臨海工業地帯排熱のオフライン利用への取組
Projects for Use of Off-line Waste Heat Transportation in Coastal Industrial Area
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ＮＰＯ法人 産業・環境創造リエゾンセンター
Liaison Center for Creation of Industry & Environment
趣旨

経済と環境の調和のとれた持続可能な社会形成に向けて、
産官学、市民との連携のプラットフォーム機能を発揮し、
産業の活性化や環境・エネルギー問題の解決に貢献する
活動を推進する。

資源・エネルギー循環型
産業コンビナートへの進化を目指して
2004年7月30日認証、8月2日登記、成立。
★川崎臨海部立地企業等、１３社が賛同。
産官学の共同体制構築へ
役員＆会員構成

主な活動内容

★産業活性化と環境の調和に資する調査研究、提言
★産業活性化と環境の調和に資する調査研究、提言
・資源・エネルギー循環の連携プロジェクト
・資源・エネルギー循環の連携プロジェクト
エネルギー
・環境調和型まちづくり
・環境調和型まちづくり
・新産業創出の仕組みづくり
・新産業創出の仕組みづくり
・規制緩和やインセンティブ策等
・規制緩和やインセンティブ策等

資源循環
特区

★普及・広報活動
★普及・広報活動

・シンポジウム、インターネット等を通じた活動の普及と広報
・シンポジウム、インターネット等を通じた活動の普及と広報
認証スケジュール

3月

4月

2/23

3/16

4/5

設
立
準
備
会

設
立
総
会

神
奈
川
県
へ
の
申
請

5月

6月

7月

縦覧・認定手続き（約４ヶ月）

活動準備期間

８月

7/30 8/2
登
認 記
証 ・
成
立

本格
活動

・理事長
久保 孝雄 アジア・サイエンスパーク協会名誉会長

川崎市産業振興財団 新産業政策研究所特別参与

・理事：５名

・監事：1名
企業会員（1７社）

・旭化成ケミカルズ株式会社
・味の素株式会社
・三愛石油株式会社
・ＪＦＥエンジニアリング株式会社
・ＪＦＥスチール株式会社
・昭和電工株式会社
・新日本石油株式会社
・新日本石油化学株式会社
・株式会社デイ・シイ
・東亜石油株式会社
・株式会社東芝
・東京ガス株式会社
・東京電力株式会社
・東燃ゼネラル石油株式会社
・株式会社浜銀総合研究所
・富士電機システムズ株式会社
・株式会社ＹＡＫＩＮ川崎

2006年11月現在
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Liaison Center for Creation of Industry & Environment (LCIE)
AIMING AT ADVANCED & COMPETITIVE
ECOECO-INDUSTRIAL COMPLEX

Purpose
Creation of a sustainable society with harmony between the
economy and environment by performing a platform function
for industry, government, and academic cooperation and
cooperation with city residents and promoting activities which
contribute to industrial revitalization and solution of
environmental/ energy problems.

Certified on July 30, registered and
officially established on August 2.
★ Approved by 13 companies located in Kawasaki coastal area, etc.
Toward construction of a joint system for industry, government,
and academia

Main Activities

Directors and Member Corporations

★Research
★Research and
and proposals
proposals contributing
contributing to
to industrial
industrial revitalization
revitalization
and
harmony
with
the
environment
and harmony with the environment

Energy
·· Cooperative
Cooperative projects
projects in
in resource
resource recycling/energy
recycling/energy cycle
cycle
·· Environment-conscious
Environment-conscious urban
urban development
development
Resource recycling
·· Construction
Construction of
of systems
systems for
for creation
creation of
of new
new industries
industries
·· Proposals
Proposals for
for deregulation
deregulation and
and incentives,
incentives, etc.
etc.

★Popularization
★Popularization and
and public
public relations
relations activities
activities

Special zones

·· Popularization
Popularization and
and publicity
publicity for
for activities
activities through
through symposiums,
symposiums, internet,
internet, etc.
etc.

