
街づくりと一体となった今後の都市エネルギー

東京東京東京東京ガスガスガスガス株式会社株式会社株式会社株式会社

2011201120112011年年年年9999月月月月13131313日日日日



1111

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの影響影響影響影響

発生日時発生日時発生日時発生日時 2011年3月11日 14時46分

震央地名震央地名震央地名震央地名 三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度）

震源深震源深震源深震源深ささささ 24km

規模規模規模規模 マグニチュード9.0 最大震度 ７

余震余震余震余震 最大震度 6強 2回，6弱 2回，5強 8回

5弱 28回，4 155回（2011.8.19現在）

人的被害人的被害人的被害人的被害 死者 15,763名 行方不明 4,282名

重軽傷 5,927名

建物被害建物被害建物被害建物被害 全壊 115,803戸 半壊 159,342戸

一部破損553,501戸

※出典：警察庁緊急災害警備本部（2011.9.4）

××××

3月11日
（M9.0）

��計画停電計画停電計画停電計画停電のののの実施実施実施実施計画停電計画停電計画停電計画停電のののの実施実施実施実施 ：：：： 福島第一福島第一福島第一福島第一、、、、第二原子力発電所第二原子力発電所第二原子力発電所第二原子力発電所をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、発電所発電所発電所発電所のののの大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害によるによるによるによる

計画停電計画停電計画停電計画停電のののの実施実施実施実施

（（（（3月月月月14日日日日からからからから28日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて実施実施実施実施、、、、4月月月月8日日日日にににに打打打打ちちちち切切切切りりりり発信発信発信発信））））

��電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限 ：：：： 夏場夏場夏場夏場のののの供給電力不足供給電力不足供給電力不足供給電力不足にににに対応対応対応対応すべくすべくすべくすべく電力使用制限令電力使用制限令電力使用制限令電力使用制限令３７３７３７３７年年年年ぶりぶりぶりぶり発動発動発動発動

（（（（首都圏首都圏首都圏首都圏のののの大口需要大口需要大口需要大口需要にににに１５１５１５１５％％％％節電義務付節電義務付節電義務付節電義務付けけけけ、、、、7月月月月1日日日日からからからから9月月月月9日日日日までまでまでまで））））

��ガソリンガソリンガソリンガソリン等等等等のののの燃料不足燃料不足燃料不足燃料不足ガソリンガソリンガソリンガソリン等等等等のののの燃料不足燃料不足燃料不足燃料不足 ：：：： 東北東北東北東北・・・・関東関東関東関東のののの６６６６製油所製油所製油所製油所のののの操業停止操業停止操業停止操業停止、、、、被災地被災地被災地被災地へのへのへのへの供給優先供給優先供給優先供給優先によるによるによるによる

首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの供給逼迫供給逼迫供給逼迫供給逼迫

��企企企企企企企企 業業業業業業業業 ：：：： 「ＢＣＰ（「ＢＣＰ（「ＢＣＰ（「ＢＣＰ（事業事業事業事業のののの継続性継続性継続性継続性）」）」）」）」をををを重視重視重視重視。。。。電力供給電力供給電力供給電力供給のののの多重化多重化多重化多重化をををを模索模索模索模索

��国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体 ：：：： 浜岡原発浜岡原発浜岡原発浜岡原発のののの運転停止要請運転停止要請運転停止要請運転停止要請。。。。東京東京東京東京のののの再生再生再生再生におけるにおけるにおけるにおける「「「「高度防災都市高度防災都市高度防災都市高度防災都市づくりづくりづくりづくり」」」」

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災

首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの影響影響影響影響

震災震災震災震災リスクリスクリスクリスクのののの顕在化顕在化顕在化顕在化

特特特特特特特特 徴徴徴徴徴徴徴徴 震源地震源地震源地震源地からからからから遠遠遠遠くくくく離離離離れたれたれたれた首都圏首都圏首都圏首都圏にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな、、、、またまたまたまた長期長期長期長期にににに亘亘亘亘るるるる影響影響影響影響をををを与与与与えたえたえたえた
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ＢＣＰ（ＢＣＰ（ＢＣＰ（ＢＣＰ（事業継続事業継続事業継続事業継続））））へのへのへのへの対応対応対応対応 ～～～～ 六本木六本木六本木六本木ヒルズヒルズヒルズヒルズ 様様様様

六本木六本木六本木六本木ヒルズヒルズヒルズヒルズではではではでは、、、、施設内施設内施設内施設内のののの電力電力電力電力ををををガスタービンガスタービンガスタービンガスタービンにににに

