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１．これまでの取組と成果
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OpenADR2.0b

EMS新宿実証
センター

①需要家（一般住民，事業所）
およびEMSと連係したデマンドレ
スポンス実証（社会実証）

②DRASサーバと連係した
OpenADR連係によるデマンドレス
ポンス実証（標準化対応）

③蓄電複合システム
と連係した系統安定
化実証

④電圧調整装置と
連係した電圧制御実
証（技術実証）

２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由
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３．今後の事業展開の課題と方向性

品目 主なターゲット 導入のメリット 方策 課題

CEMS

・既存PPS
・小規模IPP

・新機能を必要に応じて導入可
能

・エネルギー見える化機能、需
要予測機能、自然エネルギー発
電予測機能、デマンドレスポン
ス機能等を機能売り

・電力システム改革
の方向性との整合が
必要

・新規PPS
・地域新電力

・デマンドサイドマネジメント
を考慮した地域エネルギー調整
が可能
・自然エネルギー大量導入時に
対応可能

・CEMSとしての総合パッケージ
導入

・電力システム改革
の方向性との整合が
必要

CEMSのビジネス展開は、主にPPS，IPPなどをターゲットにしており、事業化を進めている。

富士電機



事業イメージ

蓄電池によるエネルギー需給の効率化と 適運用により同時同量精
度30分時間枠で電力量偏差±3%以内を目指し、地域全体のロスミニ
マム効果によって50%CO2削減を目標とする。

目標

・高速周波数・電圧変動抑制機能の開発・検証
・省エネルギー制御技術の開発
・地域需要のピークカット制御、同時同量制御
・電圧調整設備との連携制御
・インバータ系統自立運転システムの構築

地域エネルギ－マネジメントシステム向け
蓄電池スマ－トＰＣＳの開発（富士電機）

これまでの成果

次世代鉛蓄電池用の運用管理システムの
研究開発（古河電気工業）

・蓄電池運用管理システムの開発
・小型化システムの開発
・上位システムのインタ－フェイス開発
・充放電の制御技術開発

次世代鉛蓄電池の研究開発（古河電池）

次世代リチウムイオン電池の研究開発（古河電池）

・次世代鉛蓄電池の加速寿命評価
・充放電特性試験
・サーマルマネジメントラックの開発・検証
・実証サイト向け組電池の製作、運用評価

・正極の 適製作条件の決定
・長寿命化技術の基礎確立
・充放電効率検証
・管理システムの開発・改良

１．これまでの取組と成果
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・ 長寿命性能、高効率性能、高
レート充放電、効率運用、
熱特性の改善

地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ向け
蓄電池スマ－トＰＣＳの開発
（富士電機）

次世代鉛蓄電池用
運用管理システムの
研究開発（古河電気工業）

次世代鉛蓄電池の研究開発
次世代リチウムイオン電池の研究開発
（古河電池）

・ 組電池の劣化診断（ベンチ評
価・解体調査）

・ 自立運転需給制御向上による連
続供給（48時間以上）

・ 地域実証系統での負荷平準化、
アンシラリー制御の実証

・ PCSのEMC対策技術の検証

・ 長期運用によるシステムの信
頼性評価、改良

今年度の事業概要 （コミュニティ設置型蓄電システム）

成果目標

・損失低減、蓄電池の寿命向上
のため、回復充電の必要回
数を削減

AVR機能をPCSに追加

１０kW機で電力品質改善
(電圧変動・上昇抑制)

温度制御（間欠運転）

SOC推定値改善
送出電圧制御

CEMS

仮設発
電機

並列時の安定化
燃料電池出力指令は

変動制約つき

いずれかを
電圧源
（基準電源）

系統電圧調整による
PV出力上昇時の

脱落防止

・ 自立運転による災害時の安心を提供
水素タウンの燃料電池と既設太陽光
発電を活用して持続的な電力供給

・ 長寿命化、省損失化の達成
ライフサイクルコストを従来の1/2と
して、経済性を向上させる

・ 蓄電アンシラリー機能の効果検証
電力品質（電圧、周波数）の改善、予
備力の提供に対する価値の定量化

２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由
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課題 １．さらなる経済性の向上
製造技術の革新による初期コスト低減
長寿命性能と運用技術の向上によるライフサイクルコスト低減
省エネ制御技術（アイドリングストップ、回復充電の 適化）の向上