Certification schedule
May

June

4/5

July

August

7/30 8/2
Inspection/approval procedures
(approx. 4 months)

Activity preparation period

Registration/establishment

Application to Kanagawa Pref.

3/16
General meeting for establishment

Preparatory meeting for establishment

2/23

April

Certification

March

Fullscale
activities

· President: Takao Kubo (Honorary Chairman, Asia Science Parks
Association; Special Councilor, New Industrial Policy Research
Institute, Institute of Industrial Promotion – Kawasaki (IIP))
· Directors: 5, Auditor: 1

Member Corporations
-ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION
-AJINOMOTO CO., INC.
-SAN-AI OIL CO., LTD.
-JFE Engineering Corporation
-JFE Steel Corporation
-Showa Denko K.K
-NIPPON OIL CORPORATION
-NIPPON PETROCHEMICALS COMPANY, LIMITED
-DC Co., Ltd.
-TOA OIL CO., LTD.
-TOSHIBA CORPORATION
-TOKYO GAS CO., LTD.
-TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY
-Tonen General Sekiyu K.K
-Hamagin Research Institute, Ltd.
-FUJI ELECTRIC SYSTEMS Co., Ltd.
-YAKIN Kawasaki Co., Ltd.
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活動推進体制
活動内容
１．エネルギーﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ： 京浜臨海部産業系排熱など未利用エネルギーの産業間・民生利用の検討
２．資源循環ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
： 川崎臨海部の資源循環モデルの確立と環境負荷低減効果の定量評価
３．国際環境特区ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ： 環境配慮型の産業活性化を目指した特区提案の策定

NPO法人 産業・環境創造リエゾンセンター

事務局

エネルギー
（ WG1 ）

資源循環
資源循環
（ WG2 ）

早稲田大学理工学
総合研究センター

(

環境都市再生推進会議

国際環境特区
WG3
（ （ WG3
） ）

東洋大学、国環研
UNEP
UNEP
、 、
川崎市
川崎市
)

文部科学省

環境省

川崎市

環境省
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Activities & Organization
Content of Activities
WG1: Waste Heat Utilization Group - Study of inter-company and general public utilization of unused energy such as industrial waste heat from
Keihin Coastal Industrial Area, etc.
WG2: Resource Recycling Group - Establishment of resource recycling model for Kawasaki coastal area and quantitative evaluation of
environmental load reduction effects
WG3: Deregulation & Structural Reform Group - Creation of proposals on special zones, aiming at environment-conscious industrial revitalization

Liaison Center for Creation of Industry & Environment
(Private Non-Profit Organization)
Office

Waste Heat Group
(WG1)

Resource Recycling Group
(WG2)

Waseda Univ.
(Science & Engineering)

Toyo Univ., NIES,
UNEP, Kawasaki City

Ministry of
the Environment

MEXT

Ministry of
the Environment

Deregulation & Structural
Reform Group (WG3)

Kawasaki City
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産業系排熱の民生利用プロジェクト化
■検討のフロー

2005年度活動

2004年度調査

ビジネス化の検討
ビジネス化の検討

臨海部産業排熱調査
（工場の温排熱等）

需給マッチング
の検討

首都圏熱需要調査
（民生熱需要）

技術開発の促進
技術開発の促進

民生のＣＯ２削減
近隣エリア

パイプライン

臨海部再開発地域
Eｘ.神奈川口

熱供給センター
首都圏エリア

羽田、都心部、
みなとみらいなど

オフライン熱輸送

■排熱オフライン輸送イメージ
産業

供給側

需要側

ビル・オフィス等

ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ未利用
熱源からの排熱
（～150℃程度）

冷暖房給湯利用等
・7℃程度の冷水
・50℃程度の温水

熱交換器

熱交換器
蓄熱媒体
蓄熱タンク

蓄熱タンクを
車両、鉄道、船舶で
輸送

蓄熱媒体
蓄熱タンク
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Waste Heat Group (WG1)
Development of projects for general public use of industrial waste heat and renewable energy
Study of commercialization
Study of commercialization