よるよるよるよる発電発電発電発電でででで賄賄賄賄っておりっておりっておりっており、、、、電力電力電力電力のののの供給制約供給制約供給制約供給制約をををを受受受受けなけなけなけな

かったかったかったかった。。。。エリアエリアエリアエリア内内内内でででで発電発電発電発電したしたしたした電力電力電力電力のののの余剰分余剰分余剰分余剰分をををを東京電東京電東京電東京電

力力力力へへへへ供給供給供給供給しししし、、、、被災地被災地被災地被災地やややや都市部都市部都市部都市部のののの生活維持生活維持生活維持生活維持にににに寄与寄与寄与寄与。。。。

�送電期間送電期間送電期間送電期間 2011年年年年3月月月月18日日日日～～～～4月月月月30日日日日

�送電電力送電電力送電電力送電電力 4,000kW（（（（6：：：：00～～～～20：：：：00））））
3,000kW（（（（20：：：：00～～～～6：：：：00））））

六本木六本木六本木六本木ヒルズヒルズヒルズヒルズはははは大型大型大型大型のののの発電機発電機発電機発電機６６６６基基基基をををを備備備備えておりえておりえておりえており、、、、

夏場夏場夏場夏場のののの電力不足電力不足電力不足電力不足のののの解消解消解消解消にににに貢献貢献貢献貢献したしたしたした。。。。発電機発電機発電機発電機はははは

都市都市都市都市ガスガスガスガスをををを使用使用使用使用しておりしておりしておりしており、、、、最大最大最大最大でででで38,660kWをををを発発発発

電電電電。。。。一日計一日計一日計一日計10万人万人万人万人をををを受受受受けけけけ入入入入れるのにれるのにれるのにれるのに必要必要必要必要なななな電電電電

力力力力をすべてをすべてをすべてをすべて賄賄賄賄えるえるえるえる。。。。

�送電期間送電期間送電期間送電期間 2011年年年年7月月月月1日日日日～～～～9月月月月22日日日日（（（（予定予定予定予定））））

�送電電力送電電力送電電力送電電力 5,000kW（（（（8：：：：00～～～～22：：：：00））））
4,000kW（（（（22：：：：00～～～～8：：：：00））））

震災後震災後震災後震災後のののの電力供給量不足電力供給量不足電力供給量不足電力供給量不足へのへのへのへの対応対応対応対応

夏場夏場夏場夏場のののの電力不足電力不足電力不足電力不足へのへのへのへの対応対応対応対応
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ＢＣＰ（ＢＣＰ（ＢＣＰ（ＢＣＰ（事業継続事業継続事業継続事業継続））））へのへのへのへの対応対応対応対応 ～～～～ 済生会宇都宮病院済生会宇都宮病院済生会宇都宮病院済生会宇都宮病院 様様様様

震災直後震災直後震災直後震災直後のののの停電停電停電停電およびおよびおよびおよび計画停電計画停電計画停電計画停電へのへのへのへの対応対応対応対応

◆物件名

◆所在地

◆病床数

◆ＣＧＳ

済生会宇都宮病院 様

栃木県宇都宮市

644床
350kW × 4台（停電対応型）

【お客様の声】

今年3月に起きた東日本大震災では、地震発生直後に２２時間にわたって停電が起こったが、ガスコージェネガスコージェネガスコージェネガスコージェネ

レーションレーションレーションレーションとととと非常用発電機非常用発電機非常用発電機非常用発電機をををを稼動稼動稼動稼動させることによりさせることによりさせることによりさせることにより、、、、病院内病院内病院内病院内のののの必要負荷必要負荷必要負荷必要負荷にににに電源電源電源電源がががが供給供給供給供給することができました。

その後も計４回にわたる計画停電が行なわれたが、ガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーションについてはについてはについてはについては震災直後震災直後震災直後震災直後からからからから通常通常通常通常どどどど

おりおりおりおりガスガスガスガス供給供給供給供給がががが継続継続継続継続されたためされたためされたためされたため、、、、問題問題問題問題なくなくなくなく給電給電給電給電することができすることができすることができすることができ、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー不足不足不足不足にににに悩悩悩悩むことなくむことなくむことなくむことなく、、、、またまたまたまた患者患者患者患者にもにもにもにも大大大大

きなきなきなきな不安不安不安不安をををを与与与与えることがなかったえることがなかったえることがなかったえることがなかった。 （エネルギーフォーラム２０１１.７ 抜粋）