２．法制度の整備・普及政策の推進
系統連系技術指針
系統電力の充放電、蓄電託送、地域への自立運転供給
負荷平準化、蓄電アンシラリーへのインセンティブ向上

３．ビジネスモデルの確立
「蓄電池＝電力貯蔵」から、新たな価値の訴求・市場PR

事業展開

最終報告で課題を整理

品目 ターゲット市場 ニーズ 求められる機能 事業展開の方策

蓄電システム

・地方自治体（都道府県・政令
指定都市、中核市・特例市）

・病院・福祉施設

・地域の防災拠点・災害時避難所と
なる施設の既設電源を活用して長時
間バックアップを実現したい。

新エネルギー発電を活用した自
立運転機能

平常時は、ピークシフト

・災害対策基金・補助金
の活用

・地域新電力会社 ・エネルギーの地産地消、自然エネ
ルギーの安定供給の実現

・需給のインバランス対策のコスト削
減

地域需要の平準化・同時同量制
御

自然エネルギー発電出力安定
化

アンシラリー（周波数・電圧）

・ＣＥＭＳ、自然エネル
ギー発電所の導入整備
と連携した計画提案

離島・海外等小規模独立系統

（電力会社・エネルギー系商
社）

・発電コスト増大、老朽化発電設備
の更新需要に対し、新エネ導入を大
きくしたい。

・地熱、風力、太陽光などの余剰電
力を活用したい。

・ＰＶ、バイオ発電等の複合電源
とセットで需給安定化

・新エネ大量余剰時は、自立運
転系統にして、水素製造、バイオ
燃料製造など特定負荷に供給

・しょ島振興・エネルギ
開発補助金・助成金、
国際援助資金の活用

・電力事業者・自治体と
共同プロジェクト化

３．今後の事業展開の課題と方向性
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１．これまでの取組と成果

【実証の目的】

太陽光発電などが大量導入した時を想定し、
CEMSと連動した各種電圧調整装置を設置する
ことで、再生可能エネルギーを 大限活用する
と共に、安定した配電系統を構築する。

【実証テーマ】
①太陽光発電のエネルギーロスの削減

⇒PCSの出力抑制の回避

②新方式の無効電力補償装置の開発
⇒安価な電圧調整装置の開発

③CEMSとの連携によるエネルギー運用方法の確立
⇒コミュニティ内電力品質の確保
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②系統電圧上昇により
PCS出力が抑制
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①太陽光発電が系統連系
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④ ｽﾏｰﾄﾎﾟｰﾙ動作により
系統電圧降下

⑤ 系統電圧降下により
PCS出力増加

④
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ｺﾐﾆｭﾃｨｰ
蓄電池
(300kW)

電圧管理
システム

CEMS

模擬線路
(20km相当) 模擬負荷（0～200kＷ）

SVR

データ収集システム

構築した実証インフラ設備

平成24・25年度は、主に実証試験を行うためのイン
フラ設備の整備を行った。
まず、H24年度は、実証箇所の日鉄エレックス線の電

圧状況や需要家負荷などを調査し、かつ、インフラ設
備として太陽光発電システム140kWの設置を完了した。
この太陽光発電システムは、家庭用（低圧系20kW）と
メガソーラー（高圧系120kW）を模擬している。
平成25年度は、電圧調整装置の設置やシステムの構

築、配電線敷設等を行い、実証インフラを完成させ、
10月から系統連系を開始した。
右記は、実証テーマの1つで、スマートポールを活用

することでPCSの出力抑制が回避された事例である。

これまでの取り組み

キューヘン



２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

H26年度は、昨年度から実施している電圧調整装置の機能検証を続けると同時に、逆潮流時における配電
系統全体の電力品質を確認する。併せて、コスト面での評価を加えることで、コミュニティ内における電圧
管理手法の有効性を検証する。

配電用
変圧器

SVR

蓄電池

6600V

SW SW SW

電圧管理
システム

CEMS
制御

スマートポール

可変リアクトル

模擬メガソーラー 模擬家庭用PV

電圧
上限

下限

蓄電池＋SVR＋ﾘｱｸﾄﾙ
～～

蓄電池のみ
（※容量不足の場合）

単に太陽光連系点の電圧を調整し、系統に連系させても配電線の電圧
上昇を招くことになり、蓄電池の容量が不足すると、結局、太陽光のエ
ネルギーはムダになる。
そのため、コミュニティ内の電圧情報や発電情報、需要情報等を保有