Supply side
Survey of industrial waste heat
in coastal area
Survey of renewable energy
Demand side
Survey of heat demand in
metropolitan area
(general public heat demand)

Study of supply-anddemand matching

Promotion of technical
Promotion of technical
development
development

Neighboring
areas

On-line heat
transportation
(pipeline)

Redevelopment zones in
Kawasaki coastal area

Waste Heat &
Renewable Energy
Supply Center

Metropolitan
area
Haneda, central Tokyo,
Yokohama Port (Minato
Mirai), etc.

Off-line heat transportation
(heat transportation
by chemical storage)

■Image of off-line waste heat transportation
Office buildings and
other users

Industry

Supply side

Waste heat from
unused heat sources in
industrial complex
(≤150℃)

Demand side

Use in air conditioning and hot water
supply, etc.
· Cold water at approx. 7℃
· Hot water at approx. 50℃

Heat
exchanger
Heat storage
medium
Heat storage tank

Transportation of
waste heat tanks by
truck, rail, or ship

Heat storage
medium

Heat
exchanger

Heat storage tank
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エネルギーWG（需給調査）
京浜臨海部排熱の民生利用調査結果事例
約３５万トンの
ＣＯ２を削減

★臨海部の工場等の利用可能な排熱
⇒主な再開発プロジェクト需要の約２．５倍
事業所（排熱量データあり）

需要地

熱量（TＪ/年）

物流倉庫

川崎ＦＡＺ
横浜西口

ビジネス
パーク

2.5倍

7,000

川崎駅周辺地区

鉄道

8,000

神奈川口

事業所（排熱量データなし）

川崎市内の住宅系の
ＣＯ２排出量の約２０％強に相当

コットンハーバー
タワーズ
みなとみらい

6,000
5,000
4,000
3,000
冷房

2,000
1,000
0

給湯
暖房

京浜臨海部熱需要
（再開発8件の合計）

利用可能排熱量
（蒸気＋高温水+温水）

★モデル事業候補の具体的検討
（神奈川口緊急整備地域 における排熱利用オンライン熱供給計画の基本設計など）

★エネルギーセンターの機能・あり方の具体的検討

具体的プロジェクト形成へ
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Waste Heat Group (WG1)
Example of Results of Survey of General Public Use of Waste Heat in Keihin
Coastal Industrial Area
CO2 reduction:
Approx. 350,000 tons

★Usable waste heat from factories, etc. in Keihin Coastal Industrial
Area
Approx. 2.5 times demand of main redevelopment projects

事業所（排熱量データあり）

需要地

川崎ＦＡＺ

ビジネス
パーク

みなとみらい

Heating value (TJ/year)

物流倉庫

コットンハーバー
タワーズ

2.5X

7,000

川崎駅周辺地区

鉄道

横浜西口

8,000

神奈川口

事業所（排熱量データなし）

Equivalent to more than 20% of
residential CO2 emissions in
Kawasaki City

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

Cooling

Hot water supply
Heating

0

Heat demand in Keihin
Coastal Industrial Area (total
of 8 redevelopment projects)

★Concrete study of candidates for model projects
(basic study of on-line heat supply plan for use of waste heat in rapidly-expanding area of
Kanagawa Front Gate Project, etc.)
Concrete study of functions and proper form of Waste Heat & Renewable Energy Supply Center

Usable waste heat (steam
+ high temperature water
+ warm water)

To creation of actual projects
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省ＣＯ２型都市のイメージ
バイオマス

太陽光

高効率給湯器

ＥＳＣＯ事業

ＨＥＭＳ
清掃工場排熱
河川水

高性能工業炉
工業用水

ＢＥＭＳ
トップランナー機器

風 力
コージェネレーション

海 水

新ｴﾈﾙｷﾞｰ関係機器

省ｴﾈﾙｷﾞｰ関係機器、事業
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Image of Lower CO2 Emission City