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

セキュリセキュリセキュリセキュリ

ティティティティ

経済性経済性経済性経済性

環境性環境性環境性環境性

省省省省エネエネエネエネ性性性性

＜外観＞

＜ガスコージェネレーション＞
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高圧 中圧 低圧

工場

放散塔

ガバナ

ステーション

ガス

ホルダー

放散塔

地区ガバナ

中圧供給のお

客さま

GL

低圧供給のお

客さま

高圧 中圧 低圧

工場

放散塔

ガバナ

ステーション

ガス

ホルダー

放散塔

地区ガバナ

中圧供給のお

客さま

GL

低圧供給のお

客さま

首都圏首都圏首都圏首都圏ののののＢＣＰＢＣＰＢＣＰＢＣＰ対応対応対応対応をををを支支支支えたえたえたえた都市都市都市都市ガスガスガスガスのののの製造製造製造製造とととと供給供給供給供給

袖ヶ浦、根岸、扇島の3工場制（リスク分散）

・3工場は高圧の幹線にて環状環状環状環状にににに連絡連絡連絡連絡し
バックアップが可能

・主要設備は震度震度震度震度７７７７レベルレベルレベルレベルのののの地震地震地震地震にににに対対対対しししし

耐震性耐震性耐震性耐震性を保有

・日立に新たにＬＮＧ基地を建設し、

4工場制工場制工場制工場制へ移行（2017年度予定）。

■■■■製造製造製造製造・・・・供給設備供給設備供給設備供給設備

震度震度震度震度7777レベルレベルレベルレベルのののの地震地震地震地震にににに

耐耐耐耐えられるえられるえられるえられる仕様仕様仕様仕様

■■■■高中圧導管高中圧導管高中圧導管高中圧導管

丈夫で伸びのある材料と信頼性を高

める裏波溶接の採用により、震度震度震度震度７７７７

レベルレベルレベルレベルのののの地震地震地震地震にににに耐耐耐耐えられるえられるえられるえられる仕様仕様仕様仕様。。。。

またまたまたまた今回今回今回今回のののの震災震災震災震災によるによるによるによる液状化液状化液状化液状化でもでもでもでも供供供供

給支障給支障給支障給支障はなしはなしはなしはなし。。。。

道路道路道路道路やややや橋橋橋橋がががが崩壊崩壊崩壊崩壊

してもしてもしてもしてもガスガスガスガス漏漏漏漏れしなれしなれしなれしな

かったかったかったかった中圧導管中圧導管中圧導管中圧導管

■■■■低圧導管低圧導管低圧導管低圧導管

低圧導管には、耐食性、

耐震性に優れたポリエポリエポリエポリエ

チレンチレンチレンチレン管管管管をををを積極的積極的積極的積極的にににに採採採採

用用用用

信頼性信頼性信頼性信頼性のののの高高高高いいいいガスガスガスガス供給供給供給供給

～設備設備設備設備のののの耐震化耐震化耐震化耐震化によるによるによるによる導管導管導管導管のののの安定性安定性安定性安定性

＜＜＜＜全日本全日本全日本全日本（（（（国国国国レベルレベルレベルレベル））））のののの議論議論議論議論＞＞＞＞

・・・・大都市間大都市間大都市間大都市間ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化

・・・・セキュリティパイプラインセキュリティパイプラインセキュリティパイプラインセキュリティパイプライン

のののの構築構築構築構築

【【【【課題課題課題課題】】】】

費用負担費用負担費用負担費用負担、、、、維持管理維持管理維持管理維持管理、、、、保安保安保安保安

信頼性信頼性信頼性信頼性のののの高高高高いいいいガスガスガスガス製造製造製造製造

～都市都市都市都市ガスガスガスガスのののの導管導管導管導管ネットワークネットワークネットワークネットワーク
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供給供給供給供給エリアエリアエリアエリア

地区ガバナに設置されているSIセンサ

�全地区ガバナにSIセンサー（地震計）
と遠隔監視装置を設置（約4,000基）

�地震発生後約30分間で、地震情報収集、
導管被害推定、遠隔遮断が可能

�1km2に1箇所の高密度な情報により
災害対応を支援

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム地震防災地震防災地震防災地震防災システムシステムシステムシステム

～ SUPREME SUPREME SUPREME SUPREME 

【低圧導管】

各ブロック 30,000～100,000のお客様と約40基の地区ガバナを有する136の

ブロックで構成。

すべての地区ガバナには地震計を備えており、地震時には個別に震度を感知する。

震度計があるレベルの地震を感知した場合、各地区ガバナは自動的に低圧低圧低圧低圧ガスガスガスガス供供供供

給給給給をををを遮断遮断遮断遮断しししし、、、、このこのこのこの低圧低圧低圧低圧のののの切切切切りりりり離離離離しによりしによりしによりしにより中圧中圧中圧中圧ガスガスガスガスのののの供給供給供給供給をををを継続継続継続継続することがすることがすることがすることが可能可能可能可能。。。。

