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1. 研究背景 
 

近年,地球温暖化現象や化石燃料のピークアウトなど,

エネルギー利用を取巻く環境は厳しさを増しており,エ

ネルギーを持続的に利用していく為の様々な施策1)が策

定されている。以下に持続的なエネルギー利用へ向けた

社会資本整備について,主な課題と方策をまとめる。 

 

課題 1：温室効果ガス排出削減,化石燃料保全 

方策①：エネルギー面的利用促進 

方策②：新エネルギーの利用促進 

課題 2：災害時ライフラインの維持 

方策：需要家に近接した,多様なエネルギーの活用 

課題 3：少子高齢化により増大した社会資本維持費削減 

方策：コンパクトで自立型のまちづくり 

 

以上のことより,今後は新エネルギーをはじめとする

分散型エネルギーを活用した,地域エネルギーシステム

が必要であると考えられる。 

本研究では分散型エネルギーを用いた地域エネルギー

システムに着目し,環境性と経済性評価プログラム開発

を行い,ケーススタディを実施したので報告する。 

 

2. 「分散型エネルギー総合評価プログラ

ム」の開発 

 

2.1 従来の評価プログラムの課題 

分散型エネルギーを用いた地域エネルギーシステムに

ついて,個別の電源機器,熱源機器,制御システムなど,ハ

ードな機器開発は電気メーカーやエネルギー事業者が中

心となって開発を進めている。一方,計画・評価ツール

の開発については,大学研究室や設計事務所,ゼネコンが

中心となって開発を進めてきた。 

以下に,分散型エネルギーを用いた地域エネルギーシ

ステムについて,従来プログラムで検討する際の課題を

示す。 

① 分散型エネルギーの総合的な検討 

従来の評価プログラムは,太陽光発電や風力発電,コー

ジェネレーションシステム（以下 CGS）等,分散型エネ

ルギーを個別に利用する事が多く,評価も個別になされ

ていた。一方,マイクログリッド等,今後普及すると予測

されている分散型エネルギーを用いた地域エネルギーシ

ステムは,複数の分散型エネルギーを一つのシステムと

して同時に利用するので,従来プログラムでは評価が困

難であった。又,小型水力発電やバイオマス燃料を扱っ

たプログラムがなかった。 

② 地域システムのネットワーク検討 

将来的には熱源ネットワーク,マイクログリッドネッ

トワークのような,地域システム同士のネットワークが

普及する事が期待されている。一方,従来プログラムは,

地域規模のシステムのみを解析対象としていた為,地域

システム同士のネットワーク検討が困難であった。 

③ CGS の熱負荷追従運転 

従来は CGSを建物内に単独で設置し,電力負荷追従か

定格で運転される事が多く,評価プログラムも電力負荷

追従運転と定格運転のみに対応していることが多かった。

しかし,マイクログリッド等にCGSを導入する際,熱負荷

に追従させて運転した方が効率的である場合もあり,熱

負荷追従運転を検討出来るようにする必要があった。 

④検討時間の短縮と評価精度向上 

 従来プログラムは複数の分散型エネルギーを用いた地

域エネルギーシステムに対応していなかったため,検討

に多大な時間を要し,評価精度も比較的劣る状況であっ

た。 

＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 
＊２ ㈱タイセイ総合研究所 
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2.2 「分散型エネルギー総合評価プログラム」の概要 

2.2.1 目的 

企画段階で,多様なシステムを短時間に,正確に,環境

性・経済性の観点から評価し,最適な分散型エネルギー

の組合せとネットワーク方法を検討する事が目的である。 

2.2.2 特徴 

以下に本プログラムの特徴を示す。 

①多様なシステムの評価が可能 

a. 熱源設備を含め,現在実用化されている全ての分 

散型エネルギーに関する検討が可能 

b. 電力と熱,又は電力のみの地域間ネットワークに 

関する検討が可能 

c. 熱負荷追従運転を含め,CGS の運転方法が多様 

②短時間に,正確に,環境性と事業性評価が可能 

a. 計算時間：1ケース 5分程度 

b. 1 時間間隔で需給バランスを 1年間計算 

 

 

 

 

 