するCEMSと電圧調整装置が連携することで、全体の配電系統の電圧を適
正に制御することを検証する。
併せて、電圧調整装置と蓄電池の組み合わせにより、蓄電池容量の縮

小化を図ったモデルの構築を検討する。

キューヘン



３．今後の事業展開の課題と方向性

品目 主なターゲット 導入のメリット 方策 課題

スマートポール
九州電力をはじめと
する電力会社

これまで個別対応を行っていた
費用や時間が軽減する。
また、ある容量域では、負荷分
割の回避に繋がり、設備コスト
の低減につながる。

電力会社へ電圧調整面で苦慮し
ている配電線のヒアリングや太
陽光発電の低圧連系状況の確認
などを行い、経済的メリットを
提案する。

・スマートポールの
イニシャル費用の低
減

可変容量リアクトル

メガソーラー事業者
システムインテグ
レーター
設備工事業者

電力会社より、系統連系の条件
として、ＳＶＣの設置等を求め
られた場合に比べ、イニシャル
コストが安く済む。

取得したデータを取りまとめ、
電力会社へＳＶＣの代替品とし
て性能面の有効性をＰＲする。
併せて、事業者へは展示会やセ
ミナーでの製品ＰＲを実施する。

・電力会社および事
業者等への製品周知

電圧管理システム
（電圧調整装置と蓄
電池の組み合わせに
よる電圧管理パッ
ケージ）

電力会社
（新電力含む）
ＣＥＭＳ運営事業者

蓄電池単体で系統管理を行うよ
りも設備コストが安く済む。

現状、系統が弱く、新エネル
ギーをこれ以上導入できないよ
うな箇所（例えば、離島など）
をターゲットとし、導入効果を
算出する。

・ＣＥＭＳ運営事業
者の発掘
・ＣＥＭＳ運営事業
者との連携

電圧調整装置関連のビジネス展開は、主に電力会社、メガソーラ事業者などをターゲットにしており、実
証成果をまとめ、評価を行う今年度末を目標に事業化を進めている。

キューヘン



１．これまでの取組と成果

データ配信基盤

地域
エネルギー管理
（ＣＥＭＳサーバ）

需要家

配信許可承認

データ利用者
（インセンティブ
サービス提供社、

等）

無加工配信では秘匿性の課題大

×
データ蓄積基盤

【凡例】 H25年度ﾃｰﾏH24年度ﾃｰﾏH23年度ﾃｰﾏ

データ
配信

ユーザ認証

データマスキング
・暗号化

ビッグデータ蓄積

・データ加工
（メッシュ変換、過去との差異情報付与他）

データ加工

需要家の電力使用データを個人情報保護などのセキュリティ対策を施したうえでビジネスに
活用する基盤の構築と実証

事業概要

これまでの取り組みと成果

・ＣＥＭＳが長期稼働時の電気使用実績データ蓄積について、データ圧縮アルゴリズム適用による計算
機リソース削減（ハードディスク容量70％削減）
・暗号化及びデータマスキングによるセキュリティ施策に加え、データ利用時のデータ高速復元機能も開
発（高速処理基盤の非適用時に比較し、情報処理時間30%削減）
・ＣＥＭＳの電力使用データを第三者に配信する基盤の開発、データ利用価値の定量化、データ提供者
の参画可能性の検証（データ提供者とデータ利用者の合意が得られるデータ配信のニーズが存在するこ
と、一定規模のスマートメータを擁するＣＥＭＳ／ＨＥＭＳを対象にすれば事業化が可能なことを確認）

NSSOL



３．今後の事業展開の課題と方向性

事業展開するための課題

事業展開の方向性

・本事業は、一定規模のスマートメータを擁するＣＥＭＳ／ＨＥＭＳを対象に提供するサービ
ス事業である。収支をプラスにするには、現在の想定で、スマートメータを設置した世帯が１
万戸以上であるＣＥＭＳ／ＨＥＭＳの存在が前提になる。
・加えて、電力使用実績データを電力会社以外の企業が扱えることが前提になる。

