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 事業内容 

事業目的と事業概要 

EVバス普及のためには、充電時間や航続距離を考慮した
配車計画や路線設定の知見など、EVバス運用ノウハウの
蓄積が必要。 

EVバス普及の一助となるEVバス運用管理システムの実
用化に向け、本事業にてモデル確立と実証を行う。 

目的１ 【バッテリの劣化防止に配慮した最適充電】 
 バスの路線や環境状況に応じた電力消費予測および充
電開始時間と充電量の最適化によって、高SOC%での駐車
時間を低減し、バッテリー劣化防止を図る。 

目的２ 【複数台のＥＶﾊﾞｽへの充電時のピークカット】 
 バスの運行計画に基づき充電計画を組み、電力のピー
クカットを図る。 

 事業の目的  

 技術的課題 

電
力
量
 

時間 時間 

1号車 

2号車 

3号車 

n車 

1号車 

2号車 

3号車 

n車 

本実証成果適用なし 
（入庫後一斉に満充電） 

本実証成果適用あり 
（出庫時間に合わせ必要量を充電） 

：出庫時刻 ：充電後の駐車時間 

：次回運行に必要 
 な充電量 

〈凡例〉 
：満充電と必要な 
 充電量の差異 

：必要な充電量への制御 
によりカットされた充電量 

■充電計画 

■電力消費量 

■充電計画 

■電力消費量 

 EVバス運用管理システムの根幹は、EVバスの電力消費予測技術にある。 
 電力消費は車両やバッテリの特性、距離や起伏など路線の状況、季節変動や乗客の多少などの変動要因に影響される。 
 このため、EVバス運用管理システムの他地域への展開のためには変動要因を地域に応じて適宜補正する必要がある。 
 本事業ではEVハイブリッドバスの実証走行により、予測値と実測値の比較評価によるモデル確立を実施する。 

① 多様なEV、バッテリー、地域間の汎用性を確保しつつ、路線バス配車計画を考慮した充電計画最適化ロジックの確立。 
② 充電計画自動作成ロジックの確立。 

電
力
量
 

ピークカット 

充電後駐車時間 
最小化 

充電量の 
最適化 

総量カット 

高SOC%での放置 
によるバッテリ劣化 

必ず満充電する運用 
では充電時間による運行 

計画への制約大 

ピークにあわせた受変電
設備投資要する 
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ビジネスモデル 
 想定顧客と販売チャネル  

 競合ビジネスモデル 
（１）バッテリ劣化防止に配慮した最適充電 
 
 急速充電で劣化するもの、高SOC％での保管で劣化するものなど、バッテリの特性は一概に規定できない。 
 EVバス普及時には、同一のバス会社の中に、複数種のバッテリが存在することが想定される。 
 これら特性が異なるバッテリそれぞれに最適な充電方法を手動にて計画、実施することは、至難である。 
 本実証の成果は、競合が予想される手動での充電管理に対し、バッテリ劣化抑制によるバッテリの資産価値の保全および稀少金属
保護の観点において有効であると考える。 
 また、最適充電を実現する過程で充放電履歴とEVバス走行に必要な電費の悪化も管理され、バス会社においてバッテリ交換時期の
把握が容易になるほか、履歴付きバッテリとしてリユース市場の形成にも有効であると考える。 
 
（２）複数台のEVバスへの充電時のピークカット 
 
 本実証の成果は、成果適用なしの充電器と競合を想定した場合、設備費、土地代、電気代において有効であると考える。 
 EVバス普及時、複数台のEVバスへ同数の充電器から充電する場合、ピークに合わせて電気容量×充電器台数分の受変電設備が
必要となる。対して本実証適用のシステムはピークカットを行うため、必ずしも充電器台数分の受変電設備を必要としない。このため、 
受変電設備の設備費、これを設置する土地代を抑制可能である。また、契約電力容量の低減も可能となる。 

 ビジネスモデルにおける現状の課題と解決策 
 【課  題】 ① EVバス台数が増加するまでの事業採算確保 
 【解決策】 ① EVバスの動態・電池残量を管理する技術の応用による、災害時におけるEVバスの活用を考慮した商機拡大。 
          たとえば、避難所における非常用電源インターフェース標準化への対応など。 
        ② 配車計画に基づく充電管理が有効な他業種（配送業、清掃業等）車両EV化への適用模索。  

想定される①～③の顧客に対し、日立グループの公共／交通／産業各分野の販売チャネルの他、バス車両メーカーとの協業による 
各地車両ディーラー網を活用した販売チャネル構築を検討。 
 【想定顧客】  ① EVバス運用事業者（バス事業者、自治体等による自社向け運用管理） 
           ② バス車両メーカー（自社製EVバスの管理サービス）   
           ③ リース事業者  （EVバスのリース時の付加サービス） 
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スケジュール 

 本実証で評価するEVバス運行管理システムは、管理対象の車種やバッテリー型式に依存しない仕様とし、地域差については 
予測パラメータ変更により対応する設計とします。 
 これにより、様々なバス事業者へサービス可能な基盤を構築するとともに、海外に対しても標準化活動を図り、グローバルでの標準化
を目指します。 

