低炭素社会に対応したエネルギー・資源循環システムのデザイン
Energy and resource circulation system design corresponding to low carbon society
戸川 卓哉
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摘

要

資源・エネルギー循環システムの効率を向上し低炭素化することは持続可能な社会
を構築するために不可欠な要素の一つである。そのためには，各街区群における資源・
エネルギーの消費量を削減するとともに，可能な限り環境負荷の少ない方法で資源・エ
ネルギーを供給できるシステムを構築する必要がある。本研究では，資源・エネルギー
に関する施策効果を定量的に評価できる三つのモデル・フレームワークを開発し，地域
特性に応じた資源・エネルギー循環システムを設計するアプローチを検討した。まず，
産業都市における物質・エネルギーネットワークに関するシミュレーション分析より，
CO2 排出削減ポテンシャルの大きさという点で産業と周辺都市との連携に基づく物質循
環や排熱利用ネットワークの形成が重要であることが示唆された。また，住宅・商業
街区群を対象として，地域エネルギーシステムの最適計画支援フレームワークを用いて
検討した場合，街区群の特性に応じたシステムを導入し，季節時間別の需給変動に応
じた運転計画をデザインすることで，コスト削減と CO2 削減を同時に実現できる可能
性があることが示された。さらに，都市キャノピー・ビルエネルギー連成モデルを用い
た分析から，屋上緑化策等による冷房用エネルギーの削減効果とその CO2 排出削減効
果を定量的に提示した。以上の検討を通じて，廃棄物利用に関する都市と産業との連
携や街区群スケールでの特性に応じたきめ細やかな技術導入・施策実施により，資源・
エネルギー利用効率を現状よりも向上し，CO2 排出量を削減できる余地があることが示
された。

キーワード：再生可能エネルギー，産業共生，省エネルギー，廃棄物，
未利用エネルギー

Key words：renewable energy, industrial symbiosis, energy saving, wastes,
unutilized energy

1．はじめに
持続可能な社会を実現するためには，都市・地域
における社会・経済の活動レベルを一定の水準以上
に維持しつつ，資源・エネルギーの利用効率を向上
させ CO2 排出量を削減させることが求められてい
る。
日本では石油危機以降，省エネやエネルギー効率
の改善に関するさまざまな技術的な対策が採られて
きた。しかしながら，排熱などの未利用エネルギー

や太陽光等の再生可能エネルギーにより充当できる
可能性の高い蒸気やお湯を作るためだけに，貴重な
化石燃料を燃やしている状況は，ボイラー効率がい
くら高くても非効率である。需要側で見ると全体の
約半分は熱が占めているため，このようなプロセス
におけるエネルギーの質的ミスマッチをなくすこと
は全体の資源・エネルギーの利用効率を向上させる
上で重要となる。また，東日本大震災以降の日本で
は，多くの原子力発電所が稼働停止しているため，
エネルギーの約 9 割を化石燃料に依存している状況
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が続いている。中長期的にはエネルギーコストの高
騰を通じて社会・経済活動が抑制されるとともに
CO2 排出量が増加し，環境効率が悪化することが懸
念される。そのような中，日本でも 2012 年にスター
トした再生可能エネルギー固定価格買取制度
（FIT:
Feed-In Tariff）の下で，メガソーラー発電所など大
規模集約型のシステムを中心に導入が進んできた
が，2015 年時点の再生可能エネルギー
（水力を含む）
1）
，2）
と
の割合は 9％程度に留まっており，中長期目標
は乖離のある状況である。このような状況を打開す
るためには，個別の要素技術の進歩と普及に加え
て，それぞれのエネルギー・資源の需給の分布状況
等の地域特性に応じた技術・施策メニューを選定す
るプロセスを構築する必要がある。
本研究で想定する，目指すべき資源・エネルギー
の循環に関する模式的関係を図 1 に示す。都市・
産業それぞれの街区群において，地域の条件に適合
した，太陽光・風力・バイオマス等の再生可能エネ

図1

2．対象とする低炭素技術
低炭素化の対策には，大きく分けて三つの方策が
あると考えられる（図 2）。一つ目は低炭素なエネル
ギー・資源利用の拡大で，太陽光やバイオマス等の

