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熱をとりまく背景の変化 

電力ピークカット（省エネ法の改正） 

エネルギーコスト（円安によるコスト
押し上げ） 

地産地消の流れ 



新しいエネルギー政策の３つの視点 

①３Ｅ＋Ｓ

②

③経済成長のためのエネルギーシステム改革

①３Ｅ＋Ｓ（エネルギー安全保障, 経済性, 環境性, 

安全性） 

②一次エネルギーの政策上の順位 

③経済成長のためのエネルギーシステム改革
の断行＝総合エネルギー企業の育成 



エネルギー政策基本法（2002年）  

1. 安定供給の確保 
2. 環境への適合 
3. 市場原理の活用 

1. 安定供給の確保 
2. 環境への適合 
3. 市場原理の活用 

エネルギー基本計画 

2003 年 10 月  閣議決定 
2007 年  3 月 改定 
2010 年  6 月 改定 
2014 年  4 月 改定 

エネルギー政策基本法とエネルギー基本計画 



Ｈ２６年度から実施の省エネルギー政策 

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー部会 中間取りまとめ（抜粋） 

■ピーク対策 

 （１）ピーク対策の必要性について 

 （２）需要家側でのピーク対策について   

 （蓄電池、BEMS・HEMS、自家発など） 

 （３）電気事業者から需要家への情報提供について 

 （スマートメーター・ピーク時間帯料金等の柔軟な料金メニュー等） 

 

■民生部門を中心とした一層の省エネの推進 

 （１）民生部門対策の必要性について 

 （２）建材の性能強化について 

 （３）住宅・建築物の省エネ基準適合義務化について 



Ｈ２６施行の省エネルギー法の変更点 

省エネルギー法 

エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針（経済産業省告示） 

第4条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意
して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の
需要の平準化に資する措置を講ずるよう努める 

第２ 電気の需要の平準化のために電気を使用する者等が講ずべき
措置に関する基本的事項 



排熱温度と対応技術分野  

熱化学再生 
化学蓄熱 
熱電素子 

化学ヒートポンプ 
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未利用エネルギー 
（資源エネルギー庁ＨＰより） 

 「未利用エネルギー」とは、工場などからの排熱や、河川水・下水
などの温度差エネルギー（夏は大気よりも冷たく、冬は大気よりも暖
かい）といった、今まで利用されていなかったエネルギーの総称です 

  

このような「未利用エネル
ギー」は、近年では、ヒートポ
ンプ技術の活用や、地域の特性
に応じた効率的なエネルギーシ
ステムの整備により、民生用の
熱需要を賄うことが可能となっ
ています。 
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出典：財）省エネルギーセンター 平成１３年４月発行 

「工場群の排熱実態調査研究 要約集」 ｐ.１４ 業種別温度別全国排熱量 



エネルギーの需要と供給に存在する 
課題点 

•量的不均衡  （供給量と需要量が釣り合わない） 

•地理的不均衡  （供給地と需要地が離れている） 

•時間的不均衡  （需要と供給の時間変動が合致しない） 

•質的不均衡  （熱：温度レベルが合わない、電力：周波数、電圧の不安定性） 

熱・電力の供給曲線 

0時 24時 

熱・電力の需要曲線 

0時 24時 

時空を超えて 
エネルギーを操る

技術 
蓄熱, 熱輸送,蓄電, 電力輸送, 

ヒートポンプ, 熱化学再生・・・ 



熱技術の最近の進歩 

熱輸送 

蓄熱 

熱の質の転換 



熱エネルギーは電気や水素に比べ、輸送が難しいという課題があるた
め、できるだけ小さいネットワーク内で利用することが好ましい。 

施設レベル（ビル、ごみ焼却場、プラントなど） 
施設群・街区レベル（ビル群、コンビナートなど） 
エリアレベル 

 
 熱需要密度に着目すると、地域冷暖房（地冷）があるような熱需要
密度が高い地域（都市部）においては従来の地冷を活用しつつ、オリ
ンピックを控えて都市のレジリエンスを保つために、熱ネットワーク
を構築し、電気ネットワークと補完しあうことが重要である。 
 
 熱ネットワークを構築するほど熱需要密度が高くない地域（周辺
部）では、オフラインによる熱輸送を行い、熱需要密度が低い地域に
おいてはその建物内にコージェネレーション（コージェネ）を置き、
その施設内でエネルギーの有効活用を図ることが重要と考える。 

出典：COCN 2013年度  ”エネルギーネットワークへの最先端技術適応”最終報告書 

熱エネルギーネットワークの意義 



蓄熱ﾀﾝｸ 蓄熱ﾀﾝｸ 

オフライン熱搬送概念図 

排熱供給設備排熱供給設備  

  

