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「次世代エネルギー・社会システム実証」 

北九州スマートコミュニティ創造事業 

北九州スマートコミュニティ創造協議会 

平成24年2月1日 
次世代エネルギー・社会システム協議会 資料６ 
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１ 実証事業の全体像 

２ 北九州市費用負担 

 （１）平成22年度 約0.9億円（実施計画の検討、事業PR、公共施設への風力発電設置など） 

 （２）平成23年度 約7.2億円（地域節電所等の整備及び市から企業への補助、ＥＶ及び充電設備整備助成等） 

 （３）平成24年度 約5.6億円（実証事業の推進及び市から企業への補助、事業ＰＲ、エネルギー関連研究開 

                発補助、EVインフラ整備等）  

１ 実証事業のポイント 

◆地域全体のエネルギー（電力、熱、水素）の効率
利用の実現 

◆分散型エネルギーシステムのあり方の提示 
 （震災地等での活用） 

◆節電やピークカットへの貢献 

目的 

▼地域節電所を中心に、HEMS、BEMS、水素電力貯
蔵システム等と連携した「タウンマネジメント」 

▼「ダイナミックプライシング」「インセンティブプログラ
ム」など住民等参加のデマンド・サイド・マネジメント 
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

地元説
明 

・同意 

機器
・シス
テム
の導
入・
実証 

事業概要説明・同意 
（230世帯・70社） 

２ 事業スケジュール 

デマンドサイドマネジメント 
詳細協議・同意 

開発 

実証・規模の拡大 

設
置 

連係テスト 開発・単体試験 

実証・追加導入 

520kW導入済み 
（PV412,FC111,風力7） 

追加導入250ｋW 
（PV250） 

実証・一部HEMS、BEMS配下で追加導入 

必要に応じて追加導入 

水素による電力貯蔵システム開発 
機器 
設置 

実証 

ＥＶ、pHV導入（平成26年度までに300台）、充電装置（平成26年度までに50台） 

エコドライブ支援システム開発 CEMSとの連携実証 

ﾒｶﾞｿｰﾗｰ 
大規模風力 
仮想導入 

実証開始 

ＤＳＭ調整・ 
ｼｽﾃﾑへの組込み 

DP実証 

レ
ビ
ュ
ー 

・
改
定 

DP・IP実証 
レ
ビ
ュ
ー 

・
改
定 

DP・IP導入 

開発・単体試験 
ＤＳＭ調整・ 
ｼｽﾃﾑへの組込み 

開発・単体試験 
ＤＳＭ調整・ 
ｼｽﾃﾑへの組込み 

設置（230世
帯、50社） 

設置（23世帯、
3社） 

設置 

交通 
ｼｽﾃﾑ 

蓄電 
ｼｽﾃﾑ 

HEMS 
BEMS 
FEMS 

スマート 
メーター 

CEMS 

PV、燃料電池、小型風力 

DP実証 DP・IP実証 DP・IP導入 

DP実証 DP・IP実証 DP・IP導入 

DP実証 DP・IP実証 DP・IP導入 

※DSM：デマンドサイドマネジメント、DP：ダイナミックプライシング、IP：インセンティブプログラム 
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ＳＷ駅 

その他整備予定施設 
 
■安川電機  
■豊田合成 
H24FEMS（ﾌｧｸﾄﾘｰｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）導入予定 
太陽光発電、蓄電池 
髙天井LEDシステム 
FCフォークリフトなど  
 
■ワタキューセイモア  
H24FEMS導入予定 
太陽光発電(50kW) 
ＬＥＤ   
 
■新日鉄八幡記念病院 
H24BEMS導入予定  

ENEOS ＧＳ 
燃料電池（3kW） 
太陽光（3kW） 
EV急速充電器 

地域節電所 
 
 
 
 
 
 
九州ヒューマンメディア創造
センター 
H24BEMS導入予定 
太陽光発電（10kW） 
小型風力（3kW） 

ナフコ (ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ) 

燃料電池（1kW） 
燃料電池ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

水素ステーション 
蓄電池（3kW) 

