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電力・エネルギー分野における当社の取り組み 

平成２５年１月２４日 

東 京 ガ ス 株 式 会 社 
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（３）さまざまなニーズに合わせたエネルギーソリューション提供 

（２）エネルギーの安全かつ安定的な供給 : インフラの整備・拡充 

（１） 原料価格の低減、海外事業の拡大 

（４）次世代を見据えた技術開発・ＩＴ活用の推進 

１．東京ガスグループの取り組み 

エネルギー 
コストの低減 
 

エネルギー 
セキュリティの 
強化 

エネルギー 
システムの革新 
 

エネルギーに 
求められていること 

（５）これまで以上にスリムで強靭な企業体質の実現 

ＬＮＧバリューチェーンの高度化 

企業に 
求められていること 

・ガバナンス強化 

・コンプライアン 
 スの徹底 

・リスクマネジメ 
 ントの充実 

  ①分散型エネルギーシステムの普及・拡大 
 ②負荷平準化（電力ピークカット等）・省エネ・省CO2の推進 
 ③再生可能エネルギー等の推進 
 ④電力事業（天然ガス火力発電）の拡大 
 ⑤「スマート化」（スマートエネルギーネットワーク）の推進      
 ⑥天然ガス高度利用と燃料転換の推進 
 ⑦天然ガスの普及・拡大とエネルギーサービス等の全国展開 



２．電力・エネルギー分野における課題と方向性 

電力会社 卸（IPP）  発電事業者 

系統情報の開示、 
系統運用の適正化 

天然ガス共同調達、

多様化 

（調達手段・地域他） 

  卸電力取引市場              
（スポット、ﾈｶﾞﾜｯﾄ、DSM他）   

効率性や経済
合理性の一層

の向上 

電力会社による
市場寡占 

      相対取引 

電力会社 
新電力  
（PPS） (面的 

利用の
推進) ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀｰ・

ESCO等 

ｽﾏｰﾄ  
ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾈｯﾄﾜｰｸ 

共同調達、多様な新規供給源の確保 

競争環境の整備         

（取引活性化・
新市場創設） 

分散型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ
の推進 

  面的利用の推進 

（ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ） 
 

負荷平準化の推進 
（DSM/DR等） 

小売 

現在の課題 必要な取り組み システム改革の方向性 

LNG供給・
調達 

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ｻｰﾋﾞｽ 

需要 

売主の市場支配
力が強い 

アジア向けLNG

価格高止まり 

中立性・公平性の
一層の向上 

ﾋﾟｰｸｶｯﾄ対策、 
供給ｾｷｭﾘﾃｨ要望
の顕在化 

発電 

コジェネ 

    送配電ネットワーク 

機能 

送配電 送配電 

      需要家 
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原料価格の低減に向けた取り組み：共同調達、多様化（北米シェールガス、新たな地域、国際パイ
プライン等）、上流権益の獲得強化 

ＬＮＧバリューチェーンの構築:海外での天然ガス火力発電事業やガス供給事業を拡大し、海外にも
「ＬＮＧバリューチェーンを構築」し、柔軟性確保や低価格化を実現 

３．(1)-1 原料価格の低減 

 天然ガス価格低廉化に向けた取り組み 原油･天然ガス価格の動向 

天然ガスの確保に向けた働きかけ強化 

•共同調達、官民連携等による交渉力強化 

•産消国間、消費国間対話の継続（日韓協力、

中国との対話等） 

 ⇒2012.9.19 LNG産消会議開催 

•資源外交・資源金融による支援 

新規供給源の獲得 

•北米シェールガス、新たな地域からの調達、

国際パイプラインによる調達 

•上流権益の獲得強化によるジャパン・プロ

ジェクト形成 

•洋上液化等、新技術を活用したプロジェクト

への参画 

•将来のメタンハイドレート技術、石炭ガス化

技術等の展開 
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＜北米市場＞ 

・ガス市場価格（ヘン 
 リーハブ価格等）連動 
 による価格方式 

・欧州景気低迷による天然 
 ガス需要の伸び鈍化 
・米国LNG需要減少による 
 大西洋のLNG需給緩和 
      ↓ 
・市場連動価格は低く推移 
・相対的に割高な油価連動 
 価格には値下圧力 