ここで,分散型エネルギーとは,需要家の近くで産出す

る原燃料とそれを用いて電力と熱を生産する電源・熱源

設備であり,以下に具体例を示す。 

①新エネルギー 

太陽光発電,風力発電,小型水力発電,バイオマス, 

燃料電池,天然ガス CGS 他 

② 従来型 CGS 

石油系燃料（A重油,灯油,LPG）使用 CGS 

又,分散型エネルギーを用いた地域エネルギーシステ

ムの具体例を以下に示す。 

①普及段階にあるもの 

地域冷暖房(以下 DHC),太陽光発電等の単独システム 

②導入段階にあるもの 

マイクログリッド（以下MG）,DHC ネットワーク 

③開発段階にあるもの 

MG＋DHC,MG ネットワーク 

2.2.3 計算手順 

 解析手順は大きく 3 段階に分かれ,地域設定,地域間

ネットワーク設定,評価に分かれる。 

地域設定においては,地域毎にエネルギー需要予測,シ

ステム設定を行い,地域間ネットワーク設定ではネット

ワークする地域とシステム,地域全体の制御方法を設定

する。次にエネルギー計算を実施し,環境性評価と経済

性評価を行う。 

以上の過程を繰り返し,比較する事で環境性と経済性

の観点から最も合理的なシステム選択が可能になる。 

 

 

 図－2 計算手順 

 Fig.2 Culculation Procedure 
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図－1 計算モデル 

Fig.1 Culculation Model  

約54%削減

1,916

880
商用電力

都市ガス

キャッシュフロー累計

返済額

借入残高

投資回収
約11年

年間275万円削減
4,394

4,118

 

 図－3 計算結果画面 

 Fig.3 Calculation Result Screen 
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3. 東京臨海部におけるケーススタディ 

 

「マイクログリッド」を地域エネルギーシステムに適

用した際の課題とされている CGS 排熱の有効利用につい

て,CGS 運転方法と地域間電力融通の観点からモデル地

域を対象にケーススタディを行った。 

 

3.1 モデル地域の概要  

3.1.1 建物用途・規模 

 東京都臨海部の隣接する 3 地域を想定した。図－4 に

モデル地域の概要を示す。又,各地域の建物用途,延べ面

積を以下に示す。 

 

地域 1（地域冷暖房導入地域）：事務所,25,600 ㎡ 

地域 2（大学キャンパス）   ：学  校,41,000 ㎡ 

地域 3（病院）             ：病  院, 6,400 ㎡ 

 

 

 

 

 

3.1.2 電力・熱負荷設定 

原単位2)を基に地域毎の電力,冷暖房,給湯負荷を 1 時

間毎に 1年間設定した。表-1に負荷特性を示す。 

 

 

 

地域1 地域2 地域3

0.75 0.1 3.2

電力[kWh]
360

(7月1日14時）
613

(11月1日11時）
215

(8月1日10時）

冷房[MJ/h]
2,771

(7月1日15時）
126

(7月1日14時）
4,370

(8月1日12時）

暖房[MJ/h]
1,829

(1月3日  8時）
373

(2月1日10時）
3,620

(1月1日  8時）

給湯[MJ/h]
146

(2月1日13時）
なし

1,536
(2月1日10時）

ピーク負荷

年間負荷熱電比

 

3.1.3 設備概要 

表－2 に商用電力と都市ガスを用いた従来型設備シス

テムを示す。地域 1 は地域冷暖房導入地域であり,セン

タープラント内に蒸気ボイラ,蒸気吸収式冷凍機を設置

しているものとした。地域2及び地域 3は各建物内に熱

源機器を設置し,冷房をビル用マルチエアコン,暖房は温

水ボイラを用いたセントラル式,給湯は温水ボイラで行

っているものとした。又,全ての地域において,電力は商

用電力を購入するものとした。 

 

 表－2 設備概要（従来型設備システム） 

Table 2 Specifications for Equipments at a Conventional System  

地域1 地域2 地域3

蒸気吸収式
冷凍機

ビル用
マルチエアコン

ビル用
マルチエアコン

計220RT 計10RT 計350RT

COP1.15 COP4.1 COP4.1

蒸気ボイラ 温水ボイラ 温水ボイラ

計960kg/h 計150kg/h 計1,850kg/h

COP0.96 COP0.88 COP0.88

センター
プラント内

建物内に
個別設置

建物内に
個別設置

設置場所

冷熱源

温熱源

 