低炭素街区群構成を支え得るエネルギー・資源循環システム．

図2
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ルギーの導入を推進するとともに製造施設のグリー
ン化等を促進し，化石燃料の消費量を削減する。さ
らに，都市・地域スケールでの排熱融通や廃棄物リ
サイクルを促進することで，物質・エネルギーの準
閉ループ（完全に閉じてはいないものの，その大部
分がリサイクルされている状況）を形成し都市と産
業の共生を図る。また，活用する資源・エネルギー
の多様化を通じてエネルギー需給の調整機能を確保
することも重要である。このように，関連する施策
は多岐にわたるため，全体像を把握した上で，施策
間の整合性が保たれた政策パッケージの提案が必要
である。

低炭素対策技術の俯瞰と主な検討対象．
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再生可能エネルギーや廃棄物をできるだけ多く利用
するものである。二つ目は省エネルギー化で，エネ
ルギーの量的な観点の供給・利用効率の向上だけで
はなく，質的な観点からも効率向上を目指す必要が
あり，エクセルギー効率を向上することが必要であ
る。三つ目は炭素が大気に出ないように隔離するも
ので，木造住宅などの炭素ストックを増やすこと
や，CO2 の回収貯留（CCS：Carbon dioxide Capture
and Storage）を実施することが相当する。本研究で
は，特に一つ目と二つ目の対策に着目して検討を実
施した。
低炭素資源の利用拡大については，主に廃棄物の
産業利用の拡大の観点から検討を行った。産業の熱
需要は，温度帯が 100℃を超える高温であるケース
が多く，ヒートポンプのように，燃焼方式と比較し
て高いエクセルギー効率で熱供給できる手段の適用
が難しい。一般にエクセルギー効率の低い熱供給の
高効率化を図る方策として，単独で利用するとエク
セルギー効率が低くなりがちな廃棄物やバイオマス
を産業への熱供給源に利用することで，化石燃料の
低い効率での消費を削減できるため，総合的にエク
セルギー効率を高めることができる。廃棄物の産業
での利用は，低炭素資源の利用拡大と高エクセルギ
ー化を両立する効果的な対策となる。同様に，火力
発電所のタービンから抽気し，周辺の工場で蒸気を
利用する，いわゆるコジェネレーションも，同様に
熱利用のエクセルギー効率を高める方策となる。
また，地域の民生部門における電気・熱の供給と
消費について，CO2 や費用の面で最適なシステムを
選択するモデルを作成し，同様に低炭素資源の利用
拡大と高エクセルギー化に加え，経済的観点からも
望ましいシステムの検討を実施した。加えて，建物
の高断熱化による放熱の削減等，エネルギーの量的
観点での無駄を削減する対策についても検討した。
3．産業都市における資源・エネルギー循環
システムの設計
産業都市において工場単体ではなく，地区全体の
環境改善を図るための資源・エネルギーネットワー
クの構築が課題となっている。本章では，資源・エ
ネルギーネットワークの構築に向けた現状のネット
ワーク分析及び火力発電所の熱を近接する産業群で
利用する将来シナリオの環境改善効果を分析する評
価システムを提示し，川崎市においてケーススタディ
を行った結果について紹介する。
解析を行う際には，自治体の統計データ及び独自調
査による人口分布，産業の生産プロセス・操業デー
タ，一般・産業廃棄物排出データ，循環拠点施設の
操業データ，ロジスティック網データなどからなる
データベースが基盤となる。データベースを基に，
GIS を用いたネットワーク解析を実施することで，
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都市内外の資源・エネルギーの流れを可視化する。
このような情報はステークホルダー間での議論を活
発化させ，実現可能な将来シナリオの設計を支援す
ることを可能にする。シナリオごとの算定モデル
は，LCA（Life Cycle Assessment： ラ イ フ サ イ ク ル
アセスメント）や MFA（Material Flow Analysis：物
質フロー解析）を学術的な基盤とし，廃棄物の処理・
リサイクル，排熱回収，それらを利用する産業など
の個別のステージにおける対策を総合化すること
で，産業の生産プロセスと廃棄物の収集・分別，熱
搬送のプロセスの連携を含めたモデルとなってお
り，各主体の環境改善効果を算定することで主体間
の配分を分析することが可能になる。また，資源・
エネルギー転換による循環資源や熱の代替を定量化
し，製造フローへの影響を考慮したモデルが組み込
まれており，各主体の製造・処理フローの変化も内
3）
挿することが可能になる 。
川崎市は，素材型産業及びリサイクル施設が臨海
部に多く集積し，内陸部には人口密集地が分布す
る。臨海部には，2010 年時点で，敷地面積 0.9［ha］
以上の工場が 74 施設あり，大規模な火力発電所が
3 施設立地している。川崎市は，1997 年に日本初の
エコタウンの一つに承認され，補助事業として五つ
のリサイクル施設を整備したことに加え，他の民間
投資も連動した。このことで，リサイクル施設及び
そこで原料化された製品を利用する素材型産業が増
加するとともに，地区スケール，都市スケール，地
域スケールでの資源循環を実現してきた。これは，
エコタウン事業（1997 年～ 2006 年）の実質的な目的
であるリサイクル施設の集積と多層的なスケールで
の資源循環を部分的に実現してきたといえる。一方
で，エコタウン事業が終了した現在，更なる低炭素
化等の発展に向け，産業間，産業・民生間の熱ネッ
トワーク構築など新たな課題が浮上している。
川崎・横浜地域で資源循環シミュレーションを行
った。その結果を図 3 に示す。非循環型をベース
ラインとし，現状，川崎市内で資源循環を実現した
場合，横浜市を含めて地域循環圏を形成した場合の
それぞれについて，最終処分量，新規資源削減量，