・原油価格上昇でLNG価格 
 は高騰（ただし原油より 
 は割安） 
     ↓ 
・アジアでは原油価格連動 
 式のみのため、指標間で 
 の価格競合は発生せず 
 

複数のLNG輸出計画が
進行中 

＜欧州市場＞ 

・油価連動（パイプライン 
 ガス等）とガス市場価格 
 （英国NBP価格等）連動 

 の２つの価格方式が並立      

・シェールガスの増産 
 で天然ガスの地域内 
 需給が大きく緩和 
    ↓ 
・ガス市場価格（ﾍﾝﾘｰﾊ 
 ﾌﾞ価格）は大幅に下落 

＜アジア市場＞ 

・原油価格連動方式 

＜日本のＬＮＧ調達価格における課題＞ 

１．アジア市場での更なる供給側の競合環境創出 

 ・北米、東アフリカなど新規の供給源確保による競争促進 

 ・市場価格連動（北米市場連動の米国ＬＮＧ、欧州価格連動のロシアガス 等）など、 多様な 

  価格決定方式のLNG/パイプラインガスを導入、アジアのLNG価格の平均化と相互競争を促進 

２．価格低下により日本で更なるLNGの需要が創出可能であることを訴求 

【参考】各地域圏の価格決定方式 
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*無断転載を禁ず 6 

Kitmat 

液化容量（計画）10mmtpa 

Freeport 

液化容量（計画）約10百万ｔ/年 

Sabine Pass 

液化容量（計画）最大15百万ｔ/年 

Lake Charles 

液化容量（計画）約16百万t 

Cove Point 

液化容量（計画）約8百万ｔ/年 

（出典:Poten&Partners他） 

長期契約締結   

 BG（550万t) 

 GN (350万t)     

 GAIL(350万t) 

 KOGAS(350万t) 

アメリカでは現在15プロジェクトが
(FTA締結国以外)への輸出許可申
請中。 

申請中プロジェクトの例 

先行契約締結 
東京ガス・住友商事(230万t) 

Cameron 

液化容量（計画）約13百万t 

基本契約締結   
三菱商事（400万t) 

三井物産 (400万t) 

LNG Canada 

液化容量（計画）12mmtpa 

Shell・三菱商事・KOGAS・CNPCが推進 

基本契約締結   
大阪ガス（220万t) 

中部電力(220万t) 

【参考】北米ＬＮＧ輸出構想 
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３．(1)-2 海外事業の拡大： 
 
エネルギーサービスやエンジニアリング事業の海外展開 

＜海外展開の対象市場＞ 
①天然ガス利用が伸びていく市場 
②省エネ・環境ビジネスや分散型 
 エネルギーシステム・スマート 
 ビジネスの成長が見込める市場 
③日本企業の海外事業展開の 
 サポートにつながる市場 

• エネルギーサービスやエンジニアリング事業の海外展開の推進 

• 成長戦略（インフラ輸出）の推進:新興国でのＬＮＧ・天然ガスインフラ整備事業への参入 

コーブポイント 

※ ※ 現在の海外事業と 現在の海外事業と 

当社グループ海外拠点 当社グループ海外拠点 

ダーウィン ダーウィン LNG LNG 

クアラルンプール事務所 クアラルンプール事務所 

パリ事務所 パリ事務所 

ニューヨーク事務所 ニューヨーク事務所 

マーリャ マーリャ 
（天然ガス （天然ガス 
パイプライン事業） パイプライン事業） 

バヒオ（天然ガス発電事業） バヒオ（天然ガス発電事業） 

● 海外事務所・現地法人 

● 上流事業 

プルート プルート LNG LNG 

ゴーゴン ゴーゴン LNG LNG クイーンズランドカーティス クイーンズランドカーティス LNG LNG 

MT MT ファルコン（天然ガス発電事業） ファルコン（天然ガス発電事業） 

ガスマレーシア（都市ガス供給事業 ガスマレーシア（都市ガス供給事業 ） ） 

コルドバシェールガス コルドバシェールガス 

東京ガスオーストラリア 東京ガスオーストラリア 

● 中下流事業 

T T - - Power Power （天然ガス発電事業） （天然ガス発電事業） 
（参画準備中） （参画準備中） 

TGE TGE 上海 上海 

デリームンバイ（エネルギーサービス事業） デリームンバイ（エネルギーサービス事業） 
（ （ FS FS （事業化調査 （事業化調査 ) ) 実施 実施 中） 中） 