水素供給パイプライン 

水素利用実証住宅（7戸） 
スマートメータ（全戸） 
直流電流ｼｽﾃﾑ導入予定 
太陽光発電（3kW） 
燃料電池（1kW×7） 
蓄電池（3kW） 

環境共生マンション 
（218戸） 
スマートメータ（全戸） 
H23HEMS（10戸）導入 
太陽光発電（170kW） 
高断熱・気密住宅等 
 

自然史・歴史博物館 
H24BEMS導入予定 
太陽光発電(160kW) 
燃料電池（100kW） 
蓄電池（120kW） 

八幡駅 

東田第一高炉跡 官営八幡製鐵所（1901年） 

カーシェアリング・ 
サイクルシェアリング 

八幡クリニック 

H23BEMS導入 
太陽熱システム 

新日鉄エンジ寮 

H23BEMS導入 
地中熱システム 
太陽熱システム 

東田コジェネ 
33,000kw 
(5,500kw×6基） 

コミュニティ設置型蓄電池 

H23設置 
蓄電池（300kW） 日鉄エレックス  

H23 BEMS（ビルｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）導入 

太陽光発電(10kW) 
蓄電池（90kW） 

環境ミュージアム・ 
エコハウス 
燃料電池（1kW） 
太陽光発電（5kW） 
小型風力（3kW） 
壁面緑化 
 

３ 事業の進捗① 東田地区の機器・システムの整備状況 
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３ 事業の進捗② 新エネルギー等の設置 

  着実に環境施設整備を推進  

環境共生マンション、企業単身者寮 水素実証住宅 テナントオフィスビル（CEMS設置場所） 

透析専門病院 環境ミュージアム・北九州エコハウス 

 

自然史・歴史博物館 

 

【マンション】       【寮】 

太陽光発電 170kW  太陽熱システム 

HEMS設置         地中熱システム 

スマートメータ設置    BEMS設置 

燃料電池  1kW×7 

太陽光発電 3kW 

蓄電池    3kW 

太陽光発電 10kW 

風力発電   3kW 

BEMS設置予定（H24） 

太陽光発電 6kW 

風力発電   3kW 

燃料電池   1kW 

太陽光発電 160kW   

燃料電池   100kW 

蓄電池    120kW 

BEMS設置予定(H24) 

太陽熱システム 

BEMS設置 
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３ 事業の進捗③ CEMS（地域節電所）の設置 

  地区全体のエネルギーを統合管理する地域節電所を整備  

ＣＥＭＳ画面例 

ｺﾐｭﾆﾃｨ設置型蓄電池（300kW） 

（系統図） （需給運用計画） （運用計画ナビ） （需要予測） 
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３ 事業の進捗④ スマートメータ・HEMSの設置 

  スマートメータを２３０世帯（低圧用）、５０事業所（高圧用）に設置 

  東田地区内マンション９世帯及び門司地区戸建住宅１４戸にＨＥＭＳを設置 

現地設置のスマートメータ 

宅内表示器 

2011年 9月 1日

レ 前日 前年同日電力量 日次 ▼

1.751.75 kWh0.2

0.15

0.1

0.05

kWh

時

前日値

当日値
4.0

3.0

2.0

1.0

kWh

日選択

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1011 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23１0