図3

環境改善効果の算定結果．
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CO2 削減量を算定した。鉄鋼・セメント産業を中核
とした地域での資源循環では，産業地区における廃
棄物及び副産物の交換や周辺都市も含めた一般廃棄
物の活用で最終資源削減量 225［Mt/ 年］，新規資源
削 減 量 411
［Mt/ 年］
，CO2 削 減 量 480［kt-CO2］と な
った。なお，セメント産業及び鉄鋼産業の活用した
地域の資源循環システムは，川崎市及び横浜市の合
計排出量の 0.85％
（2005 年度）にあたり，大きなポ
テンシャルを持つことを明らかにした。
また，川崎市臨海部には多量の排熱が廃棄されて
4）
いることが報告 されているため，将来シナリオとし
て，産業間及び産業・民生間の排熱ネットワークを
検討する意義は大きい。よって，現在稼働中のスチ
ームネット川崎の熱エネルギー供給範囲が拡大した
場合について，その低炭素効果のシミュレーション
5）
を実施した 。道路ネットワーク等を考慮し，各発
電所と需要先をユーティリティで結んだシナリオの
設計例を図 4 に示す。まず，現況のスチームネット
川崎の需要を賄う割合を保ち，利用先を発電所から
［
3 km］
以内に位置する 42 社に拡大した場合，さらに，
企業での需要を賄う割合を 3％，5％と増加した場合
を想定し，エネルギー需給をシミュレートした。結
果として，川崎スチームネットの排熱利用割合を臨
海部に展開すると，約 2,300［TJ］の熱量を共有でき
る可能性があり，CO2 換算では 161［kt-CO2/ 年］の