イクシス イクシス LNG LNG 
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2020年に向けたパイプライン構想 

３．(2)エネルギーの安全かつ安定的な供給 :インフラの整備・拡充 

• 供給インフラの安定性向上:日立基地
建設により、東京湾内の３基地と日
立基地が連携することで、供給インフ
ラ全体の安定性を向上 

• エネルギーセキュリティ向上:ガス需
要の増加に対応した製造・供給インフ
ラを構築するとともに、幹線等のルー
プ化を図ることにより関東圏全域のエ
ネルギーセキュリティ向上に貢献 

• 供給ネットワーク強化:パイプライン連
結による緊急時のガス相互融通体制
の整備により、当社インフラの整備・
拡充と合わせて、東日本の天然ガス
供給ネットワークのさらなる強化 

• ローリー供給体制の強化および国内
の大型船・小型船によるＬＮＧ供給体
制も強化 
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３．(3)さまざまなニーズに合わせたエネルギーソリューション提供 

  ①分散型エネルギーシステムの普及・拡大 
  
 ②負荷平準化（電力ピークカット等）・省エネ・省CO2の推進 
   
 ③再生可能エネルギー等の推進 
   
 ④電力事業（天然ガス火力発電）の拡大 
 
 ⑤「スマート化」（スマートエネルギーネットワーク）の推進 
      
 ⑥天然ガス高度利用と燃料転換の推進 
 
 ⑦天然ガスの普及・拡大とエネルギーサービス等の全国展開 
 

  →供給力強化（①④） 
  インフラの整備・拡充（⑥⑦） 
  スマートエネルギーネットワークの推進（①②③④⑤） 
 



電力間競争や高効率火力発電を有する新規参入者に対する公平な競争環境の整備による効率

的な電源活用の実現による供給力強化 

供給力強化（競争環境の整備：取引市場活性化/新市場創設）に向けた課題 

現在の課題 

現在は、電力会社の電源のみメリットオーダーに従って稼動 

石
炭 LNGコン

バインド 

電源 
変動費 

LNG既設 

（大型） 

揚
水 

石
油 LNG 

既設 

（中型） 

原子力・
水力 

市場活性化・新市場創設 

供給力全体で、メリットオーダーに従って電源を稼動させるこ

とにより、最も効率的かつ経済合理的な電力供給を実現 

（コジェネ等の分散型電源も適切に評価） 

メリットオーダーイメージ 

電力会社 卸（IPP） 

新電力 

【発電】 

電力会社 
【小売】 

特電 

ﾈｶﾞﾜｯﾄ 
ＤＳＭ 

【取引市場】 

需要家   
ｺｼﾞｪﾈ   

ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀｰ 

発電事業者 

電力会社 新電力 

•市場の大宗を占める電力会社に対する取引市場に

対するコミットメント（マーケットメーカー他） 

•寡占構造にあるベース電源の取引活性化 

•ネガワット、デマンドサイドマネジメント（ＤＳＭ）等も取

引対象として、需給対策を強化 
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現在は、一部の余剰を中心とした限定的な取引 

取引市場活性化 
（マーケットメーカー他） 
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スマートエネルギーネットワークの推進 

発電所 

重点施設･周辺地域 

 への電力･熱の供給 

 

ＬＮＧ基地 

風力発電 

バイオマス発電 

天然ガスパイプライン 

ガス空調 

③再生可能等の推進 

事故･災害時等のセキュリティ 

負荷平準化（DSM/DR）に
よるネットワークの安定化 

②負荷平準化（DSM・DR）/ 
 省エネ・省CO2の推進 

ガスコージェネ 

ガスコージェネ 

再生可能・未利用     

 エネルギーと     

 天然ガスを融合 

 