メッセージエリアメッセージエリア 2011/9/1（金）2011/9/1（金）

本日の天気 ／ 27℃/22℃本日の天気 ／ 27℃/22℃ 明日の天気 ／ 32℃/21℃明日の天気 ／ 32℃/21℃

電気料金表

グラフ

お知らせ

参加要請

システム情報

お問合せ

ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 10001000kWh電力量 0.100.10

A電流値 4040
11:3011:30

○→○→

○→○→

○→○→

○→○→

○→○→

○→○→

A契約電流 ６0６0

○→○→

地域需要 ○→○→

メッセージエリアメッセージエリア 2011/9/1（金）2011/9/1（金）

基本料金 100.00円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230

2011年 9月 1日本日の料金表 ▼

20.00

15.00

10.00

5.00

円

時

7.50

本日の天気 ／ 27℃/22℃本日の天気 ／ 27℃/22℃ 明日の天気 ／ 32℃/21℃明日の天気 ／ 32℃/21℃

ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 10001000kWh電力量 0.100.10

A4040
11:3011:30

A６0６0電流値 契約電流

お知らせ

参加要請

システム情報

お問合せ

○→○→

○→○→

○→○→

○→○→

地域需要 ○→○→

電気料金表 ○→○→

グラフ ○→○→

メッセージエリアメッセージエリア 2011/9/1（金）2011/9/1（金）

2011年 8月18日18時00分 節電の依頼

電気料金変更のお知らせ

電気料金変更のお知らせ

再生可能エネルギー活用情報

今日も暑くなりそうですね。

2011年 8月20日 9時 1分

2011年 8月25日14時11分

2011年 8月29日11時43分

2011年 8月30日10時54分

2011年 9月 1日 10時54分

午後は広い範囲で気温が上昇し・・

新着

未読

未読

未読

緊急

重要

本日の天気 ／ 27℃/22℃本日の天気 ／ 27℃/22℃ 明日の天気 ／ 32℃/21℃明日の天気 ／ 32℃/21℃

ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ 10001000kWh電力量 0.100.10

A4040
11:3011:30

A６0６0

2011年 9月 1日 10時54分（金）2011年 9月 1日 10時54分（金）お知らせ

電流値 契約電流

電気料金表

参加要請

システム情報

お問合せ

○→○→

○→○→

○→○→

○→○→

地域需要 ○→○→

お知らせ ○→○→

グラフ ○→○→

宅内表示器画面例 

（電力使用量確認画面） 

（電力料金確認） 

（お知らせ画面） 

ＨＥＭＳに設置される 

コミュニケーションロボット 
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３ 事業の進捗⑤ BEMSの設置 

  企業自社ビル、企業単身者寮、透析専門病院にＢＥＭＳを２月末までに設置 

  テナントオフィスビル、市立博物館、商業施設等については、平成２４年度設置予定 

企業自社ビル 

BEMS 

企業自社ビルＢＥＭＳ構成図 

電力料金

電力料金

CEMSの価格調整後

（料金テーブル受信）

ビル内電力消費

充電
放電

デマンド調整

企業自社ビルＢＥＭＳ制御イメージ 
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３ 事業の進捗⑥ 交通関係 

東田地区でのカーシェアリング・サイクルシェアリング 

総合エネルギーステーション 

（エコドライブ総合支援システム） 

水素ステーション エコドラ北九州プロジェクト
支援サイト 

ICTを活用したコミュニティ交通実証 

（H23.12.23~H24.2.19） 

車両位置情報システム及び 

ICカード乗降管理システム 

太陽光発電及び 

EV急速充電器 
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３ 事業の進捗⑦ 全体構成 

ＢＥＭＳ 
HＥＭＳ 

－ ＋

PCS

－ ＋

PCS

EV

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ
総合支援ｼｽﾃﾑ

FＥＭＳ 

東田コジェネ 

地域節電所 

需給運用計画画面 

ｺﾐｭﾆﾃｨ設置型蓄電池 
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４ 事業成果の展開① 

２ 城野地区への展開状況 

（１）城野地区の整備状況 

  ◆平成24年度から基盤整備開始。平成25年度から部分的に土地販売を開始 

  ◆現在、まちづくりの方向性を定めるため、企業等からの提案を踏まえガイドラインを策定中（本年３月に策 

   定予定）。このガイドラインの中に、本市事業の成果を掲げていくことで、関係部署と協議中。 

（２）城野地区への展開案 

  次の項目の展開等を検討中。 

  ◆スマートメータの設置 

  ◆ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳの導入 

  ◆スマートメータ等を利用した、エネルギーマネジメントの導入 など 

    

１ 釜石市への展開 

（１）釜石市での検討状況 

  ◆釜石市へ北九州市の現地事務所を開設（平成23年7月）。 

  ◆経済産業省「スマートコミュニティ構想普及支援事業」（建設技術研究所提案）の採択を受け釜石市での導入 
   可能性を検討中。北九州市は、検討会委員として参画。 

（２）釜石市への展開案 

  次の項目の展開等を検討中 

  ◆分散型エネルギーシステムの構築 

  ◆スマートメータの設置 など 
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４ 事業成果の展開② 

１ 海外への展開 

  アジア低炭素化センター（北九州市）において、海外展開に向け、企業と連携し関係国との協議、調査等を
実施。 

 