H23 H24 H25 H26 H27 

EVバス運用管理 
システム 

非接触充電器 

標準化活動 

国内 
先行 
導入 

・リアルタイム監視機能 
・バスダイヤ連携充電制
御機能 開発 

・バス⇔充電器間通信機能開発 
・充電器効率化 

実証 
国内事業者導入 

国内事業者 
先行導入 

国内事業者導入 

海外先行導入 海外事業者導入 

海外事業者先行導入 海外事業者導入 

実証での検証結果に基く標準化活動 

本実証での範囲 凡例： 

実証
準備 

 横展開スケジュール（予測、目標） 

 実証事業スケジュール 

EV運用管理 
システム 

日立市対応版 

実証走行用 
非接触充電器 

委員会 

H23 H24 

・路線情報登録 
・仮パラメータ登録 

・製作・設置・立ち上げ 

▽第1回（1/11）：実証内容検討 

実証試験 
・試験計画書策定 

登録すべき情報の確定 

▽第2回（2/13）：実証内容確認 
▽第3回（3/5）：成果確認 逐次反映 

▽第4回（5月）：走行経路確認 
▽第5回（9月）：実証試験結果評価 

▽第6回（1月）：成果確認 

夏季試験（8月） 
秋季試験（10月） 

冬季試験（12月） 

・パラメータ改善 

検証と反映 

車両ナンバー取得などの各種申請・手続き 



   
 

大 学        国立大学法人 三重大学 
共同事業者  株式会社シーエナジー 
           富士電機株式会社 

   

エネルギー起源CO2 

排出量   （トン-CO2) 
22,777 

延床面積        （㎡） 248,700 

合   計     9,159 

 （人） 
学   生   7,426 

教 職 員  1,733 

平成22年度 

キャンパスコミュニティマネジメントを活用する 
三重大学スマートキャンパスの実証事業 

実施主体 



   
 

三重大学スマートキャンパス（ＭＩＥＳＣ）実証事業の概要 

 気象予測データから、翌日の再生可能エネルギーの発電電 
力を予測し、エネルギーの需要と供給設備の効率的な運用を
実施。 
  
 また、電力負荷平準化に対する部門毎の貢献度に応じた電
力料金の新しい仕組みを作る。 

エネルギーマネジメントの統合制御       

                               (株)シーエナジー、三重大学 

4 

コンビニでの直流電源直流利用 照明（太陽光電気の直接利用） 

太陽光発電 風力発電 蓄電池 

 太陽光発電などの直流電源を直流のまま利用するイン 

テリジェント型電源のキャンパスや商業施設などへの導入 
１ 

 非常災害時に再生可能エネルギーを活用できるように 

するための自立電源技術の開発 

２ 

１  キャンパスエネルギーマネジメント 

    キャンパス内の電力需要が最大となる時に、 

  電力需要を平滑化するとともに、キャンパス全体の 

  CO2排出量をする。 

２  防災拠点としての機能 

   再生可能エネルギー活用により、災害時にエネルギー 

  インフラが停止しても、病院等の重要施設に安定に 

  電源を供給できるような体制を整備する。 

３  実証結果の有効活用 

   得られた成果を他の大学や商業施設に適用できる 

  ようにするための指針を策定する。 

再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電）を 

                        活用する設備 
                                       (株)シーエナジー、三重大学 

太陽光発電からの電気を直接（直流）照明に 
                   利用する電気設備 
                                富士電機(株)、三重大学 太陽光からの直流電源を直接ＬＥＤ照明に
利用するインテリジェント型電源   

３ 

   目 的 

   新規性（解決すべき課題） 

   事業内容 

２ 

１ 



キャンパスやコミュニティで 

再生可能エネルギーを 

活用しながらCO2を削減する 

スマートコミュニティを実証 

（ソリューション事業により投資 

 に見合う全体最適化を図る） 

   ビジネスモデル 

・  国内外の大学 

・  高密度にエネルギーを利用する 

  業務系ビル、コミュニティやコンビニ 

・ 電力系統が不安定な地域（離島、過疎地） 

CO2削減を実行したい事業者や 

中小規模コミュニティに横展開を図る。 

   
 

三重大学スマートキャンパス（ＭＩＥＳＣ）実証事業の概要 

   ビジネス展開 

                 課題の解決策 

  ・エネルギーソリューションの考え方を導入し、投資対効果を最大 
  化する。 
 
 

  ・規模の段階的拡張に適するインテリジェント設備として投資費用 
  の適正化を図る。 
 
  ・快適性と省エネ性の両立を実現し、省エネの具体的成果を国内 
    ユーザーに広報することにより普及を促進する。機器の量産化に 
    より製造コストの原価低減を目指す。 

  ビジネスモデルにおける現状の課題 

  ・CO2削減を実現させたいが、事業採算性が不透明、 

     設備の全体計画を単独では立案できない。 
 

 