（工場、ごみ処理場、 

太陽熱、バイオマス熱、 

地熱、分散型発電機など） 

搬送ツール搬送ツール  

  

（蓄熱タンク付きトラックなど） 
（電気自動車等が好ましい） 

（新吸着材の適用） 

熱利用設備熱利用設備  

  

（動植物園、銭湯、 

博物館、美術館等 

公共設備、オフィスビル、 

マンションなど） 

排熱回収（蓄熱・再生） 
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熱源側施設搬出 熱利用側施設搬入 

簡易移送型トランスヒートコンテナ実証試験 
（極東開発工業、三機工業、三重中央開発＠伊賀市） 

出典：http://lnews.jp/2014/08/g080601.html 

三重中央開発エネルギープラザから発生する焼却排熱を小型トランスヒートコンテナに
蓄熱し、産業廃棄物収集運搬車の脱着ボデー車（フックロール）を用いて約10km離れ
た温泉宿泊施設「ヒルホテルサンピア伊賀」まで運び給湯用熱源として利用 



化学蓄熱 



カスケーディング利用から 
熱リサイクルへの転換へ 

温度レベルを余すことなく利用する 
カスケーディング利用の形態 

温度レベルを維持しながら必要な 
熱量だけを供給する利用形態 



熱エネルギーの質的な変換  

排熱 排熱 

他のエネルギー 

発熱量増大 
エクセルギ－増大 
高付加価値化 

変換機器 

スチーム 
予熱 

（従来） 



事例） 排熱の燃料化回生 

after combustion H2O,CO2 

6H2 + 2CO2 
(CH3)2O 

・排熱を吸熱反応の熱源に利用 

運搬, 貯蔵, 電力変換が可能 

DME       ⇒水蒸気改質反応により水素へ転換  DME       ⇒水蒸気改質反応により水素へ転換  

質の高い燃料へ転換 
(排熱の燃料化回生) 

(CH3)2O + 3H2O = 6H2 + 2CO2  ⊿H=122.6[kJ/mol] 

排熱
DME + 3H2O

6H2 + 2CO2

OC C
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1328kJ/mol 1451kJ/mol 

発熱量の増加+9% 

+122.6[kJ/mol] 



事例）熱リサイクリング技術 

出典：サントリーCSRレポート2005 



吸着式ヒートポンプ 

10kW 

コージェネ9.9kW 

コージェネレーションと小型吸着式
ヒートポンプの使用例 

ドイツにおけるサーバールームへのコー
ジェネ、小型吸着ヒートポンプの適応事例 

“エネルギーネットワークへの最先端技術適応” 報告書より 
※COCNホームページより WWW.cocn.jp/report/index.html 



コジェネレーション外部環境の変化 

2030年までに3000万kW導入 

日本 米国 

2020年までにコジェネ50%増加（4100万kW） 

2012年8月30日 

エネルギーミックスの選択肢の原案について＜案＞ 

2012年6月5日 

日米でコジェネ普及が加速 

（約7,000万kW=約8.4兆円の潜在市場） 
25,000百万円/21万kW（2008年実績）より、120千円/kW（コジェネkW単価） 

http://www.cospp.com/articles/2012/08/obama-issues-historic-

executive-order-to-increase-cogeneration-plants.html 



効果試算 

指標Ａ（効果量） 指標Ｂ（導入量）
省エネルギー効果量

（kＬ/年）
経済効果
（億円/年）

工業炉 1.09ｋL/年・台 911,000台 992,990ｋＬ/年 6,057

バスエアコン 1.13ｋL/年・台 325,000台 367,250ｋＬ/年 2,240
ガスヒートポンプ 0.84ｋL/年・台 840,000台 705,600ｋＬ/年 4,304
給湯器 2.2ｋL/年・台 1,560,000台 3,588,000ｋＬ/年 21,887
大型吸着式ヒートポンプ 66.3ｋL/年・台 10,000台 663,000ｋＬ/年 4,044
蒸気生成ヒートポンプ 91.6ｋL/年・台 126,200台 11,559,920ｋＬ/年 70,516

17,876,760ｋＬ/年 109,048

２０５０年 

出典：COCN 2013年度  ”エネルギーネットワークへの最先端技術適応”最終報告書 



これからの熱と廃棄物 

熱はビジネスになる可能性あり．  
ビジネスモデルが必要 

熱は地産地消の典型的な商品 

廃棄物由来の熱は有望な供給源 

“廃棄熱“を回収するビジネスの可能性 

熱ユーザー拡大はこれから． 



☞ご質問、お問い合わせ先 
 
  名古屋大学 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 
            ／グリーンモビリティ連携研究センター 
  小林敬幸 
  koba（アット）nuce.nagoya-u.ac.jp 