 

 

 

 

 

 

低炭素型エネルギー供給事業

（コジェネレーション（蒸気＋電気供給）＆省エネ事業）

（１）インドネシア（スラバヤ） 

  ◆スラバヤ市の国営工業団地でのスマート化など
を進めるため、2011年3月に戦略的環境パート
ナーシップ共同声明を両市長が署名 

 

（２）インド（DMIC) 

  ◆大規模港湾が整備され、化学工場などの建設が進
むダヘジ地区にスマートグリッドや、水処理膜を使っ
た上下水処理施設などを整備するプロジェクトが進行
中。この中で北九州市からのまちづくりのノウハウを
提供中。 

 

（３）マレーシア（プトラジャヤ、サイバージャヤ） 

  ◆北九州市の経験とノウハウを活用し、2都市のグリー
ンタウンシップ（緑のまちづくり）化と、さらなる都市とし
ての発展に向けた基本戦略構築、目標設定に参画。 

日本関係 

機関 

支援
マレーシア

エネルギー・グリーン

技術・水資源省

ＮＥＤＯ

プトラジャヤ・サイバージャヤ

（グリーンタウンシップ構想の推進）

企業連合体

協力・連携

支援

アクションプランの策定及びパイロットプロジェクトの企画

協力・連携
アジア低炭素化センター

支援
マレーシア

エネルギー・グリーン

技術・水資源省

ＮＥＤＯ

プトラジャヤ・サイバージャヤ

（グリーンタウンシップ構想の推進）

企業連合体

協力・連携

支援

アクションプランの策定及びパイロットプロジェクトの企画

協力・連携
アジア低炭素化センター
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４ CEMSの実証内容 

実証内容 

a. 地区全体のエネルギー（電力、水素、熱等）を統合して管理運
用制御可能とする地域エネルギーマネジメントシステム「地域
節電所」の実証 【富士電機、北九州市】 

b. CEMSと各種EMS（BEMS/HEMSなど）やスマートメータとの連
係、ダイナミックプライシング等のデマンドレスポンスによる節
電・ピークカット、再生可能エネルギーの最大利用、負荷平準
化【全事業者】 

c. スマートメータを２３０台（低圧）＋５０台（高圧）導入【富士電機】  

技術的特徴 

a. 地区全体のエネルギー（電力、水素、熱
等）を統合し、高度な予測モデルを適用し
た地域エネルギーマネジメントシステム 

b. ダイナミックプライシング、インセンティブプ
ログラムによるデマンドサイド・マネジメント 

c. モバイル端末を利用したデマンドレスポン
スシステム【内田洋行、ソフトバンクテレコム】 

d. 大量データの効率的な圧縮蓄積システム 
  【新日鉄ソリューションズ】 

a. 事業展開にあたりシミュレーションを行うエ
ネルギーネットワーク最適化ソフト 

  【新日本製鐵、新日鉄ソリューションズ】 

個別ビジネスモデル 

a. 国内工業地帯など廃熱や水素などのエネルギーリソースを住
宅や業務用需要家へ融通する産業地域 への展開 

b. 海外の産業地域向け、電力過疎地域向けインフラパッケージ
展開  

デマンドサイド・マネジメント（２つの手法の組み合わせ） 

 

電気料金単価を季節別・時
間帯別に変化（静的／動的）
させることで、料金単価をト
リガーに需要家の行動を変化 

コミュニティにとって“プラ
ス”となる行動をとった際に
ポイントを付与する等により、
需要家の行動を変化 

DP=ダイナミックプライシング IP=インセンティブプログラム 

ダイナミックプライシング（H24.4月開始） 
 主に電力供給側のニーズにより、個々の需要家の経済合理
性に基づく動機付により、省エネ，ピークカット 
ピークシフト等の行動を促し、効率的安定的なエネルギー需給
体制構築を目指す。 

①ベーシックプライシング（年度初） 
過去の電力需要量実績等から、年度の基本となる季節別
時間帯別単価パターンを設定･通知する。 

②リアルタイムプライシング（前日・当日） 
翌日の天候等に伴う再生可能エネルギーの発電量や系統
の需要量の予測に基づき、予め定めた係数を、基本年度
単価に乗じて翌日の単価を設定、通知する。 

