
 1 

       ２０高度化－１ 

       

調査・研究報告書の要約 

     

書   名 平成２０年度ビル熱源ネットワーク化システムに関する調査研究報告書 

発行機関名 社団法人 日本機会工業連合会・財団法人 エンジニアリング振興協会 

発 行 年 月 平成２１年３月 頁 数 ２００頁 判 型 Ａ４ 

 

[目 次] 

序 （会長 金井 務） 

はしがき（会長 増田 信行） 

委員会名簿 

目次 

第１章 調査研究の概要 

1.1 調査研究背景 

1.2 調査研究目的 

第２章 熱源システムの運用時効率等の実態調査 

2.1 熱源システムの実態調査 

2.2 熱源機器の部分負荷特性 

第３章 ビル熱源ネットワーク化システム関連技術の事例調査 

3.1 複数建物間エネルギー融通事例 

3.2 地域冷暖房システムのネットワーク化事例 

3.3 地域冷暖房システムのネットワーク化計画事例 

3.4 低温未利用エネルギー利用システムの事例 

第４章 ビル熱源ネットワーク化システムの導入モデルの提示 

4.1 都市の熱需要と未利用エネルギーの特徴 

4.2 未利用エネルギーを活用した熱源ネットワーク化システムの在り方 

4.3 ビル熱源ネットワーク化システムの導入モデルの提示 

第５章 ビル熱源ネットワーク化システムの導入効果の検討 

5.1 モデル街区の設定 

5.2 モデル街区内におけるシステムと空調負荷設定 

5.3 集中利用型熱源水ネットワークシステムの導入効果 



 2 

5.4 分散利用型熱源水ネットワークシステムの導入効果 

第６章 実現するための課題の検討 

6.1 事業化する上での課題 

6.2 法制度上の課題 

6.3 公的インセンティブ 

あとがき 

 

[要 約] 

京都議定書の第一約束期間が始まるなかで、我が国は 6.0%の温室効果ガス削減が必要で

ある。特に、エネルギー起源の二酸化炭素排出量増加が著しいビル・家庭などの民生部門

の低減が大きな課題である。そこで、本調査研究では既成市街地のビルのエネルギー効率

を高める都市の新しいエネルギーインフラとして熱源ネットワーク化システムを提案し、

その省エネルギー性や省 CO2効果などをシミュレーション解析により検証した。 

熱源ネットワーク化システムは、あるエリア内で集約された熱源システムから複数のビ

ルに熱供給する既存の熱供給ネットワークシステムに対して、個々のビルに熱源システム

（水熱源ヒートポンプ）を設置して、各々のビルに熱源水を供給する熱源水ネットワーク

と、新築（又は建替え）中・大型ビルに高効率熱源システムを設置して、他の建物に冷暖

房用の熱を融通する熱源ネットワーク化システムなどから構築されるエネルギーシステム

である。 

 

第１章 調査研究の概要 

1.1 調査研究の背景 

 我が国の 2005 年度における二酸化炭素排出量は、1990 年比で産業部門が 3.2％減少

させたのに対して、ビル・家庭などの民生部門が 40.1％も増加し、全体として 13.3％

の増加となっている。このため、ビルのエネルギー消費で大きな割合を占める空調エネ

ルギー、特に、熱源エネルギーを大幅に削減することが重要となる。 

1.2 調査研究の目的 

本調査研究では、新たな地域エネルギーシステムとして、「ビル熱源ネットワーク化

システム」を提案し、モデル街区におけるシステムの構築方法と、それを導入した場合

のエネルギー効率向上効果や省エネルギー効果、省 CO2効果を求めることを目的とする。 

 

第２章 熱源システムの運用時効率等の実態調査 
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2.1 熱源システムの実態調査 

