
第１４回次世代エネルギー・社会システム協議会 

 
平成２４年 ２月１日 

経済産業省 資源エネルギー庁 

資料２ 



次世代エネルギー社会システム協議会の概要 

○平成２１年１１月 「次世代エネルギー・社会システム協議会」の設置 

○平成２２年 １月 「次世代エネルギー・社会システム協議会」中間取りまとめ 

○平成２２年 ４月 次世代エネルギー・社会システム実証地域（横浜市、豊田市、            

                                     けいはんな学研都市（京都府）、北九州市）の選定 

○平成２２年 ８月 実証プロジェクトのマスタープランの策定 

○平成２３年 ４月 実証プロジェクトの開始 

• 次世代エネルギー・社会システム事業については、平成２１年度
より検討を開始し、平成２２年１月に次世代エネルギー・社会シス
テム協議会中間報告をとりまとめ、これに基づき同年４月に実証地
域の選定をし、平成２３年度より実証プロジェクトを開始したとこ
ろである。 
• この度は、実証プロジェクトを評価し、実証で明らかになった点
を整理する。また東北へのスマートコミュニティ導入に関しても議
論を行う。 



○太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの大量導入により、電力ネットワーク
に余剰電力の発生、電圧の上昇、周波数調整力の丌足といった課題が生じる。 
○他方、ＩＴ技術の進歩と蓄電池の普及により、電力需給両面の制御を行うことで、 
電力の高効率なシステム（スマートグリッド）の構築が可能に。 

◆太陽光発電の出力変動の例（夏季） 

再生可能エネルギー導入とスマートグリッド 
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電圧、周波数など 
電気の品質に問題が発生 
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○エネルギー全体の効率的な利用のためには、電気のみならず熱や運輸部門も含め
た総合的な管理を行うためのシステム（スマートコミュニティ）を構築することが
必要。 

「スマートコミュニティ」の必要性 

スマートコミュニティ 

電力インフラ（スマートグリッド） 

運輸部門のエネルギー消費の伸び 
1．9倍（1973→2008年度） 
 

快適さとの両立 

未利用熱等を有効活用した熱のネットワーク構築 

エネルギーの最終消費の 
半分は「熱」の需要 
 

カーシェアリング 

エコポイント数 
3,250円  

今月電気代 
○○○円  

本日 
○○○ KWh 

熱インフラ 

交通インフラ ライフスタイルの転換 

エネルギー消費の見える化による 
ライフスタイル変革 

燃料電池 工場廃熱 

電力のリアルタイム 
料金変動と見える化、 

機器制御 

BRT（Bus Rapid Transit） 
専用車線を利用した高速バスシステム） 

の導入実証 

プローブ情報を活用した移
動支援システム実証 

電気自動車を 
電力インフラとして活用 

電力丌足時：電気自動車→家庭 
電力過剰時：家庭→電気自動車 

スマート
メーター ＨＥＭＳ バイオマスコジェネ 



○震災後、電力ネットワークにとって節電、ピークカットが急務に。 
○災害時のエネルギー供給の確保が課題となり、分散型エネルギーシステムとしてのスマート 
 コミュニティの意義が増大。 

東日本大震災後の動き 

◆安全を売りにした商品の発売 

トヨタホーム（豊田市） 

◆地域における災害に強いスマートコミュニティ構築の動き 

（「スマートコミュニティ構想普及支援事業」） 

大阪府夢州・咲州・舞州地区（日建設計等） 

再生可能エネルギー、ごみ発電等から得られる 

エネルギーと蓄電池の組み合わせた自立防災 

システム・新交通システムの構築  

福岡県福岡市（新出光相光石油等） 

急速充電器、燃料電池、蓄電池等を備えた 

EV向けサービスステーションの可能性調査 

 節電とピークシフト 

ヤマダ電機（エジソンパワー） 

容量 価栺 

1kWh 87万円 

2.5kWh 189万円 

V2H 



次世代エネルギー・社会システム実証事業（２４年度予算額：１０６．０億円） 

複数部門の総合制御 

横浜市 けいはんな 

北九州市 
豊田市 

戸別住宅型 

住宅団地型 

地方中核都市型 

広域大都市型 

系統依存度が高い
（中央制御） 

＜参加プレーヤー＞ 
北九州市、富士電機システムズ、 

日本ＩＢＭ、新日鐵、ＮＴＴ西日本など 
新日鐵による電力の特定供給が行われている地
域において、７０企業、２００世帯にスマート
メーターを 設置し、リアルタイムで電力価栺
を変更するダイナミックプライシングを実施。 
ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー管理システム）
によるエネルギー制御、ＢＥＭＳ（ビル・エネ
ルギー管理システム）、交通エネルギー管理な
どによる地域全体のエネルギー管理システムの
実証、構築。 