③クリティカルプライシング（随時） 
前日までに予測し得なかった状況変化（再生可能エネ
ルギー発電量の大幅な変動、電力需要の大幅な変動基
幹電力のトラブル等）が発生した場合は、予め設定し

た緊急時単価パターンに基づき、単価を通知する。 

インセンティブプログラム 
• 地球環境問題である二酸化炭素排出量削減や資源エネルギー有効活用等を目的に、
コミュニティ（参加者全体）のミッションの共有、共感に基づく動機づけにより、ライフス
タイルやワークスタルの変革を促すとともに、さらにコミュニティ活性化や持続可能な
まちづくりの促進を目指す。 
• 既に東田地区において実証実験が行われた「環境パスポート」を基本に、機能・仕組
み等を再構築する。特に、コミュニティとしての活動を支援（情報やノウハウなどの共
有、コミュニケーションの円滑化）するＳＮＳ的なプラットフォーム機能（community 
collaboration platform）を備えた基盤とする。 

CEMS(地域節電所) 

（※写真は現地設置のもの） 
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実証内容 

a. スマートメータと宅内表示機を設置し、CEMSからの情報
を元に、需要家の応答（デマンドレスポンス）のみによ
る節電、負荷平準化の効果を測定【富士電機】 

b. CEMSからの要求に対して、エアコン、家電（一部）、蓄
電池の自動制御による節電、負荷平準化の効果を実証
【積水化学工業、三菱重工業、大和ハウス工業】 

c. CEMSからの要求に対して、エネファームと蓄電池の自動
制御による節電、負荷平準化の効果を実証【西部ガス】 

d. 太陽電池、蓄電池、負荷機器を高圧直流パス（300～
400V）で接続した直流給電住宅の効果を実証【シャープ】 

e. 系統電力を高圧一括受電し、複数の住宅からなる「タウン」全
体のEMSによる節電効果を実証 

    【積水化学工業、三菱重工業】 

蓄電・蓄熱 

－ ＋ 

PCS 

発電 

PCS 

スマートメ
ータ 

HEMS 
宅内表示機 

技術的特徴 

a. CEMSと情報連携し、系統電力の負荷平準化、需給安定化
に貢献するHEMS 

b. 燃料電池の運転効率を最大化する蓄電池の充放電制御を
行うHEMS 

c. 蓄電対応パワーコンディショナーを用い、太陽電池、蓄
電池、負荷機器を高圧直流パス（300～400V）で接続し高
効率でエネルギー制御を行う直流給電住宅システム 

個別ビジネスモデル 

a. 集合住宅におけるHEMSモデル 

b. 太陽光発電や二次電池の普及にあわせ、既存の交流シス
テムから、省エネ･コスト低減効果の高い直流システムへ
の置き換え 

c. 「タウン」におけるHEMS連携（TEMS）モデル 

４ 家庭部門（HEMS ）の実証内容 

負荷 

空調 

照明 

顧客・回収年数 
 HEMS、家庭用蓄電池等
を個人に販売し、5～14
年で初期コスト回収を想
定。 

今回実証する事項 

• マルチベンダーによる
CEMS接続実証 

• 住民の全員参加による
デマンドレスポンス実証 

• 見える化による人的応答
と自動制御による効果の
比較実証 

実証世帯数（239世帯） 
東田地区 
マンション・・・218世帯 
水素住宅・・・7世帯 

門司地区 
戸建住宅・・・14世帯 

導入機器 
スマートメータ・・・230台 
情報表示端末・・・230台 
HEMS（CEMS連携）・・24台 
蓄電池・・・18台 

一般家庭 

コンセントレータ 

CEMS 

家電 
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今回実証する事項 
• マルチベンダーによる
CEMS接続実証 
• BEMSによるデマンドサイ
ド・マネジメントの実証 
• 蓄熱制御によるエネルギ
ー利用効率実証 
• 住民の全員参加によるデ
マンドレスポンス実証 
• 見える化による人的応答
と自動制御による効果の
比較実証 