ごみ焼却場 

ガスコージェネ 

熱供給ライン 

熱供給ライン 

熱供給ライン 

系統電力 

ネットワーク 
④電力事業の拡大 

①分散型エネルギーシステム 

 の普及・拡大 

 ３E（経済性・環境性・セキュリティ）+S（安全性）の最適化  
• 多様なエネルギー（電気、熱、再生可能エネルギー、未利用エネルギー等）の最適化 
• 集中（系統電力等）と分散型エネルギーシステム（分散電源等）の最適化 
• 需要（負荷平準化/省エネ・省CO2）と供給（供給力強化）の最適化 

省エネ・省CO2機器 
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図 個別の建物と地域熱供給の総合エネルギー効率の比較 

■個別熱源システム
η ＝0.675

■地点熱供給システム
η ＝0.735

■地域熱供給システム
（一般）

η ＝0.749

■地域熱供給システム
（未利用）
η ＝0.850

0 20 40 60 80 100

100

91.8

90.1

79.4

一次エネルギー消費量の割合 

▲9.9 

▲20.6 

▲8.2 

総合エネルギー効率（η ） 
＝販売熱量又は供給熱量の合計（GJ）
/原・燃料一次エネルギー使用量（GJ） 

出所：「平成19 年度未利用エネルギー面的活用熱供給適地促進調査報告書」資源エネルギー庁 

省エネ率 

トップクラスの個別熱源に比較してエネルギー消費量を10％～20％削減 

スマートエネルギーネットワークのメリット１．省エネ・省CO2効果 
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下水処理施設 

太陽光・風力発電 

コージェネ・蓄電池 

（系統安定） 

電力ネット 

ワーク 
熱ネット 

ワーク 

バイオ 

コージェネ 

天然ガスコージェネ廃熱 
電力の系統安定制御に寄与し
つつ、廃熱も有効に運用 

出力等が不安定な再生可能エネルギーをコージェネレーションで補完し、 単独利用に比べ、効率的
により多くの再生可能エネルギーの導入が可能 

スマートエネルギーネットワークのメリット２． 
大規模ネットワークとの協調（再生可能エネルギー導入促進） 
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（例１）常用防災兼用CGS 

系
統
電
力 

一
般
負
荷 

重
要
負
荷 

常用防災兼用
CGS※ 

防
災
負
荷 

CGS*からの供給により、防災負荷と重要
負荷への供給が可能 

註）CGS:コージェネレーションシステム 

＜参考＞ 
業務用の常用防災兼用機（※）は官公庁等防災対応が
必要な業務用全体の26.3％                
（設備容量比／平成1７年度実績／ＪＧＡ調べ） 

（※）ブラックアウトスタート機能付きで、かつ常用防災の必要性が認められるもの 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ 

系
統
電
力 

一
般
負
荷 

高品質負荷 
（医療機器、ｻｰﾊﾞｰ等） 

CGS※ 

CGS・太陽光発電・蓄電池等を組み合わせ

たスマートエネルギーネットワークにより、
ニーズに合わせた電力供給が可能 

蓄電池システム 

CGSの自立運転 

により供給可能 

中
品
質
負
荷 

蓄電池により 

無瞬断で供給可能 

太陽光発電 

天災時も自然 

エネルギーの 

有効利用が可能 

※ブラックアウトスタート機能付 

常用防災コージェネレーションにより、防災負荷・重要負荷への電力供給を確保 
業務・生活継続計画（BLCP=Business and Living Continuity Plan）への貢献 