中圧中圧中圧中圧ガスガスガスガス導管導管導管導管

ブロックブロックブロックブロック

15151515箇所箇所箇所箇所

低圧低圧低圧低圧ガスガスガスガス導管導管導管導管

ブロックブロックブロックブロック

136136136136箇所箇所箇所箇所

ガス導管は二次被害を未然防止するため、あらかじめ小さくブロック

化し、確実なガス供給の停止と早期復旧の実現を両立

都市都市都市都市ガスガスガスガス供給網供給網供給網供給網ののののブロックブロックブロックブロック化化化化

東京東京東京東京ガスガスガスガスのののの都市都市都市都市ガスガスガスガス供給供給供給供給におけるにおけるにおけるにおける地震防災地震防災地震防災地震防災へのへのへのへの対応対応対応対応

【中圧導管】

低圧導管よりも広範囲な15のブロック。各境界には自動遮断バルブが設置され、強

い地震を観測した場合、当該中圧ブロックを遠隔操作で切り離すことが可能。

各中圧ブロックはLNG基地や高圧ガバナを持つように設定されている。

⇒⇒⇒⇒ 災害時災害時災害時災害時のののの切切切切りりりり離離離離しのしのしのしの後後後後でもでもでもでも供給継続供給継続供給継続供給継続
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六本木六本木六本木六本木ヒルズヒルズヒルズヒルズののののエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステム

会社名会社名会社名会社名 六本木エネルギーサービス株式会社

事事事事 業業業業 特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業

（供給先延床面積：約65.0万m2）

熱供給事業熱供給事業熱供給事業熱供給事業

（供給先延床面積：約72.4万m2）

事業開始事業開始事業開始事業開始 2003年5月1日

出資会社出資会社出資会社出資会社 森ビル(65％) 東京ガス(35％)

自立可能自立可能自立可能自立可能ななななエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステム ～ エネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターからのからのからのからの電気電気電気電気・・・・熱熱熱熱のののの供給供給供給供給

※出展 六本木ヒルズ電気供給施設・熱供給施設概要（パンフレットより）

系統電力系統電力系統電力系統電力のののの影響影響影響影響をををを受受受受けないけないけないけない特定電気特定電気特定電気特定電気

事業事業事業事業（（（（ガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーション利用利用利用利用））））とととと、、、、

発電発電発電発電のののの際際際際にににに生生生生じるじるじるじる廃熱廃熱廃熱廃熱をををを熱供給事業熱供給事業熱供給事業熱供給事業

（（（（地域冷暖房地域冷暖房地域冷暖房地域冷暖房））））にににに有効活用有効活用有効活用有効活用。。。。

六本木六本木六本木六本木ヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターはははは、、、、

コージェネレーションコージェネレーションコージェネレーションコージェネレーションによりによりによりによりエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

をををを無駄無駄無駄無駄なくなくなくなく活用活用活用活用するするするする分散電源分散電源分散電源分散電源システムシステムシステムシステム

でありでありでありであり、、、、自立可能自立可能自立可能自立可能ななななエネルギーシステエネルギーシステエネルギーシステエネルギーシステ

ムムムムであるであるであるである。。。。

電気供給施設 発電：38,660kW

熱供給施設 冷熱：240.516GJ/h（19,000RT）

温熱：179.658GJ/h（79.6t/h）
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電気供給施設電気供給施設電気供給施設電気供給施設のののの特徴特徴特徴特徴

�高効率な熱電可変型ガスタービン（6,630kW×6基）
�配電線の二重化（点検・事故対応として100％容量を二重化）
熱供給施設熱供給施設熱供給施設熱供給施設のののの特徴特徴特徴特徴

�発電時の廃熱を利用（必要な熱量のうち約90％が回収蒸気）
�雨水利用による節水（地区内の雨水を冷却水補給水に利用）

エネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターのののの特徴特徴特徴特徴 エネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターエネルギーセンターのののの環境性環境性環境性環境性

※コージェネレーションにより、省エネルギー率で１６％、ＣＯ２で１８％の削減

を達成。またＮＯxについては、ガスタービンの脱硝装置や低ＮＯＸボイラの
採用により、４２％の削減を達成。

※出展 森ビル株式会社様報道関係者説明資料（2011.7.7）

オフィス、住宅、商業施設、ホテル等の複合用途から

構成される六本木ヒルズの安定した電気・熱の需要

に対し、約60～70％の高いエネルギー効率を達成。

2011年度、東京都より「優良特定地球温暖化対策事
業所（準トップレベル事業所）」として認定。

六本木六本木六本木六本木ヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターヒルズエネルギーセンターのののの特徴特徴特徴特徴