・九州地区で低圧系のスマートメータ本格導入が平成２８年から予定されていることから、当
サービスは翌年の平成２９年以降に電力会社のスマートメータ導入及びデータ開示に動向
に同期し、ビジネス展開を進めてゆく。

NSSOL



１．これまでの取組と成果

新日鐵住金・新日鉄住金ソリューションズ 共同提案

実績発電量ﾃﾞｰﾀ

ﾈｯﾄﾜｰｸ条件

発電条件

消費者条件

発電量予測ﾓﾃﾞﾙ
・コジェネ(H23)
・太陽光発電(H24‐25)
・風力発電(H24‐25)

消費量予測ﾓﾃﾞﾙ
・消費予測限定ﾓﾃﾞﾙ(H23)
・消費予測 適化ﾓﾃﾞﾙ(H25)
・蓄電池ﾓﾃﾞﾙ(H25)

適化解析

(H23)

ｲﾝﾌﾟｯﾄﾃﾞｰﾀ
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

発電、ﾈｯﾄﾜｰｸ、

消費の
①ｴﾈﾙｷﾞｰ運用

②設備構成

ｿﾌﾄ開発

実績消費量ﾃﾞｰﾀ

入力条件、実証用データと開発ソフトの構成

東田地区で収集を実施

しているﾃﾞｰﾀ

グリーンフィールドからの開発、既存インフラからの拡張など、エネルギー関連設
備の規模、配置、台数などを決定する都市設計用のエネルギー 適化ソフト

特に平成２５年度は、太陽光・風力モデルの高精度化、蓄電池モデルの構築を実施

ソフトの概要

これまでの取り組みと成果



２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

項目 内容 備考

蓄電池モデルの精度確認
昨年度作成したモデルの追加データによる精度確認、高
精度化をはかる

ダイナミックプライシング解析モデルの
高精度化

効用というミクロ経済で使用される概念を導入し、高度化
を図る。

オプション

消費量予測モデルの高度化

一般的に考えられる電力需要単位、例えば空調、ヒートポ
ンプによる熱現、空調以外のコンセント需要、などそれぞ
れに消費予測モデルを完成させ、統合し、開発ソフトに導
入する。

発電量予測モデルの追加
主にバイナリー発電についてモデル作成を行い、検討を
すすめる。

パッケージ化
エネルギー関係の解析を実施するレベルの人々を想定
し、データ入力⇒実行⇒解の算出となるような簡易的なも
のを作成する

平成２６年度実施内容

実施する理由

本開発ソフトが、将来的な事業展開に利用可能レベルにするために機能充実を図
る。また、ソフトとしての体裁を整えるためにパケージ化を図る



３．今後の事業展開の課題と方向性

事業展開の方向性

２つの方向性を視野に入れている

①パッケージソフトとして販売
②都市設計の請負解析

事業展開するための課題

３つの課題
①解析機能の充実
②ソフトとしての体裁を整える（パッケージ化）
③解析のノウハウを蓄積する
＊①、②は平成26年度 の事業で実施する予定
＊③は都市設計の請負解析を行うときに重要となるが

現在、進め方を検討している



HEMS
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（これまでの流れ）
 CEMSと連携するTEMS、 TEMSと連携するHEMS、 TEMS/HEMSと連携する蓄電池を開発、実証地に導入
 家電制御端末を開発、実証地に設置
 平成24年7月よりHEMSの東田地区にて実証開始
 平成25年6月よりTEMSの門司地区にて実証開始

【シャープ】
北九州市実証地区の住宅内に直流給電住宅システムを構

築（右図参照）し、実生活パターンでの太陽光発電量、蓄
電池の充放電量および負荷機器の消費電力量を一定期間測
定し、同一条件での交流給電住宅のシミュレーションデー
タとの比較で、直流給電住宅の省エネ性能を検証。

また、地域EMSからのデマンドレスポンス指示に対応
するHEMSシステムを蓄電池の活用により構築し、実証住
宅での生活パターンにおけるピークシフト効果を検討。

（これまでの流れ）
 太陽光発電、蓄電池、直流家電および直流給配電設備を試作、実証住宅に導入し直流給電システムを構築
 平成24年度 省エネ率評価のベースとなる交流給電機器のデータを取得
 平成25年度 実証住宅にて直流給電システムの評価を開始

