厚生労働省，「災害拠点病院指定要件の一部改正について，
平成 29 年 3 月 31 日，医政発 0331 第 33 号」，https://
www.mhlw.go.jp/web/t doc?dataId=00tc2601&data
Type=1&pageNo=1（2019 年 11 月 25 日閲覧）

[8] 日本医療福祉設備協会，病院設備設計ガイドライン（BCP
編），2012．

[9] 一般財団法人建築環境省エネルギー機構，スマートエネル
ギータウン調査報告書，持続可能な都市・地域づくりに貢献

する分散型エネルギーシステム・スマートエネルギーネッ
トワーク，2012．

[10] 千葉県，「台風 15号による停電中の熱中症対策」，https://
www.pref .chiba.lg.jp/kansei/necchuusyou/taihuu15.
html（2019 年 10 月 10 日閲覧）

[11] 日本医療福祉設備協会，医療福祉施設におけるエネルギー
使用実態調査 3 年間の総括報告書，2015．

[12] 日本省エネルギーセンター，病院の省エネルギー，2009．
[13] 日本臨床工学技士会，計画停電における医療機器の安全
使用マニュアル（2012 年度版），2012．

[14] 上道茜，八木正彰，山﨑由大，金子成彦，経済性・環境
性・レジリエンス性を考慮した分散型電源機器導入量決定の
ための多目的最適化ツールの開発，エネルギー・資源，39,
pp. 6–18, 2018.

[15] A. Uemichi, M. Yagi, R. Oikawa, Y. Yamasaki and
S. Kaneko, System design to reduce disaster risks by
installing distributed power resources, Journal of Mul-
tiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments
and Design, 1, pp. 49–56, 2018.

[16] 防災科学研究所，J-SHIS 地震ハザードステーション，
http://www.j-shis.bosai.go.jp/ （2019 年 10 月 9 日
閲覧）

[17] 地震情報サイト JIS，「首都直下地震　ガス供給停止」，
http://j-jis.com/news/shuto/tokyo/gas（2019年 10月
18 日閲覧）

[18] 東京電力，「数表でみる東京電力」，http://www.tepco.
co.jp/corporateinfo/illustrated/electricity-supply/
index-j.html （2019 年 10 月 18 日閲覧）

[19] 伊東弘一, 横山良平，『コージェネレーションの最適計
画～インテリジェント・フレキシブル・コージェネレーショ
ンを目指して～』，産業図書株式会社, p. 117–119, 1990.

[20] 環境省，「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度，“電
気事業者別排出係数一覧 平成 28年度提出用”」，https://
ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/h28 coefficien
t rev2.pdf，（2019 年 10 月 18 日閲覧）

[21] 東京ガスグループ，CSR レポート 2015，2014 年度の
取り組み結果，温暖化対策ガイドライン（2014 年度の取
り組み結果），https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.
com/sustainability-cms-tokyogas-s3/pdf/ja/903/02/
csrr2015 all.pdf（2019 年 10 月 18 日閲覧）

[22] 環境省地球温暖化対策課市場メカニズム室，「国内排出量
取引制度について平成 25 年 7月」，https://www.env.go.
jp/earth/ondanka/det/capandtrade/about1003.pdf，
（2019 年 10 月 18 日閲覧）
[23] 日本エネルギー学会編，『天然ガスコージェネレーション
計画・設計マニュアル 2008』，日本工業出版，2008．

[24] 全日本病院協会，平成 25 年病院経営調査報告，2013．

48（48） オペレーションズ・リサーチ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