実証内容 
a. CEMSからの需給予測や料金情報に応じて、蓄電池、空調・

照明等を制御することによる、省エネ・エネルギー有効活用
の効果や地域内の需給、電力品質の安定化の効果を実証 

   【日鉄エレックス、三菱重工業、新日鐵エンジニアリング、東田クリニック、
富士電機、デンソー、豊田通商、九州ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ創造ｾﾝﾀｰ、安川情報
システム】 

b. 給湯利用の多い施設（病院、寮）における蓄熱槽を活用した
電力負荷抑制・促進制御の効果を実証【日鉄エレックス、新日鐵
エンジニアリング、ＴＯＴＯ、東田クリニック、富士電機】 

c. 小規模商業施設における蓄電池、配送車両と連携した負荷
平準化効果を実証【富士電機、デンソー、豊田通商】 

技術的特徴 
a. CEMSと情報連携し、系統電力の負荷平準化、需給安定化に

貢献するBEMS 
b. CEMSの要求、DP等に応じたBEMSによる空調、照明、EV等の

制御 
c. 蓄電池の代替として蓄熱槽により電力負荷抑制・促進制御 
d. 複合テナントビルにおけるデマンドレスポンス対応のBEMS（デ

ータセンター活用のクラウド型サービス） 
e. 定置型蓄電池からグリッドへ逆潮流させるシステム 
f. BEMSを介したV2Bの検証 
g. 可搬定置蓄電池による、停電・災害時の電力供給 

個別ビジネスモデル 
a. エネルギー損失の削減、エネルギー効率の改善によるコスト

削減ニーズに対応したオフィスビル、複合テナントビルへの展
開 

b. 給湯等熱利用の多いビル等への展開 
c. 病院、ホテル、介護施設等、エネルギーの安定供給、快適性

が求められる施設への展開 
d. 小規模商業施設への展開 

５ 業務部門（BEMS ）の実証内容 

顧客・回収年数 
 BEMSシステムを、ビルオ
ーナー、病院、ホテル、
小規模商業施設などに
10年以内での投資回収
での販売を想定。 

   

実証建物数 
・ＢＥＭＳ・・・・7社 
･ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ・・・50社 

制御対象機器 
空調、照明、蓄電池、充電
システム、ヒートポンプ湯
沸かし器、商用車、蓄熱設
備 など 

時間 CEMS BEMS 

12:00 

 

 

 

 

14:00 

翌日料金テーブル、気象情報 

翌日運用計画作成 

翌日運用計画 

翌日需給計画作成 

リアルタイムプライシング
の時間や係数の計算 

料金テーブルの更新 

リアルタイムプライシング（実施例） 

需給予測閾値
逸脱 
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実証内容 

a. CEMSからの需給予測、料金情報や再生可能エネルギー発
電量や生産計画等による工場内電力負荷変動を踏まえた
蓄電池、空調・照明等の制御による、地域内の需給、電力
品質の安定化や省エネ、エネルギー有効活用の効果を実
証  【富士電機、安川電機、トヨタ自動車、豊田自動織機、豊田合成】 

b. 燃料電池フォークリフトによる工場の負荷平準化、デマ 
ンドレスポンス対応効果を実証 

   【豊田自動車、豊田自動織機、豊田合成】 

a. CEMSと連携したコミュニティ設置型蓄電池効果を実証 
   【富士電機、古河電気工業、古河電池、日本IBM】 

技術的特徴 

a. CEMSと情報連携し、系統電力の負荷平準化、需給安 
定化に貢献するFEMS 

b. FEMS対応の蓄電池の充放電コンバーター 

c. FEMSによる蓄電池・空調・照明制御及び移動体（PHV）充
電制御 

d. サービス業工場の変動する生産計画を考慮した、省エネ機
器、新エネ機器制御を行うFEMS 

e. エネルギー需給調整やグリッド電力品質に貢献するコミュニ
ティ設置型蓄電池システム 

f. オープンな技術を基にした蓄電池の運用稼働率の向上、長
寿命化に資する蓄電池アセット管理 

個別ビジネスモデル 

a. 生産工場、サービス業工場への展開 

b. 今後全世界に普及が見込まれる蓄電池インフラへの展開 

c. 蓄電池インフラ運用に欠かせない管理システムへの展開 

６ 産業部門（FEMS等 ）の実証内容 

今回実証する事項 
• マルチベンダーによる
CEMS接続実証 
• 工場生産計画を考慮した
ＦＥＭＳによるデマンドサ
イド・マネジメントの実証 
• 蓄熱制御によるエネルギ
ー利用効率実証 
• 企業参加によるデマンド
レスポンス実証 
• 見える化による人的応答
と自動制御による効果の
比較実証 