特定電気事業

（分散電源システム）

従来のシステム
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首都圏首都圏首都圏首都圏ののののＢＣＰＢＣＰＢＣＰＢＣＰにににに寄与寄与寄与寄与したしたしたした特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業とはとはとはとは

事 業

限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路で電気

を供給する事業

事業開始 電気事業法に基づく経済産業大臣への申請許可

電気の供給先 限定された区域の中にあるお客さま

供給義務 電気事業法第１８条に基づく供給義務

電気料金 電気事業法に基づく経済産業大臣への供給条件の届出

1995年年年年のののの電気事業法改正電気事業法改正電気事業法改正電気事業法改正によりによりによりにより、、、、 「「「「特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業」」」」のののの制度制度制度制度がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、限定限定限定限定されたされたされたされた区域区域区域区域（（（（エリエリエリエリ

アアアア））））にににに対対対対しししし、、、、自自自自らのらのらのらの発電設備発電設備発電設備発電設備やややや電電電電線路線路線路線路をををを用用用用いていていていて、、、、電力供給電力供給電力供給電力供給をををを事業事業事業事業としてとしてとしてとして行行行行うこうこうこうことがとがとがとが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった。。。。

ここここれによりれによりれによりれにより特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業者者者者がががが複数複数複数複数のののの建物建物建物建物にににに電気電気電気電気をををを供給供給供給供給しししし、、、、発電発電発電発電時時時時にににに生生生生じるじるじるじる廃熱廃熱廃熱廃熱をををを冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房・・・・給給給給湯湯湯湯

にににに利用利用利用利用するするするするこここことでとでとでとで、、、、一一一一次次次次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの有効利用有効利用有効利用有効利用をををを実実実実現現現現できるできるできるできる環境環境環境環境となったとなったとなったとなった。。。。

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業者者者者のののの電気供給施設電気供給施設電気供給施設電気供給施設はははは、、、、独独独独立立立立してしてしてして電力供給電力供給電力供給電力供給をできるをできるをできるをできるこここことからとからとからとから、、、、系統影響系統影響系統影響系統影響（（（（需給逼迫需給逼迫需給逼迫需給逼迫

やややや系統事系統事系統事系統事故故故故））））をををを受受受受けけけけずずずずににににエリアエリアエリアエリア内内内内のののの安定供給安定供給安定供給安定供給がががが可能可能可能可能であるであるであるである。。。。一一一一方方方方、、、、設備設備設備設備ののののトトトトララララブルブルブルブル時時時時にににに系統系統系統系統よりよりよりより

補完補完補完補完供給電力供給電力供給電力供給電力をををを受受受受けるけるけるけるこここことでとでとでとで、、、、無停電無停電無停電無停電でおでおでおでお客客客客さまさまさまさま電力電力電力電力ののののババババックアッックアッックアッックアッププププもももも可能可能可能可能。。。。

特定の供給地点

(ビル・工場等)へ
の供給

系
統

電
力
か
ら

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

自営の

発電所

自営の

電線路

廃熱の

有効利用

供給エリア内

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業のののの概要概要概要概要
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特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業のののの課題課題課題課題とととと新新新新たなたなたなたなスキームスキームスキームスキーム

特定特定特定特定ののののエリアエリアエリアエリア内内内内におけるにおけるにおけるにおける経済主体経済主体経済主体経済主体のののの異異異異なるなるなるなる建物建物建物建物にににに、、、、自営自営自営自営のののの発電設備発電設備発電設備発電設備やややや電線路電線路電線路電線路をををを用用用用いていていていて、、、、電力供給電力供給電力供給電力供給をををを行行行行うことがうことがうことがうことが

可能可能可能可能となったとなったとなったとなった特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業であるがであるがであるがであるが、、、、以下以下以下以下のようなのようなのようなのような課題課題課題課題もありもありもありもあり、、、、国内国内国内国内においてにおいてにおいてにおいて現在現在現在現在４４４４事業者事業者事業者事業者のののの営業営業営業営業にににに限限限限られるられるられるられる。。。。

�電源構成電源構成電源構成電源構成がががが幅広幅広幅広幅広いいいい一般電気事業者一般電気事業者一般電気事業者一般電気事業者とのとのとのとの競合競合競合競合

（（（（経済性経済性経済性経済性・・・・省省省省ＣＯＣＯＣＯＣＯ2））））
�エリアエリアエリアエリアＢＣＰＢＣＰＢＣＰＢＣＰ機能機能機能機能のののの価値評価価値評価価値評価価値評価がががが希薄希薄希薄希薄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