  熱源システムの運用時効率の実態調査を行った。調査対象は、事務所 4 件、庁舎 4 件、

電算・通信 1 件である。これらの対象から、熱源機器に関するエネルギー消費量、熱製

造量のデータを収集した。各建物の熱源機器、システムの各種負荷率と COP の算出、

外気温度を含めた関係性について分析を実施し、以下の知見を得た。 

・負荷率と COP の関係について、低負荷率での熱源機器の稼働は、熱負荷が小さいこ

とを意味し、これは温熱運転であれば外気が暖かい時間帯、冷熱運転時であれば外気

が涼しい時間帯での稼働を意味する。低負荷率時の COP は、低負荷運転による COP

の低下と外気温度による COP の向上が相まって、COP の著しい低下が見えない結果

となっているケースが多かった。また高負荷率の COP についても、低負荷時とは逆

の現象が発生しているといえ、COP の著しい向上がみられないケースもあった。 

・温熱運転時の各熱源機器の負荷率、外気温度と COP の関係について： 

冷温水発生機の COP は、外気温度、負荷率に関わらず比較的安定し、おおよそ 0.8

～0.9 程度であった。空気熱源ヒートポンプは、負荷率との相関が高く、負荷率が上

昇すると COP も向上する。また、外気温度が上昇するにつれて、負荷率も低下する

ことから、結果として COP が下がる傾向も見られた。COP は 2.0～4.0 超と外部条件

による変動が激しい傾向であった。 

・冷熱運転時の各熱源機器の負荷率、外気温度と COP の関係について： 

冷温水発生機については、温熱運転時と同様の傾向がみられ、COP の負荷率と外気

温度による影響は小さい。COP も 1.0 前後と安定している。空気熱源ヒートポンプに

ついては、負荷率の上昇に従い COP も向上し、また外気温度の上昇に従い COP が低

下する傾向にあった。ターボ冷凍機については、外気温度が低い時期は若干であるが

COP が向上する。また、COP は 4.5～5.0 程度と高かった。 

2.2 熱源機器の部分負荷特性 

部分負荷特性を中心とした機器性能調査の対象機器を大きく電気駆動式熱源と燃焼式

熱源に分け、その中から電気駆動式熱源として水冷方式のターボ冷凍機と水冷チラー、

空冷方式として空冷ヒートポンプチラーを選定し、燃焼式熱源としてガス冷温水機とガ

スボイラーを選定した。それらの機器の 新機種における部分負荷特性を中心に、主と

してメーカー資料(カタログ等)により機器性能の実態調査および整理を行った。また、

併せて 近数十年間の機器効率（COP）の変遷についても整理し、部分負荷性能の現状

を踏まえた上での課題をまとめた。 

ターボ冷凍機についてはインバータターボ冷凍機の出現などにより定格 COP が 6.4
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まで向上し、部分負荷効率についても従来機より大きく改善されていることを確認でき

た。また、空冷ヒートポンプについては空気熱源の特性のため水冷機には及ばないもの

の COP は 4.3 程度まで改善され、部分負荷効率の低下も少ないことを確認できた。ガ

ス冷温水機については、三重効用型の実用化により、定格時の COP が 1.6 まで向上す

るとともに、部分負荷効率についてもターボ冷凍機同様改善されていることを確認でき

た。 

 