  ・電力安定化のための蓄電システムは３割程度高 

  コストである。 
 

  ・空調の省エネは「がまん」の省エネや服装対応 

    による個人依存のケースが大半。      

ＬＥＤ照明 
クールビズ対応空調 

キャンパス 
  コミュニティ 

エネルギー 
マネジメント 

再生可能 
エネルギー 

電力供給 

・ＥＭＳによる電力のピークカット 
・太陽光電気の直接利用 

自然エネルギー 
（風、太陽光） 

電力・熱需要 



実証内容    H23年度        H24年度          H25年度 

 再生可能エネルギー活用と需要を制御するキャンパス 
 コミュニティマネジメント 
  ・CO2を削減するための設備 

  ・太陽光の電気を直流のまま利用するインテリジェント型電源 

  ・スマートメーターを用いたクールビズ対応の空調 

  ・キャンパス全体のエネルギーマネジメント  

 

実証事業スケジュール 

調査 設計・製作・設置 

２期 １期 

設計・製作・導入 

運用・検証 

３期(（追加）  ２期 

横展開スケジュール 

2013年度 2015年度 

キャンパスエネルギー 

     マネジメントシステム 

目標：学校・業務系を合わせて３式 

2012年度末にオーダーメイド対応の商品化 

2013年度システムのパッケージ化 

目標：学校・業務系を含め７式 

海外展開：風力発電が導入され易い電力供給が 

       不安定な地域や離島 

太陽光の電気を直接利用する
インテリジェント型直流電源 

規模の段階的拡張に対応したシステムの汎用化を
提案しコンビニ10店舗に導入 

コンビニで確立した技術を業務系ビルや病院に 

横展開 

クールビズ対応空調 
実証した結果の広報活動と設備の量産化による低
価格品投入 

目標：国内を中心として5,000台/年 

目標：10,000台/年 

海外展開：中国・東南アジアおよび北米も含む 

       （水資源が乏しい地域） 

調査 設計・製作・設置 

   
 

三重大学スマートキャンパス（ＭＩＥＳＣ）実証事業の概要 



ごみ焼却工場等の都市排熱高度活用プロジェクト 

大阪湾 

 関連事業者   〇川崎重工業㈱ 

             大阪ガス㈱ 

 関連自治体     大阪市 

             大阪府 

  
 

実施主体 

ごみ焼却大正工場 



■事業目的：熱の有効利用を通した総合エネルギー効率の向上 
 

■背   景：大阪府域のごみ焼却工場の未利用排熱賦存量は国内第１位 36,000TJ/年（重油換算900,000kL/年） 

         （「未利用エネルギー面的活用熱供給の実態と次世代に向けた方向性」（H20.3 資源エネルギー庁）） 
 

■事業内容：大阪市環境局ごみ焼却大正工場において 

  （A）ごみ発電設備の低温排熱等によるバイナリー発電等を活用した熱利用の最適化 

  （B）熱輸送車によるコミュニティ全体での面的な地域連携型の熱利用の最適化（3件程度の熱需要先） 

  の２つの実証事業を実施（H22～H25年度） 
 

■事業の主体（体制） 

 〇川崎重工業 

  ・全体統括 

  ・（A）の実証実施 

 〇大阪ガス 

  ・（B）の実証実施 

 〇大阪市・大阪府 

  ・大正工場の提供 

  ・総合コーディネート・PR 

 〇その他協力者等 

  ・日立造船 

  ・神鋼環境ソリューション 
 

■技術的な課題（新規性） 

 〇（Ａ）工場内未利用排熱について、工場内利用と近隣地域への熱供給の最適化を図るエネルギーマネジメントシステムの実証 

 〇（Ｂ）複数熱源と複数熱需要の需給マッチングを考慮した最適熱輸送（配車）方法の立案 

大阪エリア ごみ焼却工場等の都市排熱高度活用プロジェクト ① 

＜イメージ＞  



■ビジネスモデル 

 〇内外のごみ焼却工場や一般工場への展開 

 〇特にごみ焼却工場の場合、熱輸送車を含む熱供給側設備は 

  行政施設として、新設時や更新時に整備 

  ①ごみ焼却工場への展開 

    ・国内主要９都市のごみ焼却熱賦存量：190,000TJ/年 

    ・アジアの廃棄物排熱賦存量：2,300,000TJ/年 

  ②未利用低温排熱を有する一般工場への展開 

    ・電炉・転炉を保有する精錬工場 

    ・加熱炉を保有する窯業工場 など 
 

■競合（既存）ビジネスモデル 

 〇既存の蒸気タービン発電 

   ⇒25%以上の総合エネルギー効率の向上（本実証では理論上54%の創エネ効果（右上図参照）） 
 

■ビジネスモデルにおける現状の課題 

  ・排熱活用技術の明確な導入メリット 

  ・バイナリータービンにおける発電コスト（運転員、主任技術者等） 

  ・熱輸送におけるランニングコスト（熱輸送車の運転者人件費） 

  ・熱輸送効率の向上 
 

■上記課題の解決策 

  ・ごみ収集車運転者の活用等による熱輸送車の運転コスト削減 

  ・蓄熱材の性能向上（蓄熱密度、充放熱時間の短縮） 

  ・多様な熱源、熱需要のベストミックスによる効率化（EMSの効率的活用） 

  ・政策的誘導による排熱活用の推進（補助、導入推奨、規制緩和等） 

 