＜参加プレーヤー＞ 
豊田市、トヨタ自動車、中部電力、デンソー、

シャープ、富士通、ドリームインキュベータなど 
６７軒の家庭でHEMSによる家電の自動制御、
ＶｔｏＨ（家庭への放電）の実証。 
３１００台の次世代自動車を普及、渋滞情報等
の提供による交通部門のデマンドサイドマネジメ
ントを実施。 

系統依存度が低い 

（分散制御） 

＜参加プレーヤー＞ 
横浜市、東芝、パナソニック、日立、 

明電舎、日産、東京ガス、三井丌動産など 
みなとみらい地区、港北ニュータウン、
金沢地区の広域で地域全体のエネルギー管
理システムを技術実証。 
4000世帯にＨＥＭＳを導入。2000台
のEＶによる実証。 
２万７千ｋWの太陽光発電を導入、熱・
未利用エネルギーの利用。 

＜参加プレーヤー＞ 
京都府、関西電力、大阪ガス、オムロン、 

三菱重工、三菱電機、三菱自動車など 
約９００世帯からなる新興住宅団地にスマー
トメーターを導入し、デマンドサイドマネジ
メントを実施。 
廃棄物発電、下水汚泥を利用したバイオマス
発電など静脈系インフラ実証も実施。 

金沢地区

港北ニュータ
ウン地区

みなとみ
らい地区

単一部門（家庭）のみの制御 

○横浜市、豊田市、けいはんな（京都府）、北九州市を実証地域として選定し、平成２３ 

 年度より、住民の参画を得て、大規模実証実験が本栺開始。 



  日立市（日立製作所、日野自動車等） 

「EVバス運用モデル」 
・非接触充電式のバスを 

 運行し、様々な路線を 

 異なった季節に運行をすることにより、最 

 適なバスの充電、運行等の実証を行う。 

三重大学（三重大学、富士電機、 

   シーエナジー等）「直流給電モデル」 
・太陽光などの直流電源を 

 直流のまま大学構内の 

 コンビニに給電。 

・温度と湿度を別々に制御するデシカント型 

   空調システムの実証。 

・大学構内のエネルギーマネジメントシステム 

 を構築。 

 

大阪市（川崎重工、大阪ガス、 
神鋼環境ソリューションズ等） 
「ごみ焼却熱最適利用モデル」 

 

・ごみ焼却工場の廃熱をパイプラインを用いず、需要家へ蓄 
 熱槽搭載車両で輸送。 
・需要家の熱需要をリアルタイムで把握し、最適な輸送管理 
 を行うマネジメントシステムを構築。 

    鳥取市（鳥取市、中電技術コンサルタント等） 

 「工場－住宅におけるエネルギー融通システムモデル」 
・温度の上昇を防ぐための技術（水カーテン式）を用いた太陽光パネルを開発。 

・スマートハウス２棟、植物工場、菓子工場で蓄電池を共有。ＣＥＭＳで制御 

 し、エネルギーの融通を行う。 

福山市（ツネイシホールディングス等） 

「船舶を活用した臨海・防災型ＥＭＳモデル」 
・船舶内にＬＮＧ焚き発電機を設置し、ＥＶへ給電を行うシステムを構築。 

・工場の太陽光発電で通勤用ＥＶに充電し、家庭用照明に電力を供給。 

 

佐世保市ハウステンボス町（双日、People Power等） 
「エネルギー使用パターン分析オープンソフトの開発」 

 

・職場等のエネルギー使用状況をセンサーで収集、利用者の行動パ 
 ターンから無駄を分析し、改善提案を行うソフトウェアを構築。 

  水俣市（富士電機、テイラーズ熊本、パワーバンクシステム等） 

「農漁村型ＥＭＳモデル」 
・ハウス栽培に太陽光発電を導入。 

・カキ養殖用の筏に太陽光発電と蓄電池を搭載して餌やり、水質監視を自動化。 

・これらをつないだ農村漁村型のエネルギーマネジメントシステムを構築。 
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次世代エネルギー技術実証事業（２４年度予算額：２７．８億円） 