第３章 ビル熱源ネットワーク化システム関連技術の事例調査 

3.1 複数建物間エネルギー融通事例 

既存公共建築物の省エネルギー改修におけるESCO事業として建物間熱融通と電力融

通が提案された。試算では、改修後の省エネルギー率は 18.2%，CO2 排出量削減率は

30.5%である。地下駐車場が繋がっていたため配管と配線ルートが容易に確保でき、す

べて市の公共施設であり改修投資の意思決定が容易であり、国の補助金制度が活用でき

たことなどが建物間エネルギー融通導入に有利であった。 

3.2 地域冷暖房システムのネットワーク化事例 

事業者が異なる地域冷暖房ネットワーク化の全国初の事例である。JR 名古屋駅に隣接

する名駅東地区と名駅南地区が、名駅東地区内の新規需要家ビルの竣工を機に冷水と蒸

気導管を接続し熱融通を行っている。冷水は熱交換装置を設置し間接的に接続し、熱媒

体を完全分離したため水質管理が容易である。蒸気は両地区の蒸気供給条件が同じであ

り、水処理方式を統一した直接接続である。還水接続方式は、還水がどちらのホットウ

ェルタンクに戻るかは不明であり、液面制御によりどちらかのタンクの満水面を越える

と返送ポンプで一方のタンクに戻している。 新型高効率の名駅東地区から低効率の名

駅南地区への一方向熱融通であるため、接続を比較的し易くしている。 

3.3 地域冷暖房システムのネットワーク化計画事例 

札幌市内の２つの熱源プラントの冷水供給導管のネットワーク化の計画である。一方

のプラントでは既設の地下駐車場内のスペースを活用することで導管を延伸し、他方の

プラントでは新たに整備される地下歩行空間工事に併設して専用ピットを延伸する計画

であった。これら地下の公共施設空間の活用は、今後のネットワーク整備において有用

な方法と考えられる。 

3.4 低温未利用エネルギー利用システムの事例 

再生水（下水処理水）や海水等の低温未利用エネルギーを活用している地域冷暖房シ

ステムである。前者は、福岡市の「再生水利用下水道事業」によりトイレ洗浄水用とし
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て受水している再生水を熱源水利用しているために、熱製造量における比率は約２%と

小さい。試算では、従来方式に比べて、省エネルギー効果が約 22%、CO2 排出量低減効

果が約 34%である。後者は、シーサイドももち海浜公園沖約 100m に取水口があり、海

面下約 4m（満潮時）から取水され、海水ピットに引き込み、水熱源ヒートポンプ内で直

接利用（チタンチューブ）され、樋井川に放水されている。年一回海水ピットなどの掃

除を実施している。試算では、従来方式の熱源プラントに比べて、省エネルギー効果が

約 42%、CO2排出量低減効果が約 50%である。 

 

第４章 ビル熱源ネットワーク化システムの導入モデルの提示 

4.1 都市の熱需要と未利用エネルギーの特徴 

 本節では、ビル熱源ネットワーク化システムの検討を行う前提として、都心部の熱需

要と未利用エネルギーの賦存状況、活用実績について整理した。 

①都心部の建物需要と熱需要の特徴 

 導入対象となる東京都心３区（千代田区、中央区、港区）に立地する建物の延床面

積の規模、用途構成からエリアの熱需要特性についてマクロな整理をした。非住宅床

の内訳では業務・商業系の床面積が 87%を占め、熱需要としては実質的に冷暖房需要

がターゲットとなる。 

②未利用エネルギーの賦存状況における下水の優位性 

未利用エネルギーは、高温排熱（ゴミ焼却熱、汚泥焼却排熱等）、温度差エネルギ

ー（下水、河川水、海水等）、低温排熱（地下鉄、ビル排熱、生活排水等）に分類され

る。東京都心部の未利用エネルギーの賦存状況を調査し、これが熱需要とどのように

対応しているかを検討した。これらについて、東京都心３区の熱需要との比較の上で

整理するとともに、特に熱源水としての活用性に優れる下水（再生水）に着目した。 

③温度差エネルギー活用地域冷暖房の高いエネルギー効率 

首都圏の地域冷暖房施設のエネルギー需給実績（熱供給事業便覧より）から、熱源

システムの違いや、供給方式の違いからエネルギー効率（販売熱量ベース）がどのよ

うに異なるかを分析した。ヒートポンプを主体とする「温水・冷水」供給方式のもの

は 0.7～1.3 であり、なかでも、下水処理水や河川水など未利用エネルギーを活用する

システムのエネルギー効率（販売熱量ベース）は 1.0 を超えていた。 

④ 新ヒートポンプ技術による総合エネルギー効率向上の可能性 

高効率ヒートポンプ機器を導入した下水熱利用システムの総合エネルギー効率（＝

販売熱量（ＧＪ）／投入一次エネルギー量（ＧＪ））の高い事例として、1992 年にわ
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が国で初めて下水処理水を活用した「幕張ハイテクビジネス地区地域冷暖房；総合エ