大阪エリア ごみ焼却工場等の都市排熱高度活用プロジェクト ② 

 ＜本事業での総合エネルギー効率の向上イメージ＞  

 ＜参考：大正工場の位置等 ＞ 
    点線内は「関西イノベーション国際戦略総合特区」に指定  



■実証事業スケジュール 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■横展開スケジュール 

大阪エリア ごみ焼却工場等の都市排熱高度活用プロジェクト ③ 

H23年度(2011年度) H24年度(2012年度) H25年度(2013年度) 

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 上期 下期 

工場での低温排熱の活用と最適化 

導入設備の設計・製作 

現地工事 

実証運転 

コミュニティでの熱輸送と需給最適化 

熱輸送設備製作 

現地工事 

需給最適システム製作 

実証運転 

H25年度 

(2013年度) 

H26年度 

(2014年度) 

H27年度 

(2015年度) 

H28年度～ 

(2016年度～) 

国内ごみ焼却工場･一般工場への展開 

 ごみ焼却工場 

 一般工場 

海外工場への展開 

 EMSの国際標準化 

 海外工場への展開 

導入目標 ごみ工場：・・・ 

       一般工場：・・・・ 

 

目標 ごみ工場：導入10箇所 

    一般工場：導入5箇所 

 

 

 

目標 中国、東南アジアへの展開 

海外市場調査開始 

国際標準化活動開始 



1 

鳥取市若葉台地区スマート・グリッド・タウン実証事業 

関連事業者     ○鳥取市 
              中電技術コンサルタント㈱ 
              ㈱ＨＲＤ 
              サンコネックス㈱ 
              鳥取ガス㈱ 

実施主体 

鳥取市 



2 

 
 
エネルギーと食料の「ダブル地産地消モデル」の確立及び低炭素団地の実現を通じて、若葉台団地の再生を図り、
「快適・環境都市 鳥取」の実現につなげる。 

事業目的 

 
 

①ＬＥＤ照射によるイチゴ栽培用植物育成装置の開発 
②高温や雪に強いＵＨＰＳ（超高効率太陽光発電シス 
 テム）開発 
③お隣同士エネルギー融通システムにおける商用電力 
 と電気的に切り離した運用及び宅内消費から共同 
 蓄電池へ送る切替の自動化。 

技術的な課題  
 
鳥取市（事業総括） 
中電技術コンサルタント㈱（ＣＥＭＳ、お隣同士エネ  
      ルギー融通システム、スマートハウス①） 
㈱ＨＲＤ（植物工場ＦＥＭＳ） 
サンコネックス㈱（植物工場ＵＨＰＳ） 
鳥取ガス㈱（スマートハウス②）          

実施主体 

 
 

とっとり型植物工場モデル（①）と鳥取型ス 
マートハウスを結びつけた「鳥取オリジナル 
お隣同士エネルギー融通システム（②）」を 
若葉台団地に導入し実証を行う。 

①とっとり型植物工場モデル 
 ＵＨＰＳ（超高効率太陽光発電システム）と 
 二酸化炭素と発熱がほとんどないＬＥＤ駆 
 動方式による高付加価値の「イチゴ」栽培を 
 行う植物工場 

②鳥取オリジナルお隣同士エネルギー融通システム 
 工場－住宅のお隣同士でエネルギーを融通 
 し合うシステム（将来のモデルハウスである 
 「スマートハウス」を含む） 

事業内容 
スマートハウス①
（オール電化）

スマートハウス②
（ガス併用）

菓子製造工場

とっとり型植物工場

ＵＨＰＳ

イチゴ栽培用
植物育成装置

共同蓄電池
お隣同士エネルギー
融通システム ＣＥＭＳ



3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ビジネスモデル 

①共同蓄電池の役割を地域に限定可能、
②防災目的や公共的役割を追及 

団地販売会社、共同蓄電
加入者、自治体 

お隣同士エネル 

ギー融通システム 

①安定供給システム、②安全・安心な栽
培システム、③エコな栽培システム 

食品関連業者、新規農業
参入者等 

植物工場 

何を 誰に 区 分 

 
 
 
 
 
 
 

競合するビジネスモデル 

 
 
 
 
 

ビジネスモデルにおける現状の課題 

 
 
 
 
 
 
 