Biomass

PV

High-efficiency equipment

ESCO

HEMS
Waste Heat
River Water

Industrial Furnace
Industrial Water

BEMS
Top-runner equipments

Wind Power
Co-generation

Sea Water

New Energy

Saving Energy
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産業系排熱の民生利用事業の分析
ーハードウェアとプレーヤーの抽出（最大）ー
事務所、研究所ホテル、病院等

蓄熱コンテナ提供事業者
産業系排熱供給事業者
事業所Ａ

受入設備 受入設備

蓄熱コンテナ

事業所Ｂ

車両

オフライン熱輸送
排熱取出設備

排熱取出設備

需要家

輸送事業者

地域熱供給
プラント

熱供給事業者

排熱受入設備

導管
オンライン熱輸送

導管敷設事業者
金融機関
投資家
機関投資家／市民

需給マッチング

産業系排熱仲介事業者

融資
出資

エネルギーセンター
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Research of Commercialization for general public use of Industrial Waste Heat
Study of Hardware & Players (Large Scale)
Office, Hotel, Laboratory,
Hospital, etc.

Heat storage container makers

Industrial waste heat supplier
Factory A

Reservoir

Heat storage
container

Factory B

Heat exchanger

Reservoir

Truck
District Heating
& Cooling Plant

Off-line transportation
Heat exchanger

Demand

Transporter

Heat supplier

Heat exchanger

Pipeline
On-line transportation

Construction company
Supply-and-demand matching
Monetary facilities

Financing

Investor
Investor/citizen

Investment

Industrial waste heat intermediary
Energy Center
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産業系排熱の民生利用事業の分析
ー各プレーヤー間の契約関係と望まれる支援策等ー
特例措置、規制緩和等を考慮
車両購入費補助

蓄熱コンテナ製作費補助
蓄熱コンテナ提供事業者
金融機関
投資家
機関投資家／市民

融資契約

輸送事業者

蓄熱コンテナ
賃貸借契約

出資

エネルギーセンター
に対する支援
導管
賃貸借契約
導管敷設事業者
導管敷設費補助

ＣＯ２削減貢献への
インセンティブ

需要家
運送契約
（定期／スポット）
熱供給契約

産業系排熱仲介事業者
熱供給事業者
排熱供給契約
排熱卸売契約
排熱受入設備建設費補助
産業系排熱供給事業者
排熱取出設備建設費補助

ＣＯ２削減貢献への
インセンティブ
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Research of Commercialization for general public use of Industrial Waste Heat
Contract & Support between Players (Large Scale)
Consideration for exception, deregulation, etc.
Subsidy for manufacture of
heat storage container

Subsidy for purchase of
truck

Heat storage container makers
Monetary facilities
Investor
Investor/citizen

Financing

Incentive to contribution
for CO2 reduction

Transporter

Heat storage container
Lease

Transportation
(regular/spot)

Demand
Heat supply

Investment
Industrial waste heat intermediary

Financial support for
energy center

Waste heat supply
Pipeline
Lease

Construction company
Subsidy for
pipeline construction

Heat supplier

Wholesale
Subsidy for installation of
waste heat exchanger (demand side)

Industrial waste heat supplier
Subsidy for installation of
waste heat exchanger (supply side)

Incentive to contribution
for CO2 reduction
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「熱の宅配便」事業のイメージ
現行の技術レベルとコストを考慮し、給湯（風呂の湯が主体）専用の熱供給とする。
熱輸送方法は輸送事業者の性格を考慮して、
「蓄熱パック」方式と「小型蓄熱タンク」方式を併用する。
熱パックを積んで移動
熱の宅配便