熱供給

熱需要

図4

産業間排熱ネットワークシナリオの設計例．

図5
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削減につながる。さらに，排熱利用量／需要量を増
加させると 400［kt-CO2/ 年］以上の削減につながる
可能性があることが明らかになった。以上より，排
熱ネットワーク形成は資源循環と同等以上の低炭素
効果を持つことが明らかとなった。ケーススタディ
の対象とした川崎市臨海部における廃棄物・副産物
循環は，他の先端都市と比較しても量が多い一方，
排熱利用は一部に限られている。このため，さらな
るエネルギー効率向上の観点からも未利用の熱エネ
ルギーの有効活用の検討が重要であると考えられ
る。
4．地域特性に応じた分散型エネルギーシステムの
設計
本章では，地域エネルギーシステムの最適計画の
支援フレーワークについて紹介し，商業・住宅街区
群における分散型エネルギーシステムの導入効果に
ついて検討する。前章で検討した産業排熱等の未利
用資源や再生可能エネルギーの利用条件は街区群ご
とに異なるため，それらを考慮したシステムの計画
が必要である。また，エネルギー需要の季節・時間
別のパターンも街区群の需要家の構成により異な
る。ここでは，街区群に固有の条件に応じて最適な
エネルギーシステムが導入され，適正に運転された
場合の CO2 削減効果とコスト削減効果について検
討する。
著者らは地域のエネルギー需要特性と供給特性
（再生可能エネルギーや未利用エネルギーだけではな
く，系統電力，都市ガス，LP ガス等の従来型の供給
手法も含む）
に基づいて，適正なエネルギーシステム
6）
を計画するためのフレームワークを開発してきた 。
図 5 に三つのステップにより構成されるイメージを
示す。まず，第一に分散型の地域エネルギーシステ
ムの設計においては，対象地域におけるエネルギー
供給条件を考慮する必要があるため，エネルギー類
型ごとのポテンシャル量とコスト情報を整理する。
第二段階として，将来的な需要誘導の可能性も考慮
した地区の土地利用情報に基づき，季節変動や時間
変動を考慮したエネルギー需要を電力・冷熱・温熱

地域エネルギーシステムの最適計画支援フレームワーク．
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最適システムにおけるエネルギー需給．

街区群 A：ショッピングセンターを中心とした商業地区，街区群 B：集合住宅を中心とした地区．

コスト（燃料費，メンテナンス費，設備償却費の合
ごとに推計する。さらに，第三段階として，利用可
計）が最小となる地域エネルギーシステムシステム
能な技術
（機器の効率等）やシステムデザインにおけ
の構成と運転パターンを求めた。その結果，街区群
る規範
（CO2 最小化 / コスト最小化等）についても，
代替的なオプションから選定できるようにし，その
A では太陽電池（1,888 kW）とコージェネレーション
上で選定された最適デザイン案について，コスト削
（2,000 kW）を中心としたシステムが，街区群 B で
減効果や CO2 削減効果を算定する。
は太陽電池（416 kW）を中心としたオール電化シス
第三段階については，エネルギー需給に関する境
テムが導出された。両街区群ともに太陽電池は建物
界条件の下で，機器設計と運転計画を同時に最適化
屋根面積に基づいて設定した上限値まで導入されて
する問題を混合整数計画問題として定式化する。そ
いる。導出されたシステムにおけるエネルギー供給
のために，分散システムを構成する候補として考え
状況についても上記の需要と同時に図 6 に示す。
られる全ての機器より構成されるモデルを考える。 街区群 A におけるコージェネレーションは昼間の
7）
これを既往研究 に従い，“スーパーストラクチャ”
みの運転となっている。街区群 B では太陽電池で
と定義する。選択候補より適正な機器が選定され， 発電した電力の一部を売電している。また，両ケー
さらにその中より各時間に適正な機器が運転されて
スともに，熱供給に関しては安価な夜間電力を有効
いるという階層構造を想定する。つまり，地域条件
活用したシステムが選択された。
や技術情報を反映したさまざまな制約条件の下で，
次に，従来型のエネルギー供給システムとの比較
燃料消費量などフローの値と設備容量などのストッ
に基づいた，CO2 排出量とエネルギーコストの削減
率を推計した。
（従来型のエネルギー供給システムで
クの値を組み合わせた目的関数を最小化（最大化）す
は，電力は系統電力により，冷暖房は系統電力を利
るシステム構成とその季節・時間別の運用計画を同
用したヒートポンプにより，給湯は都市ガスを利用
時に特定する。
したガスボイラーにより供給されるものと想定した。
）
ここでは，ケーススタディエリアとして，日本に
CO2 排出量は街区群 A では 3％の削減，街区群 B で
おいて一般的に見られる商業街区群と住宅街区群を
は 26％の削減となり，エネルギーコスト削減量は街
対象とした地域エネルギーシステムの導入検討例を
区群 A では 14％の削減，街区群 B では 28％となっ
示す。街区群 A はショッピングセンターを中心と
た。これらの結果を通じて，街区群のエネルギー需
した商業地区である。そのためエネルギー需要密度
給特性に適合したシステムを導入し，適正に運転す
が高く，特に昼間にエネルギー需要が集中する傾向
ることで，従来型のシステムに対して，エネルギー
がある。一方，街区群 B は集合住宅を中心とした
コストと CO2 排出量を同時に削減できる可能性があ
地区であるため，比較的エネルギー需要密度が低
ることが示唆された。
く，朝と夕方の時間帯にエネルギー需要が大きくな
る。図 6 にそれぞれの街区群における季節・時間
別のエネルギー需要を示す。
上記のフレームワークにより，年間のエネルギー
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5．都市キャノピー・ビルエネルギー連成モデルに
よる省エネルギー技術・施策の評価