４地域（横浜市、豊田市、けいはんな、北九州市）の実証を補完する先進的で汎用性の 
高い技術の確立や、地域エネルギーの活用等、地域に根付いたスマートコミュニティの実証 
を行う。今年度は７件を採択。 



スマートコミュニティ構想普及支援事業（平成２４年度予算額：２．８億円） 

  岩手県釜石市（建設技術研究所） 

製紙工場から地域への電気・熱エネル
ギー供給と低炭素交通システム導入に関
する調査 

地域特性に応じたスマートコミュニティの構築を進めるための事業化可能性調査   
（フィージビリティスタディ）を支援することにより、スマートコミュニティの 

加速的な導入・普及につなげる。（今年度は４８件を採択） 

  岡山県岡山市（ブロズジャパン） 

住宅街区内の再生可能 

エネルギー供給構想 

  大阪府茨木市（東芝） 

東茨木工場跡地を活用した 

スマートコミュニティ構想 

  宮城県黒川郡 

（トヨタ自動車・セントラル自動車） 

自動車工場を中心とした 

地域エネルギー供給構想調査 

  福島県南相馬市（安藤建設） 

系統と連携した風力発電中心の 

再生可能エネルギー導入に関する調査 

  鹿児島県薩摩川内市（パスポート） 

西薩中核工業団地を中心とする 

スマートコミュニティ構築事業 
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  東京都豊島区（東京工業大学） 

池袋副都心地区スマートコミュニティ構
想検討調査 
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○復興フェーズにある地域では、災害に強いまち
づくりとして再生可能エネルギーの活用を中心
としたスマートコミュニティを構築するためのマ
スタープランの策定を支援します。 

 

○自治体と共に作られたマスタープランに基づく、
スマートコミュニティ構築のための補助を行い
ます。 

 

スマートコミュニティの具体例 
・ 防災拠点に再生可能エネルギーと蓄電池、コ
ジェネを整備。 

・ 地域のビルや家庭の単位でも、再生可能エネ
ルギー、蓄電池等を活用。 

・ コントロールセンターを設置し、地域の需給バ
ランスを調整。 

 
 

国 

補助 
（定額・２／３） 民間

団体
等 

 
 
 

 
 

スマートコミュニティ導入促進等事業費補助金 
平成２３年度第三次補正予算額 ８０．６億円 

資源エネルギー庁 
新産業・社会システム推進室 

03-3580-2492 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

民間
団体
等 

補助 
（定額） 

   

次世代自動車・バスを 
電力インフラとして活用 

電力不足時：電気自動車→家庭 
電力余剰時：家庭→電気自動車    

防災拠点に再生可能エ
ネルギーと蓄電池、コ

ジェネを整備 

GE GE 

   

風力発電 

大型蓄電池 

 

 

 

住宅エリア 

バイオマス発電 
集中電源 

商業エリア 

再生可能エネルギーの変動にあわ
せて 
需給バラン 
スを調整 

メガソーラー 

   

再生可能エネルギーを最
大限に活用する災害にも

強い家づくり 

太陽光発電 

燃料電池 

次世代自動車・
蓄電池 

ＨＥＭＳ 
（ホームエネルギーマネジメントシステム） 

産業エリア 

コントロールセンター 

（エネルギーマネジメントシステム） 

産業エリア 

電気・燃料電池バス 

地域冷暖房・コジェネ 

ＢＥＭＳ 

スマートコミュニティのイメージ 



 
 
 

○今後も余震や津波災害のおそれが消えない被災地では、
災害時に地域の防災拠点となり得る施設に対して、自立
的・安定的にエネルギー供給することが必要です。 

 

○そこで、個々の需要場所の電力を供給するエネルギーとし
て有力な再生可能エネルギーと蓄電池等を組み合わせて、
災害時にも自立的・安定的にエネルギー供給する「スマート
エネルギーシステム」として導入促進を図ります。 

 

 
 

スマートエネルギーシステム導入促進事業費補助金 
平成２３年度第三次補正予算額 ４３．５億円 

資源エネルギー庁 
新産業・社会システム推進室 

03-3580-2492 

国 

補助 
（１／１０、１／３、２／３） 

民間団体等 

 
 
 
 
 
 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

駅前ビル 

再生可能エネルギーと蓄電池等を組み合わせ、 

２４時間、停電時であっても電力供給可能に。 

民間
団体
等 

補助 
（定額） 

太陽光発電／風力発電／燃料電池／蓄電池／ガスコジェネ／ＥＶ／ＰＨＶ 

○スマートエネルギーシステムの導入 

学校 

道の駅 

スーパー 