 

3.2 ケーススタディ  

3.2.1 設備概要 

表－3～4 にマイクログリッド導入時の各地域の設備

概要を示す。各地域とも太陽光発電,風力発電を屋上や

空地に設置し,センタープラント内にガスエンジンコー

ジェネレーションシステム（以下 GE-CGS）,蒸気吸収式

冷凍機,蒸気ボイラを設置した。 

又,地域 1 に河川熱利用の為の空冷ヒートポンプ（以

下空冷 HP）,地域 2 に小型水力発電,地域 3 には食品廃

棄物を利用したメタン発酵設備を設置した。 

図－4 モデル地域の概要 

Fig.4 Model Area 

 

 

 

表－3 設備概要（マイクログリッド導入ケース） 

Table 3 Specifications for Equipment at a Microgrid System 

機種 地域1 地域2 地域3

太陽光発電 10kw 10kw 10kw

風力発電 10kw 10kw 10kw

小型水力発電 なし 0.3kW なし

バイオマス燃料 なし なし
メタンガス

0.1Nm
3
/h供給

100kW×2台
（台数制御）

25kW×1台
100kW×2台
（台数制御）

運転時間
8～19:00

運転時間
6～20:00

運転時間
7～20:00

蒸気吸収式冷凍機 220RT 10RT 350RT

蒸気ボイラ 830kg/h 100kg/h 1500kg/h

空冷HP 10RT なし なし

GE－CGS

 

表－1 負荷特性 

Table 1 Load Characteristics 
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機種

太陽光発電

風力発電

小型水力発電

バイオマス燃料

GE－CGS（100kW）

GE－CGS（25kW）

蒸気吸収式冷凍機

蒸気ボイラ

空冷HP COP4.0（冷房時）、5.0（暖房時）

発電効率33.1%（定格）～19.5%（最低負荷率25%）、熱電比1.6（定格）

蒸気回収率52.4%（定格）～62.8%（最低負荷率25%）

COP1.15（冷房時）

COP0.96

水車効率90%、発電機効率90%、増幅器効率90%、有効落差0.9m

食品廃棄物をメタン発酵しメタンガスを製造する。　製造効率43m3/t

発電効率30.7%（定格）～26.6%（最低負荷率50%）、熱電比1.6（定格）

蒸気回収率49.0%（定格）～52.7%（最低負荷率50%）

性能・設置条件

アモルファス、発電効率8%、設置角度：33°、設置方位：真南

カットイン4m/s（0.44kW）～カットアウト16m/s（10kW）、ハブ高さ20m

 

 

3.2.2 計算ケース 

表－5 に計算ケースを示す。又,図－5～6 に各計算ケ

ースのシステム概要を示す。従来型設備をレファレン

スとし,マイクログリッド導入時の環境性評価を CGS 運

転状況の確認と合わせて行う。又,最も環境性の高いケ

ースについて,需要家の光熱費削減と事業主体の事業性

の観点から経済性評価を行う。 

 

 

 

ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

CGS
運転方法

電力追従
（電主）

熱負荷追従
（熱主）

熱負荷追従
（熱主）

熱負荷追従
（熱主）

熱負荷追従
（熱主）

地域内で
余剰出力
発生時

余剰排熱
破棄

余剰電力
破棄

余剰電力
発生時

出力削減

余剰電力
発生時

地域間融通※

余剰電力
発生時

地域間融通※

3地域全体で
余剰出力
発生時

－ － － 破棄
各地域の
CGS出力

削減

※地域間の電力融通による送電ロスは5%とした。

レファレンス
マイクログリッド導入ケース

従来型
設備システム

表－2

 

 

 

 

 

表－4  機器性能（マイクログリッド導入ケース） 

Table 4 Equipment Performance at a Microgrid System 

 図－6 システム概要(ケース1～3) 

Fig.6 System Outline(Case No.1～3)  

 

3.2.3 算定与条件 

算定与条件を表－6～8 に示す。気象条件は,標準的な

年の値（標準年）を用いるものとし,河川流量は時刻変

動が無いものとした。又,バイオマス資源は食品廃棄物

が 1日 60kg 発生するものとした。 

一方,初期投資と維持費については,補助金を総事業費

の 1/2,商用電力と都市ガス単価はレファレンスケース

の 1/3 とした。又,電力と熱の販売価格は標準的な値と

した。尚,法人税や借入れ金利については,将来環境負荷

削減へ向けた取組みに対する優遇措置が盛んになると考

え,標準的な値より小さく設定した。 

表－5 計算ケース 

Table 5 Cases of Culculation 

 

 

 

表－6 気象条件等 

Table 6 Meteorological Conditions etc. 