ネルギー効率＝1.27」および 2006 年に竣工した「ソニーシティ；総合エネルギー効率

＝1.9」を紹介しているが、今後の技術革新を考慮すると更なる効率向上が期待される。 

4.2 未利用エネルギーを活用した熱源ネットワーク化システムの在り方 

本節では、前節での調査・検討内容を踏まえ、ビル熱源ネットワーク化システムのあ

り方を検討した。特に、都市部の安定的な水資源である再生水（下水処理水）をビル熱

源システム（ヒートポンプ）の熱源水として活用する再生水複合整備型について提示し

た。 

①集中利用型熱源ネットワークシステム（建物間熱融通ネットワーク含む） 

下水・再生水等の未利用エネルギーを「熱源水」として、エリア内の代表建物に供

給し、その建物に設置した水熱源ヒートポンプで利用するシステムである。当該建物

および周辺建物は熱融通管によりネットワーク化している。導入モデルとしては、既

成市街地内で既存建物が建て替わる際に、下水・再生水等の未利用エネルギーを活用

する高効率熱源システムを導入するとともに、熱融通配管を敷設し、周辺の建物の熱

源システムとネットワーク化する形態である。したがって、熱源水は新規建物の熱源

システムで集中的に活用され、低負荷時にその製造余力を周辺建物に供給（融通）す

る。つまり既存建物でも融通された熱量分は高効率熱源システムによるものとなる。 

②分散利用型熱源水ネットワークシステム 

下水・再生水等の未利用エネルギーと熱交換した「熱源水」を、エリア内の各建物

に供給し、各建物別に設置した水熱源ヒートポンプで利用するシステムである。導入

モデルとしては、既存建物が建て変わる際に、未利用エネルギーの熱交換施設を構築

し、そこから、エリア内の当該建物および周辺建物に熱源水を供給する形態である。

したがって、熱源水はすべての建物で分散的に活用される。 

③熱源水ネットワークシステムの基本構成 

熱源水ネットワークシステムにおいてシステム構成要素となる、「高効率熱源機（冷

凍機・ヒートポンプ）」、「蓄熱システム」、「バックアップシステム」、「制御システム

（AEMS）」について、それぞれの必要性や選定方法について整理した。 

4.3 ビル熱源ネットワーク化システム導入モデルの提示 

本節では、ケーススタディの考え方にしたがって、実際の市街地を想定した導入モデ

ルの提示を行った。さまざまな導入モデルが考えられるが、 も省エネルギー効果、省

ＣＯ２効果が高いと考えられる、第一段階として想定される集中利用型の２ケースと分

散利用型の４ケースの計６ケースを提示した。 
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①集中利用型熱源ネットワーク化システム（建物間熱融通ネットワーク含む） 

ケース 1-1：大規模ビル（建替/新築）に、当該ビル熱需要相当の下水熱源ヒートポンプ

【蓄熱槽無】を設置。近隣の中規模ビル２棟（既設熱源）には大規模ビル

で製造した冷温水（余剰分）を融通。 

ケース 1-2：ケース 1-1 の蓄熱槽を【蓄熱槽有】に変更。（他は同条件） 

②分散利用型熱源水ネットワーク化システム 

ケース 2-1：大規模ビル（建替/新築）に下水との熱交換施設を設置し当該ビル及び近隣

ビルへ熱源水を供給【下水熱は地区の熱需要 50%相当】 

大規模ビルには、当該ビルの熱需要相当の水熱源ヒートポンプ【蓄熱槽有】

を設置。熱源水供給を受ける近隣の中規模ビル２棟には、それぞれビル熱

需要相当の水熱源ヒートポンプを設置。 

ケース 2-2：ケース 2-1 の水熱源ヒートポンプを【蓄熱槽無】に変更（他は同条件） 

ケース 2-3：ケース 2-1 の熱源水供給条件を【下水熱は地区の熱需要 100%相当とし、

不足分はバックアップ（冷却塔）を設ける】に変更。（他は同条件） 

ケース 2-4：ケース 2-3 の蓄熱槽を【蓄熱槽無】に変更。（他は同条件） 

既成市街地にこれらシステムを導入した場合の省エネルギー効果や省CO2効果を評価

する際の視点は大きく２つある。一つは、実際の既成市街地に導入した場合の効果を評

価する場合である。この場合の比較する基準システムは、実際の「老朽熱源システム（＝

低効率）」となる。つまり、ビル熱源ネットワーク化システム導入による社会的貢献を

評価できる（下水・再生水等の未利用エネルギーが存在しない街区においても、既存建

物が建て替わる際に高効率熱源システムを導入し周辺既存建物に熱融通することで、大

きな省エネルギー効果や省 CO2 効果が得られる）。もう一つは、ネットワーク化システ

ムそのものの導入効果を評価する場合である。この場合の比較する基準システムは、各

建物にも 新の個別高効率熱源システムに更新された場合となる。つまり、両者の違い

は熱融通による高効率運転ができるかどうかのみとなり、適切に熱源ネットワーク化シ

ステムそのものの効果を評価できる。本報告書では、第一段階として、熱源ネットワー

ク化システムそのものの導入効果を評価した。 

 