スマートエネルギーネットワークのメリット３．防災性向上への貢献 



短期間で建設可能かつ高効率な分散型電源（コジェネ）を核としたスマートエネルギーネットワーク

を構築、エネルギーを面的融通することで、地域における供給セキュリティの向上、需給対策の強

化、多様な電源の活用、 電気のみならず熱も含めた供給の高効率化の推進等に貢献 

• 自営線供給に関する要件緩和 

• 逆潮流の容易化 

• 買取価格への適正な市場価格の反映 

• CO2・省エネ評価の適正化 

• 供給ｾｷｭﾘﾃｨ、不動産価値向上等の間接的便益

（Non Energy Benefit）の価値化 

スマートエネルギーネットワーク推進（分散型/面的利用推進）に向けた課題 

 分散型電源コージェネの効率推移 

延床面積：60万m2、電力需要：30,000kW 

ｺｼﾞｪﾈ導入規模：10,000kW （5,000kW×2）（発電効率：49%） 

ｺｼﾞｪﾈによる省エネルギー効果：33.7% 

ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸの省エネ効果（例） 

発電所 

都市ガス 

電力 

温熱 
冷熱 

コジェネ 

清掃工場 

廃熱蒸気・温水 
（高温未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

分散型電源の活用・面的利用の促進策 

15 

天然ガスコージェネは、中大型のタイプで火力発電
所以上の発電効率を実現し、 小型のタイプでも総
合効率が非常に高く、省エネ、省CO2を実現 
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用  語 定  義 

マイクログリッド 

電力の地域需給を最適化する小規模の電力供給網 

地域内の太陽光発電や風力発電など複数の分散型電源システムや、余剰

電力を貯蔵する蓄電システムなどを統合し、電力需給を調整 

スマートグリッド 

（次世代送電網） 

再生可能エネルギーの大量導入等を目指し、送電・モニタリングにおいて

ICT技術やスマートメーター等を導入し、需給制御を効率的に実施 

オバマ大統領のエネルギー政策「New Energy for America」等にて提唱 

スマートエネルギー
ネットワーク 

電力やガス、熱、再生可能エネルギー、未利用エネルギー、将来的には水

素も含めたエネルギーネットワークの全体最適化を志向するもの。ICT を用

いて制御する。スマートグリッド等も包括した概念。 

将来的には、①双方向性のサービスネットワークの確立、②再生可能エネル

ギーおよび分散型電源との大規模なスケールでの統合、③エネルギーの貯

蔵、を志向する（欧州委員会の「第７次欧州研究フレームワーク」より） 

スマートシティ・スマー
トコミュニティ 

低炭素型の新しい社会インフラの概念 

再生可能エネルギーを最大限に取り込み、エネルギーの需給最適化や有効

利用を実現するICTを採用したエネルギーインフラを基盤に、地域の交通シ

ステムや市民のライフスタイルの変革などを促す。 

【参考】スマートエネルギーネットワークの定義 
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１．集合住宅における住棟内エネルギー融通 

３．業務用集積エリアでの面的エネルギー利用 

各戸単位での設備設置から住棟全体で設備を共有し、
再生可能エネルギーを導入し住棟内で熱と電気を融通 

４．都市の未利用熱を面的エネルギー利用 

ビル単位の設備設置からエリア単位に設備を共有し面的利用 清掃工場の廃熱をコージェネでサポートし近隣の住戸に熱供給 

清掃工場 

太陽光発電 

コージェネ 
熱 

都市ガス 

バイオガス 

電気 

太陽熱パネル 
太陽光発電 

太陽光発電 

太陽熱 

都市ガス 
電力 

バイオガス 

熱 
燃料電池 

生ゴミより     
バイオガス精製 

２．戸建住宅におけるエネルギー融通 

太陽電池 

蓄電池 

燃料電池 

燃料電池・蓄電池を活用して再生可能エネルギーを導入し、戸
建住宅内で熱と電気を最適化 

ｽﾏｰﾄ
ﾒｰﾀｰ 

ﾎｰﾒｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

地域面的利用 

各地域の需要特性にあわせたスマートエネルギーネットワークを実現 

【参考】スマートエネルギーネットワークの類型 
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参考資料： スマートエネルギーネットワーク実例集 
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スマートエネルギーネットワークの事例 