集合住宅

蓄熱
パック

一戸建て住宅
蓄熱パック輸送

地域内巡回

事業所Ｂ

事業所Ａ

公衆浴場
排熱取出設備

排熱取出設備

小型蓄熱タンク
小型蓄熱タンク
小型蓄熱タンク
小型蓄熱タンク
小型蓄熱タンク

小型蓄熱タンク

小型蓄熱タンク輸送

浴槽と
タンクを
ホースで
繋いで加温

小型蓄熱タンク
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Image of "Heat packet transportation" business model
1. Heat supply covers exclusively use for hot-water-supply system (mainly for a bath), considering a current technology and a total cost.
2. Heat storage transportation takes the packet model and the small tank model together, considering a capacity and flexibility of transporter.

Transport with a heat storage packet
Heat packet transportation

Heat
storage
packet

Public housing
Detached house

Heat storage packet
Factory A

Rounds
Factory B

Public Bath
Heat exchanger

Heat exchanger

Small heat storage tank
Small heat storage
tank

Small heat storage
tank

Small heat storage
tank

Connect storage tank with
a bath-water reservoir by hose, warm up a bath water.
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熱の宅配便事業の分析
ー各プレーヤー間の契約関係と望まれる支援策等ー
特例措置、規制緩和等を考慮
蓄熱タンク等製作費補助
蓄熱タンク等提供事業者

融資契約
金融機関

車両購入費補助
輸送事業者

蓄熱タンク等
賃貸借契約

ＣＯ２削減貢献への
インセンティブ

運送契約
（定期／スポット）
需要家

産業系排熱仲介事業者
出資
排熱卸売契約

排熱供給契約

投資家
機関投資家／市民

産業系排熱供給事業者
排熱取出設備建設費補助

ＣＯ２削減貢献への
インセンティブ
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Research of Commercialization for "Heat packet transportation" business model
Contract & Support between Players
Consideration for exception, deregulation, etc.
Subsidy for manufacture of
heat storage tank

Subsidy for purchase of
truck

Heat storage tank makers

Financing
Monetary facilities

Incentive to contribution
for CO2 reduction

Transporter

Heat storage container
Lease

Transportation
(regular/spot)

Industrial waste heat intermediary

Demand

Waste heat supply

Investment
Wholesale
Investor
Investor/citizen
Industrial waste heat supplier

Incentive to contribution
for CO2 reduction

Subsidy for installation of
waste heat exchanger (supply side)
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省ＣＯ２型まちづくりインターミディアリーの機能構造
1. 米国の「まちづくり」における「中間支援機関（インターミディアリー）」を参考にして、日本において省ＣＯ２型まちづ
くりを推進するための中間支援機関について機能を考察してみた。
2. 情報提供やネットワーク作りなど、資金提供以外で省ＣＯ２型まちづくり推進する、「インフラストラクチャー・オーガ
ニゼーション」のような機関の必要性も検討する必要がある。

インターミディアリー
コンサルティング
＆プロデュース
・地域再生モデル
・新産業創生モデル
・ビジネスモデル

地域

ファイナンス
（アレンジメント）
対・投資家
・自治体
・関係省庁

（＊地元企業）
（市民）

リスクヘッジ
（アレンジメント）
対・保険会社
・証券会社
・金融機関

インフラストラクチャー
オーガニゼーション
・情報提供
・ネットワーク形成
＊地元企業とはＬＣＩＥメンバーも含む
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Structure of Intermediary for Lower CO2 emission city design
1. Referring of intermediary for city planning in the United States, study of intermediary for Lower CO2 emission city
design in Japan.
2. Infra-structure organization functions as not only financing, but also information and formation of network.

Intermediary
Financing
(arrangement)

Consulting
&Produce

To *Investor
*Municipality
*Ministries & government

*City renaissance model
*New industry creation model
*Business model
Local area
(Local company)
(citizen)

Risk-hedging
(arrangement)
To *Insurance company
*Security company
*Monetary facilities

Infra-structure
Organization
*Information
*Network
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