課題に対する解決策 

植物工場 完全人工光型植物工場、太
陽光発電用冷却システム等 

お隣同士エネルギー 

融通システム 
小規模太陽光発電等の売
電事業等 

植物工場 市場の開拓、コストダウン等 

お隣同士エネルギー 

融通システム 
市場の開拓、構成機器の標
準化やコストダウン等 

植物工場 ①ユーザーへの販路拡大、
②導入プランの提案、 
③量産化によるコストダウン  

お隣同士エネルギー 

融通システム 
①直流配線の自動切替装置
の技術開発、 ②標準化、安
全規格認定等の推進等 

植物工場の横展開図 

25

消

費

者

スーパー

レストラン

ホテル

ケーキ屋

惣菜屋

生産者

生産者

生産者

イチゴのルート

植物育成装置のルート

とっとり型植物工場

イチゴ「章姫」

新
規
農
業
参
入
（
建
設
業
等
）

ブランド化

《イチゴの消費サイドユーザー》《イチゴの生産サイドユーザー》

《イチゴの消費及び生産サイドユーザー》



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

実証事業スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横展開スケジュール（予測、目標） 

お隣同士エネルギー 

融通システム 

植
物
工
場 

区 分 

５０台程度販売 １０台程度販売 サンプルによるユーザー評価 栽培装置 

１０箇所程度導入 ５箇所程度導入 ３箇所程度導入 

太陽光パネル販売台
数の１割程度販売 

サンプルによるユー
ザー評価、量産開始 

サンプルによる自社評価 ＵＨＰＳ 

２７年度以降 ２６年度 ２５年度 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

CEMS

植物工場

お隣同士ｴﾈﾙｷﾞｰ融通ｼｽﾃﾑ

スマートハウス（①）

スマートハウス（②）

システム設計 ｽﾏｰﾄﾊｳｽ新築、ｼｽﾃﾑ導入

システム設計 ｽﾏｰﾄﾊｳｽ新築、ｼｽﾃﾑ導入

ﾃﾞｰﾀ等取りまとめ

システム設計 工場建設、システム導入等 ﾃﾞｰﾀ等取りまとめ

２５年度

システム設計 サーバー構築 CEMSｴﾈﾙｷﾞｰ分析、ｱﾝｹｰﾄ調査

実証項目
２３年度 ２４年度

ﾃﾞｰﾀ等取りまとめ

ﾃﾞｰﾀ等取りまとめ

システム設計 機器・蓄電池導入、配管工事



防災と自給自足を目指した臨海型スマートコミュニティ の実証 

関連事業者  ○ツネイシホールディングス㈱ 
             ツネイシＣバリューズ㈱ 
関連大学     岡山県立大学 

実施主体 



  事業目的 

CO2削減と防災を目的に、第1段階として地域の特性に適したシステム（仕組み）の開発と導入を図る。 第2段階として

実証4地区で開発された高効率化の要素技術や先端技術を導入し、最終的にはエネルギー自給自足（2050年）を達

成する。 

① 工場と家庭が一体となった自給自足型の地域エネルギー   

   コミュニティの実証 

② 船舶を活用した臨海・防災型のエネルギー供給システム実証 

③ 実証システムの見える化(環境学習)による社会への啓発 

事業内容 

EV(電気自動車)、EVバス と太陽光発電(PV)や船舶を組み合

わせCO2削減と経済性を両立したエネルギーシステムを構築する。 

①  経済性とCO2削減を両立させる①太陽光パネル面

積と②EV電池容量決定 

② 系統連携せずにPV電力をEVへ効率的に充電する 

    設備と制御の導入 

③ 船舶⇒EV給電のための船舶側電気設備の安全 

   保証要件と連携条件設定 

技術的な課題 

実施主体 

関連事業者 ○ツネイシホールディングス㈱（事業統括） 
           ツネイシＣバリューズ㈱（設備製作・運用） 
関連大学 岡山県立大学（コンセプト、データ整理, 解析） 
関連地方自治体 広島県（関連企業の情報提供・調整） 

EV 

病院 

船舶の発電機 

× 

住宅 

工場 

寸断 

PV 



上記課題の解決策 

ビジネスモデル 

100世帯実証によって、再生可能エネルギーを約10

年程度での投資回収を検証し、事業者や自治体に

対してのエネルギーエンジニアリング及び構築・運用・

サービスを提供する。 

競合するビジネスモデル 
ESCO事業者、その他エネルギーコンサルティング

事業者等 

持続可能な再生可能エネルギーの導入には、消費

者のニーズに応じた要素をうまく組み合わせながら、

採算性も含めた、より複合的なエネルギーの導入と

その運用が必要となっている。 

ビジネスモデルにおける現状の課題 

① CO2削減効果、コスト削減効果の高い化石燃料から再生可能エネルギーへ転換 

  する最適設計ツールの構築（エネルギーマネジメントモデルを用いたシステム設計手法の確立） 

② 海外への展開も視野に入れた、既存電力網に頼らない仕組み（PV～EV～家庭におけるPV電力の高効率利用） 

燃料
コスト 

系統
電力
コスト 

系統
電力
コスト 

燃料
コスト 

投資 電力 

企業 

又は 

自治体 

瀬戸内  
沿岸 
地域 

誰に 

移動機器の電動化 

■地域のエネルギーエンジニアリング
と構築・運用・サービス 

何を どのような
チャンネルで 

自社販売 

 