顧客・回収年数 
 ＦEMSシステムを、生産
工場、サービス業工場な
どに4～15年での投資回
収での販売を想定。 

   

実証建物数(平成23年度予定) 

・ＦＥＭＳ・・・・3工場 

制御対象機器 
空調、照明、生産設備、蓄
電池、充電システム、蓄熱
設備、商用車（ＥＶ，ＰＨＶ）、 
ＦＣﾌｫｰｸﾘﾌﾄ など 

時間 CEMS FEMS 

 

随時 

 
当日運用状況 

当日需給計画作成 

リアルタイムプライシ
ングの時間や係数の
計算 

料金テーブルの更新 

リアルタイムプライシング（実施例） 

需給予測閾値
逸脱 
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実証内容 【ＪＸ日鉱日石エネルギー】 

a. CEMSは「エコドライブ総合支援システム」へ再生可
能エネルギーの余剰情報を通知 

b. 「エコドライブ総合支援システム」はSS設置の蓄電池
へ充電を指示 

c. 「エコドライブ総合支援システム」は、EVに対し再生
可能エネルギー由来電気の充電情報を通知 

d. 充電に来たEVからドライブ情報取得 

e. ユーザーの携帯電話へエコドライブ等（低電費ドライ
ブアドバイス等）の情報を発信 

技術的特徴 

a. CEMSと情報連携し、系統電力の負荷平準化、需給
安定化に貢献する「エコドライブ総合支援システム」 
（蓄電池充放電制御システム） 

b. 課金システムとエコドライブ支援システムを融合させ
た携帯サイトの構築 

c. 携帯サイトを活用した交通・家庭エネルギーの見える
化統合システム 

個別ビジネスモデル 

 国内外の再生可能エネルギー、EVの普及にあわせ展
開（再生可能エネルギーの積極利用やエコドライブ支援
等によるユーザの増加） 

－ ＋ 

PCS 

EV 

CEMS 

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ 
総合支援ｼｽﾃﾑ 

 

７ 運輸部門の実証内容 

顧客・回収年数 
ＳＳ設備投資を8年で回収
を想定 
（前提：36台/日稼働、電力
調達コストが深夜電力相
当となる） 

今回実証する事項 

• CEMS連携による系統電
力安定化への効果 

• インセンティブ情報と再
生可能エネルギー充電
の相関分析 

• エコドライブ支援の有効
性 

 

実証施設数・ＥＶ台数 
ＳＳ・・・1箇所 
ＥＶ・・・10台 

導入機器 
 急速充電器・・・1台 
 蓄電池・・・1台 
 エコドライブ総合支援シス 
テム・・・1セット 
 車載器・・・10台 
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①再生可能エネルギー導入（見込み）による電力料金 

②再生可能エネルギー、蓄電池運用による電力料金 

再生可能エネルギー大量導入社会モデル  

 

①アンシラリー（サーチャージなど）運用 

②ビジネスモデルの検討 

環境未来都市モデルor地域節電所自立モデル 

 

①ベーシックプライシング（東田版季時別料金） 
  →ベースの系統電力の平準化 

②リアルタイムプライシング 

  →きめ細かな負荷平準化（需要実績・予測） 
    および負荷追従運転 

③クリティカルプライシング 

  →特定日の需要抑制 

電力需給逼迫社会モデル  ①需要の平準化により、CO2

排出量が最小となる系統電
源運用を目指す。 

 （設備稼働率・効率の向上） 

②再生可能エネルギーの最
大活用により、CO2排出量

の最小化となる系統電源運
用を目指す。 

③環境未来都市を想定したコ
ミュニティを目指す 

【基本的な考え方】 

６ ダイナミックプライシングの検討状況① 
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６ ダイナミックプライシングの検討状況② 