電気

熱

熱・電気の

負荷比率

が重要

建物の熱・電気の負荷

70～100
（需要量）

廃熱の有効利用

発電所

70～100
系統電力

（常時供給無）

域内比率100％要件

70～100
（需要量）

廃熱の有効利用

発電所

35～50
系統電力

35～50

域内比率 50％（例）

�域内電源保有比率域内電源保有比率域内電源保有比率域内電源保有比率のののの引引引引

きききき下下下下げげげげ

（（（（自立可能自立可能自立可能自立可能レベルレベルレベルレベルのののの確保確保確保確保））））

�設備稼働率設備稼働率設備稼働率設備稼働率アップアップアップアップによりによりによりにより

経済性経済性経済性経済性､､､､省省省省エネエネエネエネ性向上性向上性向上性向上

�防災性防災性防災性防災性のののの高高高高いいいいエリアエリアエリアエリアのののの

拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

スマートエネルギースマートエネルギースマートエネルギースマートエネルギー

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）のののの促進促進促進促進

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業のののの課題課題課題課題

負荷

特定電気事業（分散電源システム）

新新新新たなたなたなたなスキームスキームスキームスキーム

�需要需要需要需要にににに対対対対するするするする域内電源保有比率域内電源保有比率域内電源保有比率域内電源保有比率100100100100％％％％以上以上以上以上

・・・・自営自営自営自営のののの発電設備発電設備発電設備発電設備のののの高高高高コストコストコストコスト

・・・・一般的一般的一般的一般的なななな建物建物建物建物のののの熱熱熱熱・・・・電気負荷比率電気負荷比率電気負荷比率電気負荷比率とのとのとのとの不整合不整合不整合不整合

・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及普及普及普及にににに対対対対するするするする対応難対応難対応難対応難

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのスキームスキームスキームスキームこれまでのこれまでのこれまでのこれまでのスキームスキームスキームスキーム 新新新新しいしいしいしいスキームスキームスキームスキーム新新新新しいしいしいしいスキームスキームスキームスキーム
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特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業からからからからスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク（（（（SEN））））へへへへ

発電所

系統電力系統電力系統電力系統電力

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

分散型分散型分散型分散型システムシステムシステムシステム

のののの拡大拡大拡大拡大

③③③③系統電力系統電力系統電力系統電力をををを補完補完補完補完するするするする省電力設備省電力設備省電力設備省電力設備のののの導入導入導入導入

ガス空調

（吸収冷凍

機・GHP）

系統電力の

負荷平準化

地域熱利用地域熱利用地域熱利用地域熱利用

熱熱熱熱のののの

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

天然天然天然天然ガスガスガスガス

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

ごみ焼却場

①①①①自立可能自立可能自立可能自立可能ななななエネルギーシステエネルギーシステエネルギーシステエネルギーシステ

ムムムムのののの確立確立確立確立

重点施設･周辺地域

への電力･熱の供給

地域熱利用地域熱利用地域熱利用地域熱利用

風力発電

②②②②再生可能再生可能再生可能再生可能・・・・未利用未利用未利用未利用エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

のののの拡大拡大拡大拡大

ごみ焼却場

バイオマス

発電

地域熱利用地域熱利用地域熱利用地域熱利用

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業

太陽光発電

太陽熱利用

ＬＮＧ基地

①自立可能自立可能自立可能自立可能ななななエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムの確立（高信頼性エリアのブランド化）

②系統電力系統電力系統電力系統電力をををを補完補完補完補完するするするする省電力設備省電力設備省電力設備省電力設備の導入（高効率・ガスによる多重化・分散化）

③再生可能再生可能再生可能再生可能・・・・未利用未利用未利用未利用エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーの拡大（再生可能エネルギー特措法）

求求求求められるめられるめられるめられる

エネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステム

図図図図 スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）とととと特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業

集中型集中型集中型集中型

システムシステムシステムシステム

分散型分散型分散型分散型

システムシステムシステムシステム

調
和

国際的国際的国際的国際的

発信発信発信発信

ガスコージェネ

ガスコージェネ

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業

特定電気事業特定電気事業特定電気事業特定電気事業

ガスコージェネ

発電機

再生可能・未利用

エネルギーと

天然ガスを融合
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スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）（ＳＥＮ）のののの拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けてけてけてけて

ススススママママートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークのののの拡拡拡拡大大大大によりによりによりにより、、、、従来従来従来従来からのからのからのからの集中集中集中集中型型型型とととと、、、、分散型分散型分散型分散型システムシステムシステムシステムのののの協調協調協調協調をををを実実実実