内部発熱削減（機器発熱の 20％を削減），高断熱化
（次世代省エネ基準相当）の空調負荷削減策を導入し
た場合の冷房用エネルギー削減による CO2 削減効
本章では，エネルギー・資源循環システムの高効率
果を算定した。ここでは，事例として川崎市を選択
化において，再生可能エネルギーや未利用エネルギー
し，標準ケースと対策導入ケースの差から対策効果
の導入と並んで需要となる省エネルギー技術・施策に
を評価したところ，今回の計算条件では緑化や高ア
関する評価例を紹介する。街区群スケールでの各種
ルベド化で 300 ～ 400［t-CO2/ 日］の削減効果が得ら
れるという結果となった（図 8）。
の冷房用エネルギー削減策とその CO2 削減効果を
評価するため，建築物の熱負荷や空調によるエネル
次に，事務所街区群における屋上緑化の事例を取
ギー消費量，空調排熱，気温変動などを予測する都
り上げて，蒸発散のために必要な水量を考慮してよ
市 キ ャ ノ ピ ー・ ビ ル エ ネ ル ギ ー 連 成 モ デ ル CMり詳細なシミュレーション評価を行った。このた
8），9）
。 め，まず都市キャノピー・ビルエネルギー連成モデ
BEM により，シミュレーション評価を行った
都市キャノピーモデルは，種々の街区を平均建物
ル CM-BEM を用いて，屋上緑化によるヒートアイ
幅，平均建物間隔，鉛直方向の建物密度分布といっ
ランド緩和効果や冷房エネルギーの CO2 削減効果
を算定した。次に，屋上面熱収支の計算結果から得
たパラメータで表現し，均一な形状の街区が連続し
られた潜熱フラックスから蒸発散のために必要な水
ている状況を鉛直 1 次元の多層モデルで表現した局
量を算出した。また，その水量を水道水による散水
地気象モデルである。ビルエネルギーモデルは，建
より供給した場合に生じる CO2 排出量を計算し，
物の空調負荷や冷房エネルギー消費量を計算する空
冷房エネルギーの CO2 削減効果とのバランスから，
調負荷計算モデルであり，都市キャノピーモデルに
屋上緑化の CO2 削減効果を明らかにした。ここで
組み込むことで外気とのインタラクションも含めた
は対策導入シナリオとして 6 階建ての事務所ビルに
冷房エネルギー消費量の計算が可能である。本研究
ではこのモデルを用い，まず，対象街区群として事
務所街区群，耐火造住宅街区群，木造住宅街区群を
選択し，種々の一般的な冷房負荷軽減策について評
価した。次に，代表事例として事務所街区群におけ
る屋上緑化を選択し，より詳細な評価を行った。
各々の解析方法と結果について次に示す。
まず，対策導入前の標準ケースにおいて都市キャ
ノピー・ビルエネルギー連成モデル CM-BEM を用
いたシミュレーションを行った。典型街区群の地上
気温の計算結果を図 7 に示す。この結果，事務所
街区群や耐火造住宅街区群は木造住宅街区群と比較
図 8 各施策（緑化・高アルベド化・内部発熱削減・
して気温日変化幅が小さく，特に夜間の気温が高め
高断熱化）導入による CO2 削減効果．
となった。これは建物の熱容量が大きいことや，天
空率が小さいために夜間の放射冷却が抑制されるこ
となどによるものであり，一般的な都市気温の特徴
が現れた。
この典型街区群の計算条件において，次の対策導
入ケースとして緑化（建物表面の 60％と道路の 20％
に導入），高アルベド化（建物表面の 60％に導入）
，

図7

典型街区群における気温の計算結果．

（事務所街区群・耐火造住宅街区群・木造住宅街区群）
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図9