他社協業 

削減 



実証検討 

実証計画策
定 

提案計画に基づき 
実証計画策定 

エネルギー
コミュニティ
仕様構築 

エネルギー
実態把握 

常石関連施設の電
力、燃料消費量、コ
ストに基づき省エネ、
経済効果の高いエ
ネルギーへのＰＶ利
用を検討 

基本システム構築
に必要な基礎デー
タを収集しシステム
の基本設計 

エネルギー
コミュニティ
詳細設計 

実証設備 
構築 

10世帯 
実証開始 

実証成果発
表 

実証準備 実用化 

検証結果より、
成果発表し、実
用化及び事業性
を検討 

2011/11～2012/03 2012/04～2013/03 2015/XX 

得られたデータ
に基づきシミュ
レーションに行
い各設備の仕
様を決定 

詳細仕様に基づ
き設備の製作と
試運転 新社宅への

運用 

実証開始 

2014/03～2015/03 

総合特区  と
の連携 

関連企業とパート
ナーシップを組み 
技術, 運用ノウハ
ウを補間 

EVの普及 

グループ施
設100世帯
へ適用拡大 

社会への 
普及促進 
計画策定 

システムの見える化 
（環境学習）コンテン
ツを検討 

総合特区実
証開始 

実証事業スケジュール 

2015年度以降 

導入目標10自治体/年、市場経済効果合計5億円/年 

横展開スケジュール（予測、目標） 

工場と家庭が一体となった自給自足型の地域エネル
ギーコミュニティの実証 

2015年度以降 

導入目標10事業者/年、市場経済効果合計2.8億円/年 

船舶を活用した臨海・防災型のエネルギー
供給システム 

実証事業を通じて得られた成果を踏まえ、将来的には以下を目標として、新たなシステムの導入可能な市場発掘や普及に向けたスキー
ムの検証を進めていく。 

普及に向けたボトルネックとして、 EV車両価格はガソリン車に比べまだ高いため、導入費補助等の支援が必要になる。  



   電力需要抑制のモデル化と高自給率コミュニティの計画・運用体系化 
   に関する実証事業（長崎県佐世保市ハウステンボス町） 

【事業実施者】 
双日㈱/双日九州㈱/㈱双日総合研究所 
㈱SIIIS/伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 
沖コンサルティングソリューションズ㈱ / People Power㈱ 
システムファイブ㈱ / ㈱ビーオルグ 
ケービーソフトウェア㈱ / ㈱ドゥアイネット/ ㈱NDKCOM 

【協力機関】 
長崎県/佐世保市 
ハウステンボス㈱/ハウステンボス・技術センター㈱ 
長崎総合科学大学 
長崎次世代エネルギーパーク運営協議会 
 

   実施主体 



① 消費者に対して“見える化”にとどまらない、より積極的な行動変容を促すことで、 
  コミュニティ全体の電力ピークカットおよび電力需給最適化を図る。 
 
② 上記仕組みをさまざまな企業（特に地場中小企業）が活用できるプラットフォームとして解放し、 
  地場産業の促進および本実証事業終了後も継続した有効活用を図る。 
 
③ 平常時だけでなく、災害時にも役に立つ情報インフラの枠組み作りを図る。 
 
 
 
① ユーザーの自発的な節電行動などに至る仕組み 
  を実装したITシステム（プラットフォーム）の構築、 
  および 
   理想的なエネルギーシステムの 
   キャパシティ最適化シミュレーション/経済性試算 
 
② 長崎地場企業による本プラットフォーム 
   を活用したサービス／アプリケーション開発 
 
③ BCPや避難対策などコミュニティの災害対応 
   メソッドを本プラットフォームに組み込み、 
   災害時サービス/アプリーションを検討・開発 
   （ワーキンググループにて検討中） 
 

事業目的 

技術的な課題（新規性） 

   消費者の電力消費に至るニーズや動機を分析し、節電行動喚起につなげるルール/仕組みをモデル化する点 

事業内容 

Ｗｈａｔ’s Aｃｔｉｏｎ？ 

電力使用量 

行動パターン 

ＰＶ発電予測 

気象情報 

防災情報 



ビジネスモデル 

上記課題の解決策 

競合する（既存の）ビジネスモデル 

ビジネスモデルにおける現状の課題 

  HEMS、BEMSにおいて個々のシステム、サービスでは同様のものは存在するものの  
 ITインフラからサービス提供までパッケージ化した同様のビジネスモデルは他に無いと見ている。 

 パッケージ化にあたり、地域特性・電力需給特性が異なる他コミュニティで、普遍化できる部分と個別検証が 
 必要な部分の切り分けが明確でない点。 
  

  本実証のなかで設立する５つのワーキンググループ（『サービス/アプリ検討』『情報システム/ICTインフラ標準化・ 
 共通化検討』『次世代電力検討』『SUN導入検討』『災害対応検討』）にて上記課題についても検討・解決を図る。 

 



H23年度 

下期 

H24年度 

上期 

H24年度 

下期 

H25年度 

上期 

H25年度 

下期 

全体 

需要抑制 ESP 

 

PeoplePower 

センサ 

（ｽﾏｰﾄﾀｯﾌﾟ、
人感ｾﾝｻ等） 

沖ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

サイネージ SIIIS 

 

アプリ SIIIS/ 

長崎地場企業 

 