住宅・ビルのスマート化 建物間のスマート化 地域・コミュニティのスマート化 

特  

徴 

● エネルギー（熱・電気）の融通 

• 再生可能エネルギー設備 
  （太陽光発電、太陽熱集熱装置） 

• 家庭用燃料電池    ・ 蓄電池 

● HEMS／ BEMS 

• エネルギーの見える化 

• 家電・設備の自動制御 

• 居住者の行動変化を促す最適制御 

● スマートメーターの導入 

● エネルギー（熱・電気）の融通 

• 高負荷率、高効率運転 

• 設備・機器の自動制御 

 

●建物間・街区間での再生可能エネル
ギー融通 

• 再生可能エネルギー設備 
  （太陽光発電、太陽熱集熱装置） 

• 家庭用燃料電池    ・ 蓄電池 

● 熱・電力の建物間融通・統合制御 

• 再生可能エネルギー、未利用エネルギー、
CGSから供給される熱・電力を複数の建物
間で融通し、CO2削減効果の最大化を計る 
（導入設備のスケールメリット、 CGSの稼
働率向上効果） 

● 需要側情報に基づく供給側統合制御 

• ICTを用いて、熱・電力の需要状況および
再生可能エネルギーの出力状況を計測し、
システム全体としてCO2削減効果を最大化 

事  

例 

磯子（社宅）： 

• 再生可能エネルギーと燃料電池、
蓄電池を組み合せて電気・熱を住戸
間で融通 

•  家電の自動制御やエネルギーの見
える化を行い、居住者のエネルギー
消費行動変化の実証を行なう 

 

アースポート（港北NTビル）： 

• 再生可能エネルギーと次世代技術
を組み合わせ、CO2排出量を1/3低
減 

• 将来的には建物間のエネルギー融
通等により、ZEB化を目指す 

横浜３施設ESCO： 

• ３つの建物間でのエネルギーの面的融
通により、高付加率・高効率運転を可能
にし、大幅な省エネ・省CO2を実現 

幕張新都心： 

•地域冷暖房プラント更新時に高効率CGS
等の高効率システムを導入 

•CGS排熱や電力の有効利用により大幅な
省CO2を実現 

東京ガス熊谷ビル： 

• 太陽熱集熱器で集めた熱を冷暖房に
有効活用する「ソーラークーリングシステ
ム」の導入 

• 隣接する建物間で熱エネルギーを融通  

品川八潮団地： 

•清掃工場のごみ焼却排熱を利用した省エ
ネルギー型地域冷暖房・給湯システム） 

•清掃工場の定期修理時にも都市ガスの
バックアップにより安定供給 

千住テクノステーション、大阪ガス： 

• 再生可能エネルギーと次世代技術を組
み合わせ、CO2排出量を1/3低減 

• エリアでのエネルギー融通に向け、遠
隔監視制御システム構築を目指す 

横浜市： 

• 次世代エネルギー・社会システム実証事
業に採択された4地域の一つ 

• スマートハウス・HEMS実証、ZEB実証、熱
ネットワークの拡大などを目指す 
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スマートハウスへの取り組み～磯子社宅実証（2012.春～） 

高断熱の躯体をもつ集合住宅に、再生可能エネルギー活用設備（太陽光発電装置、太陽熱集熱
装置）、家庭用燃料電池、蓄電池等を導入し、電気・熱を住戸間で融通 
エネルギーの見える化、家電の自動制御、住民の消費行動変化を促す最適制御等を行い、コスト
を抑えて省エネ・CO2削減の効果を高める方策を実証 
停電対応コージェネレーションを導入し、エネルギーセキュリティ面も確保 

集合住宅 高効率機器 

再生可能E 

最適制御 
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一次エネルギー消費量  約32％削減   
CO2排出削減効果     約29％削減 

再生可能エネルギー（太陽熱）の有効利用 

   太陽熱集熱器で集めた熱を冷暖房に有効活用する 
「ソーラークーリングシステム」 ＋ 隣接する建物間で熱エネルギーを融通 

•集熱余剰分を隣接建物に融通 
 ポンプ動力は太陽光発電分で賄う 

熱源機群

太陽熱

集熱器

ガスぽっと

熊谷

TOKYO GASTOKYO GAS

太陽光発電
パネル

(検討中)