屋上緑化を大規模導入した場合の緑化ケース及び
緑化なしケースにおける気温及びその差．
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図 10

各ケースにおける CO2 排出量及びその差．

より構成された街区群を想定し，全ての建物に屋上
緑化を導入したケースを評価対象とした。
まず，屋上緑化のヒートアイランド緩和効果を評価
した結果，本研究の計算条件では屋上緑化を大規模
導入した場合の気温の低下は最大で 0.13℃程度であ
った
（図 9）
。この図において各ケースの地上 3 ｍ及び
屋上レベルの気温について図化したところ，気温は
高度によって異なるものの，気温低下効果はこれら二
つの高度でほぼ同程度であった。また，冷房エネル
（図 10）
。こ
ギー削減による CO2 削減効果を算出した
の結果，冷房負荷が大きい朝の運転開始時に CO2 排
出量と緑化による CO2 削減量がピークとなり，日積
の CO2 削減効果となった。
算値では 2.93
［kg-CO2/ 日］
次に，屋上緑化に伴い発生し得る環境負荷として，
散水によるポンプ動力及び水道水利用に伴う CO2 排
出についても算定した。ここでは，蒸発散に必要な
水量を全て水道水による散水によりまかなう場合を
想定し，ポンプ動力についてはポンプ効率を 0.6 と
し，揚程は屋上の高さまでとして計算した。水道水
10）
については玄地ほか による算定結果に基づき浄水，
送水，配水等により生じる CO2 排出量を 0.193［kg3
として計算した。この結果，ポンプ動力に
CO2/m ］
［kg-CO2/ 日］
，水道水の利
よる CO2 排出量は 0.038
［kg-CO2/ 日］となった。
用による CO2 排出量は 0.21
これらの値と比較し，前述した冷房用エネルギー削
（2.93
［kg-CO2/ 日］
）の方が明
減による CO2 削減効果
らかに大きいため，本研究の計算条件では散水に伴
う CO2 排出を考慮しても建物全体では CO2 削減効
果が得られることが示された。
6．まとめ
本研究では，都市・地域における社会・経済の活
動レベルを一定の水準以上に維持しつつ，資源・エ
ネルギーの利用効率を向上させ CO2 排出量を削減
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させることを目的とし，関連する技術・施策を整理
するとともに，産業都市及び商業・住宅街区群を対
象とした資源・エネルギー循環システムの検討・設
計例を示した。
まず，産業都市における物質・エネルギーネット
ワークの構築による CO2 排出量削減効果を定量的
に評価するためのフレームワークを示した。それに
基づき，川崎・横浜地域を対象としたシミュレーシ
ョンでは，産業と周辺都市との連携に基づく物質循
環や熱ネットワークを形成することによる CO2 排
出削減ポテンシャルが大きいことが示唆された。
また，住宅・商業地区を対象として，地域エネル
ギーシステムの最適計画支援フレームワークを用い
た検討を行った。その結果，街区群の特性に応じ
て，太陽電池やコージェネレーションを中心とした
複合的なシステムを適切な容量で導入し，季節時間
別の需給変動に応じた運転計画をデザインすること
で，コスト削減と CO2 削減を同時に実現できる可
能性があることが示された。
最後に，街区群スケールでの各種の空調負荷軽減
策の冷房用エネルギーの削減効果とその CO2 排出
削減効果を，都市キャノピー・ビルエネルギー連成
モデルを用いて算定する方法を開発した。それを用
いて対策導入効果を検討した結果，屋上緑化策等に
より冷房用エネルギーの削減効果とその CO2 排出
削減効果が生じることを定量的に提示した。
以上の検討を通じて，廃棄物利用に関する都市と
産業との連携や街区群スケールでの特性に応じたき
め細やかな技術導入・施策実施により，資源・エネ
ルギー利用効率が向上し，CO2 排出量を削減できる
余地があることが示唆された。今後は，資源・エネ
ルギーフロー全体の流れを考慮した上で，効果の高
い統合的な施策を検討するために，都市スケールと
街区群スケールの複数のサブシステムをネットワー
ク化した融合体系とし，それらをデザインするため
の仕組みが構築することが課題になる。また，自治
体スケールでの具体的な計画支援及び各街区群にお
けるステークホルダーへの施策提案につなげること
が重要である。
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