シミュレー
ション 

E-PLSM CTC 

ワーキンググループ 

（『サービス/アプリ検討』『情報システム/ICT

インフラ標準化・共通化検討』『次世代電力検
討』『SUN導入検討』『災害対応検討』の５つの
WG立ち上げ予定） 

  

 

 

 

 

H26年度以降、電力需給最適化インフラパッケージとして、自治体、デベロッパー、ゼネコンなどに販売、 
またはサービス提供。 
（国内：スマートコミュニティ化を目指す自治体 等 
 海外：双日が運営する東南アジアの工業団地やスマートシティのマスタープランを受注したデベロッパー、ゼネコン 等） 

実証事業スケジュール 

横展開スケジュール（予測、目標） 

DB構築 

エンジン/API 

設計 

センサ設置 

（オフィス棟） 

次年度提案
UPDATE 

次年度提案
UPDATE 

報告書
提出 

報告書
提出 

報告書
提出 

サイネージ設置 

（屋内・屋外） 
サービス/ 

アプリ開発 

システム構築 

（WGを通して） 

シナリオ検討 

データ収集 

（順次対象エリア拡大予定） 

仕様設計 

サービス/ 

アプリ検討 

災害対応 

検討 

次世代電力 

需給モデル検討 

標準化・共通化
検討 

ワーキンググループ検討結果を 

次年度以降の提案へ反映 

サービス/ 

アプリ運用 

H24年度運用結果を踏まえ、 

抑制効果Upのための 

開発・運用継続 

エンジン/API 

構築 

センサデータ 

蓄積 

エンジン/API 

運用 
H24年度運用結果を踏まえ、 

抑制効果Upのための 

開発・運用継続 

システム運用 



みなまた農山漁村地域資源活用プロジェクト事業 

地方公共団体    水俣市（地元関係者・企業との調整）） 
             熊本県（事業支援、事業費補助）  
企業         ○富士電機㈱ 
             テイラーズ熊本㈱ 
             ㈱パワーバンクシステム 

実施主体 



 
みなまた農山漁村地域資源活用プロジェクト事業 

 

養殖予定作物 
 

栽培予定作物 

 

１．事業目的と事業内容 

●事業目的 

  「環境モデル都市」水俣市において、自然環境や地域特性を活かした次世代エネルギー導入技術と環境制御技術を実証し、 

農山漁村における低炭素化を図る。  

また、東日本大震災の農水産業復興に役立てると共に、東南アジアなど海外へ輸出できるビジネスパッケージモデルを確立。 

●事業内容 

 水俣地域での自然環境や地域特性を生かした

事業のビジネス化に向けたシステム構築を行う。 

①次世代低炭素型施設園芸システム 

②海面養殖栽培総合マネージメントシステム 

③ＥＭＳによるエネルギー最適運用システム 

●技術的な課題（新規性） 

 ①ビニールハウスでの再生可能エネルギー 
 利活用システム、直流駆動装置開発及び、 
 ヒートポンプを活用する省エネ型夜間温度 
 制御装置等の開発。 
 

 ②太陽光発電による海上分散自立型電源 

 を用いた養殖生簀（いけす）システム及び、 

 限られた発電量での充放電制御と無線遠隔 

 管理システムの開発。 
 

 ③都市部にくらべ、ｴﾈﾙｷﾞｰ需要規模が小さく、 

 地点も尐ない特徴に合う低ｺｽﾄを目指した 

 EMSの開発。各企業・団体単独で導入する 

 のではなく、地域での共同利用型にする 

 ことで、低ｺｽﾄを実現する。 

マンゴー 

熊本オイスター 

環境情報を元に開閉装
置、ヒートポンプで、ハ
ウス内を環境制御 

ＰＶ発電の余剰蓄電
及び夜間利活用 

ＰＶ＋蓄電池による自立
電源システムで、マイクロ
バブル発生装置の最適間
欠運転を実現 

遠隔地より携帯、Ｐ
Ｃなどで映像を含む
見える化実現 

フィルム型太陽電池
による簡易設置 

塩害対策型太陽電
池による海上設置 
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２．ビジネスモデル 

太陽光発電と農業版ＥＭＳを活用する 

「次世代低炭素型施設園芸システム」 

新エネルギーを活用した海面養殖栽培の総合マ
ネージメントシステム 

農山漁村における地方版ＥＭＳによるエネル
ギー最適運用システム 

誰に 農業生産者（今回：ビニールハウス対象） 海水養殖事業者（今回：牡蠣養殖対象） 地域の企業、団体、施設 

（農協/農業生産者、漁協/養殖業者） 

チャネ
ル 

JAや農業商社やハウス業者経由 ①地方自治体・漁協（今回：熊本県、水俣漁協） 

②国内県漁連関係 ③養殖海産物の取引が有る業者 

地方自治体（今回：水俣市） 

何を販
売する
か 

ビニールハウスに太陽光パネルを設置、直流
システムとヒートポンプを活用する省エネ型夜
間温度制御装置。低炭素型のシステムであり、
年間１４０万円の節約を実現。 

 

漁業における海洋での電力源の確保と、赤潮など海洋環境悪化
等による養殖の課題を同時に解決する、新エネルギーを電力源
とした養殖環境制御技術の開発と養殖システムのビジネスパッ
ケージ。 