H23 H24 H25 H26 

電力逼迫社会モデル 

（負荷平準化プライス） 

再生可能エネルギー 

大量導入社会モデル 

（環境型プライシング） 

未来都市想定モデル 

Or 

地域節電所自立モデル 

【基本的な考え方を踏まえた実証スケジュール】 

 

現状調査 

需要家への協力要請 

単価設定 

ダイナミックプライシング制度の導入 

• ベーシックプライシング（東田版季時別料金） 

• リアルタイムプライシング 

• クリティカルプライシング（CPP) 

•プライシングによる
負荷平準化効果検
証 

•再生可能エネルギー
導入想定プライス検
討  

•再生可能エネルギー
大量導入社会ダイナ
ミックプライシング制
度 

•アンシラリー運用検討調査 

•ビジネスモデル調査 

•アンシラリー運用 

 

インセンティブプログ
ラムなど新制度導入
（仮） 
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• ベーシックプライシング（季時別料金） 

 目的：ベースの系統電力の平準化 

 実量制契約、従量制契約を季時別料金に変更
する。 

 需要家の不利益とならないように、グループに
分け、グループ毎に料金補正を行う。 

 平準化の動機付けとなるように差をつける。 

• リアルタイムプライシング 

 目的：きめ細かな負荷平準化 

 前日の電力需要予測と再生可能エネルギーの
発電量予測を元に、系統電力の効率運転を目
標に、プライシングで部分的に需給バランスを
調整する。 

 地域の電力の需給状況に応じて、当日の電力
料金を変動させる仕組みを世界で初めて導入 

  （２時間前までに通知） 

• クリティカルプライシング 

 目的：特定日の需要抑制 

 気温が高い日など、空調等で特に需要が高く、
需給の逼迫が予想される場合にプライシングで
需要を抑制する。 

【電力逼迫社会モデル】（負荷平準化プライス） 

【夏季料金】 

図 季時別料金の補正 

【その他季料金】 

ミドル／オフ、
ミドル／ピー
クの倍率を
小さくする 

６ ダイナミックプライシングの検討状況③ 
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ターゲット ビジネスモデル コスト回収 展開時期 

ＣＥＭＳ 

・電力供給事業者 

・デベロッパー 

・自治体 

・地域ｴﾈﾙｷﾞｰ管理会社 など 

・地域のＣＯ２削減（ＣＯ2排出権取引） 

・地域エネルギーサービスプロバイダー 

・料金徴収サービス 

・健康管理サービスなどの各種アプリケーションサービス 

約４年  

 

 

 

 

 

 

 

平成27年 

以降 

ＨＥＭＳ 

・個人消費者 

・住宅メーカー 

・デベロッパー 

・自治体 

・エネルギー見える化（削減）サービス 

・住宅機能の高度化による新たなビジネスチャンスの拡大
（パソコンとＵＳＢ機器のような関係） 

・ 複数の住宅からなるタウン全体でのエネルギー削減サ
ービス  

約５～１４年 

ＢＥＭＳ 

・オフィスビル 

・大型商業施設 

・公共施設 

・病院 

・ホテル など 

・省エネ法に対応するための設備導入 

・ＥＳＣＯ事業 

・商業施設におけるＥＶ充電システムを活用したエネルギ
ーマネジメント 

・太陽熱利用システムを活用したBEMS 

・クラウドシステムを活用し、エネルギーマネジメントシステ
ムを低価格化 

約３年～１５年 

ＦＥＭＳ 

・中小規模工場など ・省エネ法に対応するための設備導入 

・ＥＳＣＯ事業 

・生産計画とエネルギー需給計画を連動させたＥＭＳ 

約４年～１５年 

交通 
・ＳＳ事業者 

・個人消費者 

・ＳＳ利用者に対する新サービス提供（ＥＶエコドライブ、再
生可能エネルギー充電サービス、ＨＥＭＳとの連携等） 

８年 

海外展開 

・中国（唐山、天津、大連） 

・インド（デリームンバイ） 

・東南アジア（スラバヤ） など 

・インフラパッケージ輸出（エネルギー、水、廃棄物処理・リ
サイクル、都市計画、交通等） 

－ 

７ ビジネスモデル 