第５章 ビル熱源ネットワーク化システムの導入効果の検討 

5.1 モデル街区の設定 

地理情報システムを用いて東京都都心部の建物の現況を分析し、建物用途では事務所

建築の割合が高く、例えば、千代田区では、棟数比率で 50％、延床面積比率でも 60％
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占めていた。その他の用途では商業施設、宿泊施設、住宅系の割合が高かった。また、

大規模ビルでも一棟当たりの延床面積は 10,000 ㎡～20,000 ㎡が多く、一街区当たり 5

棟～10 棟前後の街区が多く見られた。 

以上の分析結果より、街区内に延床面積約15,000㎡のOffice２と約20,000㎡のHotel

ホテルが隣接し、当該街区内に延床面積 30,000 ㎡の Office１が建替わるモデル街区を

設定した。 

5.2 モデル街区内におけるシステムと空調負荷設定 

①集中利用型熱源ネットワーク化システム（model A） 

既成市街地内に再生水供給インフラが整備されていると想定し、建替わる Office1 に

熱源水を活用できる高効率な水熱源ヒートポンプを導入する。その他の Office２と

Hotel には高効率な空気熱源ヒートポンプが設置されており、Office1 とは建物間熱融通

配管で連携している。つまり、熱源水は Office1 のみで集中的に利用される。 

②分散利用型熱源水ネットワーク化システム（model B） 

既成市街地内に再生水供給インフラが整備されていると想定し、再生水と熱交換した

熱源水（清水）を循環させる熱源水エリアネットワークと、建替わる Office1 にその熱

交換機と熱源水エリアネットワークの熱源水温度を調整するシステムを設置する。そし

て、Office1、Office２、Hotel には高効率な水熱源ヒートポンプが設置され、すべての

建物で熱源水を分散的に利用できる。 

5.3 集中利用型熱源ネットワーク化システムの導入効果 

エネルギー効率は、個別熱源システムである基準 type1 が 1.34、建物間熱融通モデル

である基準 type2 が 1.36、熱源水利用モデル（model A）が 1.49 であった。という結果

となり、基準 type の差は約 0.02 とほとんど差がない。そして、基準 type1 に対する一

次エネルギー削減率は、基準 type2 で 1.4％（352.7GJ）、model A で 10.3％（2625.8GJ） 

であった。 

CO2排出量は、基準 type1 の 792.0 t-CO2/年に対して、基準 type2 で 781.0 t-CO2/年

と 11.0t-CO2/年（1.4％）の削減効果があり、model A では、排出量が 710.2t-CO2/年と

81.8t-CO2/年（10.3％）の削減効果があった。 

5.4 分散利用型熱源水ネットワーク化システムの導入効果 

エネルギー効率は、個別熱源システムである基準 type1 が 1.34、再生水処理率 50％

の場合、標準型ケース（蓄熱槽無）が 1.50、蓄熱型ケースが 1.53 であった。再生水処

理率 100％の場合、標準型ケース（蓄熱槽無）が 1.53、蓄熱型ケースが 1.54 であった。

そして、基準 type1 に対する一次エネルギー削減率は、再生水処理率 50％の場合、標準
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型ケースが 10.9％（2765.5GJ）、蓄熱型ケースが 12.1％（3084.6GJ）であった。再生