エネルギーの見える化、エネルギーの最適運用・最適制御
が容易に利用できる農山漁村向けＥＭＳ（エネルギーマネジ
メントシステム）および農業・漁業のエネルギー運用分析の
テンプレート開発並びに情報配信システムのビジネスパッ
ケージ。 

競合する（既
存の）ビジネ
スモデル 

競合モデルは存在しない。現在のビニールハ
ウスは、商用電源のみでの運用。電気を消費
するのみで、電気を発生させるシステムはな
い。 

競合モデルは存在しない。既存の海面養殖栽培では、動力を陸
から供給する。また、育成状況の確認などは船での巡回をする必
要がある。 

他のEMSｼｽﾃﾑと比較すると、低ｺｽﾄのEMSである点が特長
であり、各企業・団体単独で それぞれEMSを導入するので
はなく、共同利用型である点が経済的に優れている。 

ビジネスモデ
ルにおける 

現在の課題 

太陽電池の導入費に２００万円程度かかり、４
割程度コストダウンが必要。 

①養殖魚の成長における「酸素」「温度」などの適正な養殖環境
が不明な点 

②製品の価格（５００万円/台）が漁業者にとって負担が大きい。 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用したEMSサービスとするため、 

地域内に一定数以上の利用者数が無いと、 

15.5千円/月のランニング単価を実現できない。 

現状のビジネ
ス性について 

◎初期投資 太陽電池約２００万円、自動開閉約７
０万円、循環扇約７０万円、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ約３５０万円、
計約６９０万円◎ランニングコスト 燃料代約１３０万
円／年の節約電気代約４０万円／年の増加（太陽
電池売電とヒートポンプ電気代の差額）人件費約 ５
０万円／年の節約計約１４０万円／年の節約となり
ます。 

以上により、６９０万円／１４０万円＝５年弱での初
期投資回収となる。 

 

◎初期投資 ｼｽﾃﾑ導入約500万円、ﾒﾝﾃ費用約12万円／年、通
信費年３．６万円／年 

∴３年間での総費用はおよそ550万円 

◎コスト改善・節約事項 人件費：約100万円／年節約 

、燃料費約10万円／年節約 ○歩留まり改善：20%の改善（目標
値）（牡蠣の場合）１基の装置で20,000個の牡蠣を養殖した場合、
4,000個の歩留まりが改善されるため、卸価格を200円/個とすると、
200円×4000個＝約80万円／年の水揚げ増（増収） 

以上により、３年間での総効果はおよそ570万円となり、３年で初
期投資を回収できる。 

◎初期投資＋運用費 ｲﾝﾌﾗ費他約25百万円、運営費用17
～28百万円/年、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ費用他6～9百万円/年、人件費
11～17百万/年 

◎ランニングコスト  

導入費150千円/月々15.5千円（仮）に対して、会員数を増加
させる(150以上)ことで、初期投資＋運用費を上回る。 

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル 

新エネルギーを活用した 
 海面養殖栽培の総合マネジメントシステム 
   株式会社パワーバンクシステム（熊本県八代市） 

海上での太陽光による自立型電源システム開発 
 ・海上でも利用可能な塩害エリア対応の太陽光発電装置 

自立型電源を用いた養殖いけすシステムの開発 
 ・EMSと無線によりシステムの状況を遠隔で管理 

多流体混合装置（バブル）、データ管理装置の開発 
 ・養殖に適した酸素供給とデータ管理システム 
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３．スケジュール 

平成２３年度 
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

次世代低炭素型施設園芸システム 

海面養殖栽培の総合マネージメン
トシステム 

農山漁村における地方版ＥＭＳ 

・実証検証計画/参加ユーザ選定 

・EMS機能検討/要件定義 

・EMSコンテンツ開発 

・コミュニティサイト要件定義 

・コミュニティサイト開発 

・計測機器設置工事 

・EMSサーバ設置/調整 

・農業/漁業テンプレート検討/製作 

・環境制御型施設園芸システムの 
 開発・製作，第一次技術 
 
 
・水俣市農家 
 ビニールハウス実証試験 
 
・水俣市農家 
 ビニールハウス実証実用化試験 

・養殖生簀装置の開発・製造 
 
・陸上養殖試験・ 
 海上発電システム検証試験 
 
・海上・陸上養殖実証試験実用化 

ｼｽﾃﾑ開発/製作 

第１次技術実証 第２次技実証 第３次技術実証 

複合環境制御 
ｼｽﾃﾑ発売開始 

ｼｽﾃﾑ開発/製作 

陸上/設置・実証 

洋上/設置・実証 
特注品発売開始 

１次品発売開始 

横展開 横展開計画/準備 

横展開 横展開計画/準備 
(浮島ﾒｶﾞｿｰﾗ含む） 

計画&要件定義 

ｼｽﾃﾑ開発/製作 

設置・実証 

汎用品発売開始 第２次技実証 

機能拡張24年度 機能拡張25年度 

横展開 横展開計画/準備 

第２次技実証 第３次技術実証 

１次品発売開始 
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