項目

気象条件3)

河川流量

バイオマス燃料

14.6m3／h、時刻変動なし

設定条件

場所：東京、年度：東京標準年

食品廃棄物60[kg/日]発生  

 

 表－7 使用原単位 

Table 7 Basic Units Used  

項目 単位 値

都市ガス（13A）低位発熱量
4)

MJ/m
3
（N） 41.66

都市ガス（13A）CO2排出原単位
5)

kg-CO2／m
3 2.36

9.83（昼間）

9.30（夜間）

0.66（昼間）
7)

0.368（夜間）
8)

メタンガス低位発熱量 MJ/m
3
（N） 37

商用電力CO2排出原単位 kg-CO2/kWh

MJ/kWh商用電力一次エネルギー換算値
6)

 図－5 システム概要(ケース1～3) 

Fig.5 System Outline(Case No.1～3)  
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項　　目 値 備　　考

初期投資に対する補助金額 310,932[千円] 総事業費の1/2

商用電力購入費 5[円／kWh] ﾚﾌｧﾚﾝｽｹｰｽ※

15円/kWhの約1/3

都市ガス 32[円／m3]
ﾚﾌｧﾚﾝｽｹｰｽ※

89円/m3の約1/3

バイオマス燃料製造コスト 232[円／m3] 残渣処分費等

電力販売価格 14.5[円／kWh] ﾚﾌｧﾚﾝｽｹｰｽ※より

温熱販売価格 2[円／MJ] 文献9)を参考に設定

冷熱販売価格 2.5[円／MJ] 文献9)を参考に設定

耐用年数 20[年]

固定資産税 1.4[%]

借入れ利率 2[%] 20年間固定

法人税 20[%] 通常の1/2

※レファレンスケースの値は、電力契約を「業務用20/30kW」、都市
ガスを「空調A」（地域1）、「空調夏期、一般契約（冬期空調ガス）」（地
域2及び3）とした時の単位電力消費量又は単位都市ガス消費量あ
たりの金額。

 
 