現現現現しししし、、、、環境環境環境環境性性性性、、、、経済経済経済経済性性性性、、、、防災性防災性防災性防災性のののの高高高高いいいいエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムがががが実実実実現現現現できるできるできるできる。（。（。（。（国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力向上向上向上向上 他他他他））））

スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークへのへのへのへの期待期待期待期待

① ネットワーク内に常用の発電設備と発電時に発生する廃熱利用が可能な熱供給設備を配

置することで、自立可能な地域エネルギーを確立することが可能となる。

② ネットワーク内の分散電源（再生可能エネルギー、CGS等）と系統電力の組合せにより高効
率なエネルギー多重化システムの構築が可能。システムの統合制御、最適制御により高い

省エネ性の実現、系統電力に対する調整電源機能も期待できる。

③ ネットワーク内の再生可能エネルギー（熱・電気）の活用に加え、系統を通じて外部からの再

生可能電源の調達が可能となり、低炭素化の推進が図れる。

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題

� 域内電源保有比率の更なる低減（２５％程度）、電力会社より

安価な電気を供給する義務の緩和等が必要ではないか。

� ネットワーク内の自営線や熱導管構築の経済的支援、税制

優遇等のインセンティブが必要ではないか。

� プラントの容積率割増を地役権として活用できるようなインセ

ンティブが必要ではないか。

� 補完供給電力価格の低減等の系統電力からのバックアップ

制度の柔軟化が必要ではないか。

ススススママママートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークのののの推進推進推進推進にはにはにはには、、、、更更更更なるなるなるなる規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和等等等等がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。

SENSENSENSENのののの

事業性向上事業性向上事業性向上事業性向上

SENSENSENSENのののの

事業性向上事業性向上事業性向上事業性向上

調和調和調和調和によるによるによるによる

ＳＥＮＳＥＮＳＥＮＳＥＮのののの拡大拡大拡大拡大

建築主建築主建築主建築主へのへのへのへの

インセンティインセンティインセンティインセンティ

ブブブブ

建築主建築主建築主建築主へのへのへのへの

インセンティインセンティインセンティインセンティ

ブブブブ

入居者入居者入居者入居者のののの

メリットメリットメリットメリット

入居者入居者入居者入居者のののの

メリットメリットメリットメリット
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Ｅｉ－ｗａｌｋ（Ｅｉ－ｗａｌｋ（Ｅｉ－ｗａｌｋ（Ｅｉ－ｗａｌｋ（イーイーイーイー・・・・ウォークウォークウォークウォーク））））のののの開設開設開設開設

～～～～ きっときっときっときっと見見見見つかるつかるつかるつかるエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの理想理想理想理想のかたちのかたちのかたちのかたち

2011年年年年9月月月月、、、、最先最先最先最先端端端端ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー技術開技術開技術開技術開発発発発のののの取組取組取組取組みみみみををををごごごご見学見学見学見学いたいたいたいただだだだくくくく施設施設施設施設、、、、｢｢｢｢ＥｉＥｉＥｉＥｉ----ｗａｌｋｗａｌｋｗａｌｋｗａｌｋ

（（（（イーイーイーイー・・・・ウォウォウォウォークークークーク））））｣｣｣｣ をををを当社千住当社千住当社千住当社千住テクテクテクテクノノノノステーションステーションステーションステーション内内内内にににに開開開開設設設設。。。。

家庭向家庭向家庭向家庭向けからけからけからけから、、、、移移移移動動動動手段手段手段手段、、、、産産産産業業業業、、、、ススススママママートコートコートコートコミミミミュュュュニニニニティティティティにいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまでエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの理想理想理想理想のかたちがのかたちがのかたちがのかたちが