水処理率 100％の場合、標準型ケースが 12.6％（3205.3GJ）、蓄熱型ケースが 13.1％

（3325.0GJ）であった。 

CO2 排出量は、基準 type1 の 792.0 t-CO2/年に対して、再生水処理率 50％の標準型

ケースが 86.1t-CO2/年（10.9％）、蓄熱型ケースが 96.1t-CO2/年（12.1％）の排出量の

削減であり、再生水処理率 100％の標準型ケースが 99.8t-CO2/年（12.6％）、蓄熱型ケー

スが 103.6t-CO2/年（13.1％）であった。 

以上より、熱源水ネットワーク化システムでは、再生水処理率 100％の蓄熱型ケース

が も効果が大きい結果となった。 

なお、ここでは検討対象から除外したが、電気駆動式熱源機器の効率向上は目覚まし

くかつ将来的にも更なる効率向上が期待されることから、下水・再生水等の未利用エネ

ルギーが存在しない街区においても、既存建物が建て替わる際に高効率熱源システムを

導入し周辺既存建物に熱融通を行うことで、大きな省エネルギー効果や省 CO2効果が得

られることを記しておく。 

 

第６章 実現するための課題の検討 

6.1 事業化する上での課題 

 事業化する上での課題は、現在、ネットワーク化導管等が法的に何の位置付けもなさ

れていないために、導管敷設のために道路管理者や上・下水道、電力、ガス､通信など

の関係各機関との協議・調整に多大な労力と時間を要することと、それら道路下に埋設

された輻輳する公共インフラ（ライフライン）を安全に回避するために仮設工事に多く

の費用が掛かり、導管工事費負担が大きくなること、などである。また、類似事例が無

く、事業者と需要家の双方が納得する合理的な熱（熱源水含む）単価の設定方法が必要

である。そして、事業では安定的・長期的に存続できる事業主体が求められる。本事業

の熱源システムが電気駆動のヒートポンプシステムが主要機器となるため、地域冷暖房

施設や個別ビルの蓄熱システム等において運用実績が多く有り、熱源システムの高効率

運転にも高度なノウハウを有している電力会社が事業のコアメンバーとして参加する

ことが望ましい。また、下水再生水や生下水等を利用する熱源水ネットワーク化システ

ムにおいては、下水道事業者または第三セクターがエネルギー事業者と協力して事業主

体となることが望まれる。都市の節水事業の一環として、建物などへ下水処理水を原水

とした再生水供給ネットワークが整備されつつある。これを水供給インフラのみならず、

エネルギーインフラとして複合整備することが考えられる。 
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6.2 法制度上の課題 

法制度上の課題としては、CO２排出量削減効果が大きいことが確認できたことから、

まず、熱源ネットワーク化システムを新たな街区内カーボンインフラとして法的に位置

付けた上で、導管敷設に当たっては道路管理者、下水道事業者、電力会社などの関係各

機関との協議・調整を円滑に推進できるようにする。また、合理的な熱単価の設定や安

定的な熱の供給・受け入れのため熱供給事業法に準じた新たな法制度上の位置付けが必

要である。加えて、導管工事費が多大となると予想されることから、新たな街区内カー

ボンインフラとして公が主体となって導管を敷設するなどの制度の創設が必要である。

さらに、主熱源機械室については、地域冷暖房施設に準じて建築容積率の緩和対象とす

ることが望まれる。 

6.3 公的インセンティブ 

公的インセンティブとして、本システムに関連するエネルギーの面的利用の導入促進

に関連する助成制度と東京都の温室効果ガス排出量取引の仕組みを活用することなど

を整理・検討した。 

 

あとがき 

本調査研究では、熱源水ネットワークという、都市の新しいエネルギーシステムを提

案し、特に再生水複合整備型の省エネルギーおよび CO2低減効果を検証した。供給され

る熱源水は、都市内に安定的に存在する再生水（下水処理水）であり、現在、多くの大

都市で節水・渇水対策として進められている再生水利用事業である。つまり、都市の水

供給処理システムとエネルギー供給システムが一体となった、循環型都市インフラとい

える。これは社会的・環境的な貢献度は高く、都市の再生水利用事業とともに熱源水ネ

ットワーク事業が進展することを期待するものである。なお、下水・再生水等の未利用

エネルギー賦存しない既存街区においても、中・大規模ビルの建替え時に 新鋭の熱源

システムを導入し周辺建物に対して熱融通を行うことで、大きな省エネルギー・省 CO2

効果が期待できることも記しておく。本報告書が低炭素社会の実現に向けて、その第一

歩に役立ててれば幸いである。 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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