熱融通配管

（検討中）

期待される効果 

（従来設備比） 

●建物間での再生可能エネの融通 

太陽熱駆動型 

吸収冷凍機 

太陽熱集熱 

パネル（47kW） 

ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ対応 

ガス吸収冷温水機 

高効率太陽熱集熱器 

ソーラークーリングシステム 

住宅･建築物省CO2推進モデル事業採択物件 

高効率機器 

再生可能E 

面的利用 

ビル 
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地域冷暖房プラント更新時に高効率CGS等の高効率システムを導入 
(CGS廃熱や電力の有効利用により大幅な省CO2を実現) 

幕張新都心インターナショナルビジネス地区 

設備更新時に高効率CGSと電動冷凍機
等の高効率システムを導入することで 

大幅な省エネルギーと省CO2を実現 

●地域冷暖房－幕張新都心インターナショナルビジネス地区 

熱供給エリア 
 幕張新都心インターナショナル 
 ビジネス地区（61.6ha） 
需要家件数 
 ９件（延床面積：約660,000m2） 
熱源設備 
 冷凍機（計28,000RT） 
 ボイラ（計136t/h） 

蒸気タービンターボ冷凍機

冷熱供給

温熱供給

冷水

都市ガス

4MPa蒸気

排温水

0.8MPa蒸気

電力

ボイラ

４ MPa蒸気

０.８ MPa蒸気

プラント電力プラント電力

PPS 売電PPS 売電

蒸気吸収式冷凍機

受入蒸気

単効用吸収冷凍機

電動ターボ冷凍機

地冷プラント地冷プラント

新設設備

都市ガス

高効率ガス
エンジンCGS

8730kw､6970kw

年間のＣＯ2 

排出削減効果 

53％削減 

年間のエネルギー 
消費量（一次ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

24％削減 

高効率機器 

未利用E 

面的利用 
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●地冷への未利用エネ導入－品川八潮団地地区 
都市ガス

6%

排熱,94%

熱需要
17万GJ 

•熱需要の94%をごみ焼却排熱で賄う 

•清掃工場の定期修理時にも都市ガ
スのバックアップにより安定供給 

＜地冷への未利用エネルギー導入その他事例＞ 

東京臨海副都心、光が丘団地、 

千葉ニュータウン、新砂三丁目地区 

大井清掃工場 品川総合福祉センター 

住居棟 

センタープラント 商業施設 

清掃工場のごみ焼却廃熱を利用した省エネルギー型地域冷暖房・給湯システムを実現 

総面積：41ha 

住宅戸数：5,269戸、施設：41 

品川八潮団地地区 地域冷暖房 

未利用E 
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当社千住テクノステーションに、高効率ガスエンジン、太陽光・太陽熱、ハイブリッド熱源システム、近隣
特老との熱融通を組み込んだ実証システムを構築し、2011年4月より稼動 

千住スマートエネルギーネットワーク実証 
高効率機器 

再生可能E 

面的利用 
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地区全体の低炭素化に向け、「建物（エネルギーの利用者）」と「地冷（エネルギーの供給者）」とをICTに
より『連携』し、建物の利用状況等を地冷で一元管理・分析し、最適制御実現 

・高効率CGS（ガスエンジン・燃料 
 電池）、ベストミックスの高効率 
 熱源システムの採用 
・太陽熱、地下トンネル水等の再生 
 可能ｴﾈﾙｷﾞｰ、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの 
 最大導入・有効活用 
・プラント間を連係しエネルギーの 
 面的利用を拡大する事による環 
 境性･防災性の向上 
・防災拠点への熱の高品質供給、 
 保安電力へのCGSからの電力供 
 給によるBLCPの構築 

公共公益施設 

愛育病院 

「品川駅・田町駅周辺 
まちづくりガイドライン」 

（東京都）より 
児童福祉施設 

田町駅東口北地区 

 

 中圧ガス（認定） 
特別高圧電力 

熱熱ののﾈﾈｯｯﾄﾄﾜﾜｰーｸｸ  

電電気気ののネネッットトワワーークク  

太陽熱利用 

（ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ） 

太陽光発電 

（ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ） 

風力発電 

（ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ） 

熱供給 

（ｿｰﾗｰｸｰ

ﾘﾝｸﾞ） 

地下トンネル水の熱利用 他地区の地冷への展開 

ホームページ等で公表 

 