3.3 計算結果 

3.3.1 環境性評価 

 全てのケースを対象に年間一次エネルギー消費量と年

間CO2排出量の観点から環境性評価と比較を行った。図

－7 に環境性比較結果,表－9 にその根拠となるCGS運転

状況を示す。この結果より以下の事項が推定された。 

① マイクログリッド導入による環境性向上効果 

マイクログリッド導入ケース（ケース 1～5）は,従来

型設備（レファレンス）と比較して,年間一次エネルギ

ー消費量を 6.7～8.2%,年間CO2排出量を 10.6～11.7%削

減出来る。 

② 余剰電力の融通による環境性向上効果 

熱主運転(余剰電力発生時地域間融通)（ケース 4 と

5）が最も環境性が高く,レファレンス比で年間一次エネ

ルギー消費量を 8.2%,年間CO2排出量を 11.7%削減出来る。

又,余剰電力の地域間融通後に更に発生する 3 地域全体

での余剰電力が非常に少量（年間 92kWh）の為,3 地域全

体で余剰電力が発生した際に破棄する運転方法（ケース

4）と各地域のCGS出力を削減し,ケース 4 の運転方法と

比較して利用率を向上させる運転方法（ケース 5）との

間に,環境性の差はほとんど見られない。具体的には、

レファレンスケースと比較した年間一次エネルギー消費

削減率と年間CO2排出削減率はケース 4 の方が,ケース 5

よりそれぞれ 0.005%,0.0007%高いが、大きな差は見ら

れない。 

③ CGS 出力の熱電比＞負荷の熱電比の時（地域1,2） 

a. ケース 2とケース3の比較 

余剰電力を破棄する熱主運転（ケース 2）を行った際,

既に発電電力の利用率が 100%になっており,余剰電力発

生時に出力削減を行う熱主運転（ケース 3）を行っても,

平均負荷率,稼働率,発電電力利用率は変化しない。 

b. ケース 4とケース2の比較 

余剰電力発生時に地域間融通を行う事（ケース 4）に

よりケース 2 と比較して,商用電力の削減が可能になり,

年間一次エネルギー消費量と年間CO2排出量を 2～4%削減

出来る。 

c. ケース 4とケース5の比較 

ケース 2 において余剰電力が発生していないので,3

地域全体で余剰電力が発生しても,CGS 出力は削減され

ず,平均負荷率,稼働率,発電電力利用率ともケース 4 と

ケース 5に差は見られない。 

④ 負荷の熱電比＞CGS 出力の熱電比の時（地域3） 

a. ケース 2とケース3の比較 

余剰電力発生時に出力削減を行う熱主運転（ケー3）

は,余剰電力を破棄する熱主運転（ケース 2）と比較し

て,平均負荷率が 8%,稼働率が 3%減少するが,利用率が

10%向上する。 

b. ケース 4とケース2の比較 

余剰電力発生時に地域間融通を行う熱主運転（ケース

4）は,ケース 2 と比較して,平均負荷率と稼働率を減少

させることなく利用率を9%向上させることが出来る。 

c. ケース 4とケース5の比較 

3 地域全体で余剰電力発生時に各地域の CGS 出力を削

減する運転方法（ケース 5）を行う事により,ケース 4

と比較して利用率は 0.3%向上するが,稼働率は 0.1%減少

する。 

 

 

 

 

 

表－8 金額に関する設定値 

Table 8 Set Value of Amount of Money 

図－7 環境性比較結果（年間） 

Fig.7 Comparizon of Annual Primary Energy Consumption 

and CO2 Emission 
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ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

平均負荷率 99.1 94.6 94.6 94.6 94.6

稼働率 33.7 18.2 18.2 18.2 18.2

利用率※ 50.2 100.0 100.0 100.0 100.0

平均負荷率 100.0 78.6 78.6 78.6 78.6

稼働率 62.5 31.2 31.2 31.2 31.2

利用率※ 53.8 100.0 100.0 100.0 100.0

平均負荷率 90.4 98.0 90.2 98.0 98.0

稼働率 52.4 52.6 50.0 52.6 52.5

利用率※ 98.4 93.5 100.0 99.7 100.0

※利用率： 排熱利用量の排熱回収量に対する割合（電主運転時）
電力利用量の発電量に対する割合（熱主運転時）

地域1

地域2

地域3

 

 

3.3.2 経済性評価 

 環境性が最も高かった,ケース 5 について経済性の評

価を行う。評価は需要家の光熱費を増加させる事なく,

投資回収年数が比較的短時間で可能になる事を判断基準

として実施した。 

又,各機器,配管の単価等はNEDO技術開発機構の過去の

実証試験のデータ10)を使用した。 

図－8に需要家の光熱費の比較結果,図－9に事業性評

価結果を示す。需要家の光熱費を約 0.8%（約 80 万円）

削減した上で,事業主体の事業性については,毎年約

2,900 万円程度の収益があり,これを全て借入れ金の返

済にまわすとすると,10 年目で投資回収が可能になる。

又,耐用年数 20 年とすると,ライフサイクルでの収益が

約 3.6 億円になることが判った。 

 

 

 

 

 

 

表－9 CGS 運転状況（年間） 

Table 9 Annnual CGS Operation 

 図－9 事業主体の事業性評価（ケース 5） 

Fig.9 Result of Financial Assessment (Case No.5)  
 

4. まとめ 

 

本研究では分散型エネルギーを用いた地域エネルギー

システムに着目し,環境性と経済性評価プログラム開発

を行った。又,開発したプログラムを用いて,東京臨海部

におけるモデル地域を対象としたケーススタディを実施

した。今後は更新時期を迎えた地域冷暖房プラントや新

エネルギービジョンを策定した地方自治体,大学キャン

パス等,実際のサイトを対象にシステムの提案と事業性

評価を行う予定である。 
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