｢｢｢｢わわわわかるかるかるかる｣｣｣｣よよよよううううにににに構成構成構成構成されていますされていますされていますされています。。。。

スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク

（（（（千住千住千住千住スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク））））

スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク

（（（（千住千住千住千住スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク））））

｢｢｢｢地域地域地域地域｣｣｣｣でででで賢賢賢賢くくくくエネエネエネエネ

ルギールギールギールギーをををを使使使使うううう

住住住住まいとまいとまいとまいとエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

（（（（暮暮暮暮・・・・楽楽楽楽・・・・創創創創ハウスハウスハウスハウス））））

住住住住まいとまいとまいとまいとエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

（（（（暮暮暮暮・・・・楽楽楽楽・・・・創創創創ハウスハウスハウスハウス））））

｢｢｢｢家家家家｣｣｣｣ととととエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

のののの新新新新しいしいしいしい関係関係関係関係

燃焼技術燃焼技術燃焼技術燃焼技術

（（（（アスアスアスアス××××ラボラボラボラボ））））

燃焼技術燃焼技術燃焼技術燃焼技術

（（（（アスアスアスアス××××ラボラボラボラボ））））

｢｢｢｢造造造造るをるをるをるを創創創創るるるる｣｣｣｣

燃焼技術燃焼技術燃焼技術燃焼技術がここにがここにがここにがここに

水素水素水素水素エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

（（（（水素水素水素水素ステーションステーションステーションステーション））））

水素水素水素水素エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

（（（（水素水素水素水素ステーションステーションステーションステーション））））

都市都市都市都市ガスガスガスガスからからからから水素水素水素水素へへへへ

｢炎をあやつる｣燃

料技術力を最新燃

焼設備とともに、｢体

感｣いただきながら

ご紹介

地域全体でエネル

ギー利用効率を最

大化するスマートエ

ネルギーネットワー

クの実証実験をご

紹介

太陽エネルギー、燃料

電池などにより熱と電

気を上手に作って、使う

というエネルギーと家、

社会の新しいつながり

方をご紹介

燃料電池自動車（ＦＣ

Ｖ）の実用化に向け

都市ガスから高効率

に水素を製造する技

術や充填方法の実

証をご紹介

2011年年年年9月月月月5日開設日開設日開設日開設
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千住千住千住千住スマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワークスマートエネルギーネットワーク((((千住千住千住千住ＳＥＮＳＥＮＳＥＮＳＥＮ))))

分散型分散型分散型分散型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーへのへのへのへの注目注目注目注目がががが高高高高まるまるまるまる中中中中、、、、天然天然天然天然ガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーションガスコージェネレーションやややや再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーななななどどどど

からからからから発生発生発生発生するするするする熱熱熱熱とととと電気電気電気電気ををををエネルギーネットワークエネルギーネットワークエネルギーネットワークエネルギーネットワークとととと情報通情報通情報通情報通信信信信技術技術技術技術（（（（ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ））））をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、建物建物建物建物間間間間やややや地域間地域間地域間地域間

でででで面的面的面的面的にににに最最最最適適適適利用利用利用利用するするするするススススママママートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワークートエネルギーネットワーク。。。。

未来未来未来未来ののののエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムのののの実実実実現現現現にににに向向向向けけけけ、、、、千住千住千住千住ＳＥＮＳＥＮＳＥＮＳＥＮにおいてにおいてにおいてにおいてここここれらのれらのれらのれらの実実実実証証証証実実実実験験験験をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。

Ａ館

Ｂ館
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熱源統合制御熱源統合制御熱源統合制御熱源統合制御

太陽熱、冷房廃熱、

ＣＧＳ廃熱を優先的

に活用し、冷暖房と

給湯の省エネ、省Ｃ

Ｏ２を実現

双方向熱融通双方向熱融通双方向熱融通双方向熱融通

太陽熱・ＣＧＳ廃熱

を複数の建物間で

効果的に融通しあ

うことにより地域で

の省エネ、省ＣＯ２

を実現

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの出出出出

力変動補完力変動補完力変動補完力変動補完

太陽光発電の大量導入に備え、

ＣＧＳとターボ冷凍機の出力調

整により、系統電力安定化に

貢献

省省省省エネエネエネエネ・・・・

低炭素化低炭素化低炭素化低炭素化

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

のののの向上向上向上向上

系統電力系統電力系統電力系統電力

安定化安定化安定化安定化へのへのへのへの

貢献貢献貢献貢献

停電対応型停電対応型停電対応型停電対応型ＣＧＳＣＧＳＣＧＳＣＧＳ
『『『『熱熱熱熱』』』』とととと『『『『電気電気電気電気』』』』のののの

ネットワークネットワークネットワークネットワークがががが

地域地域地域地域全全全全体体体体のののの

省省省省エネエネエネエネ・・・・低炭素低炭素低炭素低炭素化化化化

をををを実実実実現現現現

※停電対応型とは、停電により電源がない状態か

ら自家発電設備を運転すること

信頼性の高いガスの中圧供

給により、災害時でも停電対

応型
※

ガスコージェネレー

ションが電力供給を継続

千住千住千住千住ＳＥＮＳＥＮＳＥＮＳＥＮ実証事業実証事業実証事業実証事業からからからから新新新新たなたなたなたな街街街街づくりへづくりへづくりへづくりへ

千住千住千住千住ＳＥＮＳＥＮＳＥＮＳＥＮ実証事業実証事業実証事業実証事業によりによりによりにより、、、、集中型集中型集中型集中型とととと分散型分散型分散型分散型がががが調和調和調和調和したしたしたした新新新新たなたなたなたな街街街街づくりへづくりへづくりへづくりへ
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