情情報報ののネネッットトワワーークク  

スマートエネルギー
センター 

（太陽熱・燃料電池等） 

太陽熱・太陽光 
（デッキ一体型） 

（ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ） 

建建物物ととのの連連携携・・制制御御  
大温度差・変温度送水制御 

空調機制御 

ｴﾈﾙｷﾞｰの見せる化 

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理・分析 等 

スマートエネルギー
センター 

太陽熱・地下ﾄﾝﾈﾙ水 

燃料電池・吸収ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等 
太陽光発電 

（ｿｰﾗｰｸｰﾘﾝｸﾞ） 

ﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝﾄﾄ間間連連係係  
（（面面的的融融通通））  

電力供給 

（ｿｰﾗｰｸｰ

ﾘﾝｸﾞ） 

熱熱ののﾈﾈｯｯﾄﾄﾜﾜｰーｸｸ  

空調機別計量 

再再生生可可能能ｴｴﾈﾈﾙﾙｷｷﾞ゙ｰーのの活活用用  

未未利利用用ｴｴﾈﾈﾙﾙｷｷﾞ゙ｰーのの活活用用  

情情報報発発信信・・水水平平展展開開  

田町における検討事例 
高効率機器 

未利用E 

面的利用 
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複数地冷プラントの連携等の省エネ、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの広域ﾈｯﾄﾜｰｸ化、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの地冷での
活用によりCO2排出量を40%以上削減可能 （対象地域全体で約30万t-CO2削減に相当） 

省エネ 

•地冷プラントの設備更新、複数地冷の連携 

•建物内設備に省エネ対策 
 

未利用エネルギー活用 

•清掃工場廃熱を広域蒸気ネットワークを介して、
地冷で活用 

•清流復活再生水を地冷プラントにて冷却水、熱源
水として活用 

（床面積当りの排出量） 

４０％以上削減 

西新宿地区における地域冷暖房連携の検討 
高効率機器 

未利用E 

面的利用 

出所：東京都心市街地像研究会 

清流復活再生水 

広域蒸気ﾈｯﾄﾜｰｸ 

地冷プラント
設備更新 

建物内省エネ対策 

地冷連携 

新エネルギー拠点 

＊2012.12.25よりコージェネ発電電力の一部を東京都庁舎へ供給開始（3,000kW） 
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6つの取組み 

地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと 
大規模ﾈｯﾄﾜｰｸとの 
相互補完関係の構築  

3 

大規模な再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 
の導入  

1 

個々の需要地点での 
ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの確立  

2 

次世代自動車、鉄道等も 
活用した交通ｼｽﾃﾑにおける 
ｴﾈﾙｷﾞｰの効率的利用  

4 

ライフスタイルの革新  
5 

プロジェクト運用  6 

5年後の姿（イメージ） 

みなとみらい21 
（約3,600世帯） 

3地区のスマート化 
＋ 

各地区と大規模ｴﾈﾙｷﾞｰ 
ﾈｯﾄﾜｰｸの相互連携・制御 

大規模集中電源 
（原子力/水力等） 

大規模再生可能 
電源（ﾒｶﾞｿｰﾗ等） 

ｽﾏｰﾄﾊｳｽ 

充電ｽﾀﾝﾄﾞ 

大規模ｴﾈﾙｷﾞｰ 
ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報通信網 

ｴﾈﾙｷﾞｰ網 

横浜ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾚｰ 
（約8.7万世帯） 

港北ﾆｭｰﾀｳﾝ 
（約7.6万世帯） ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙ 

電気自動車 

地域 
冷暖房 

熱 

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP） 

Copyright © 2010 City of Yokohama 

大規模既成市街地を舞台にした、地域エネルギーマネジメントの開発を目指し、6つの取組を標榜。
東京ガスは磯子社宅、港北アースポートと地域エネルギー連携の立場から参画。 

次世代エネルギー・社会システム協議会  