実証の概要

【積水化学・三菱重工業】
東田地区マンションに家電制御・蓄電池制御機能を実装した

HEMSを設置。ダイナミックプライシングに合わせて制御し、
その効果を検証。HEMSは住人を節電行動に誘導すべく必要な
情報をリアルタイムで表示。

また、門司地区の太陽光発電付き戸建住宅に蓄電池・HEMS
を設置。住宅地で共有するタウン用蓄電池をも設置。複数の住
宅を一括りにしてTEMS(Town EMS)でエネルギーマネジメン
トし、太陽光発電電力を面的に利用。その効果を検証。

１．これまでの取組と成果①



節電・省エネ 需要制御（ADR） 太陽光発電の面的利用

シャープ

HEMS/直流給
電システム

昨年度の実証取得データから

従来の交流給電に比し1日平

均14.8%の省エネ率を確認。

更に、このデータを元に一般

家庭を想定して算出した年間

平均省エネ率は13.1%。

本システムをCEMS情報を元にHEMS制御

アルゴリズムに従って電力運用を行い、

夏・冬のピークタイム中に系統買電を行わ

ず負荷電力を賄う動作を確認

積水化学
三菱重工業

HEMS/TEMS

家電機器ごとの電力、温湿度、

照度、在/不在室情報を部屋

毎に見える化、また、センサ

情報をもとに節電提案をする

ことで、客観的な節電行動を

促し、 大約6%※(対前年比)

の節電効果を確認。HEMSを

使用していない世帯と比較す

ると20%強の節電効果。

※ もともと省エネを意識して生活

しているご家庭。日頃の省エネ生

活を基準に、上乗せで得られた節

電効果。

 ダイナミックプライシングに連動しADR

実施。蓄電池の制御により、夏季ピーク

カット率は約90%（太陽光発電なし）。

年間約18,300円の電気代削減効果。

 家電制御では自動OFFにより、節電の意

識づけにはなったものの、住人の必要時

には使ってしまう。また、時間帯によっ

て効果の有無が分かれる。エアコンの温

度制御により一定の省エネ効果が期待で

きるものの、部屋の出入りなどにより左

右されるため、使用電力量の事前計画は

困難。

 家電の自動制御に抵抗ある住人もいる。

抵抗ない人は、使いたいときには自分で

電源を入れることができたためと回答。

 タウン共用蓄電池を使っ

た電力融通による運用に

より、各住戸毎のエネル

ギーマネジメントに比し

省エネ率が約10%向上、

太陽光発電の面的利用の

効果。

 蓄電池システムの充放電

ロス(約25%)、需要/発

電量予測誤差が課題

 各家庭の蓄電池を統合制

御させ、タウンでシェア

して使う仕組みを開発し

実装。

取組と成果

１．これまでの取組と成果②



２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

【シャープ】

当初計画に基づき、直流システム住宅実証を継続実施し、2年間で取得したデータを元に本実証
システムの効果検証を行う。
今年度は、従来の評価に加えて主に以下の点について検討を行う。

・当システムにおける蓄電池容量の検討
昨年度3kWhで固定した蓄電池容量を変更することで、上記のパラメータがどのように変わ

るかを検証する。
上記実測データを元に、様々な条件で蓄電池容量に対する省エネ率／コスト効果を算出し、

給電機器サイズや負荷電力量に対して、どの程度の蓄電池容量が必要かを検討する。
上記で得られた値に対して、 終成果としての本実証システムの省エネ率／ピークシフト率

を示す。

【積水化学・三菱重工業】

(a) HEMSによる自動/半自動家電機器制御が連動した実証の継続評価
自動家電制御、節電アドバイスを行う節電支援、家庭用蓄電池を用いたピークシフトを継続、

新たなIP/DP制度のもとに実証。住人へのヒアリングによって心的負担度合等を継続調査する。
また、CBPに連動した蓄電池の制御ロジックを実装し検証を行う。

(b) 複数家庭用蓄電池システムの統合制御によるTEMSの実証
各戸に分散設置された家庭用蓄電池をTEMSにより統合制御することで、運用効果向上を狙

う。また、TEMS運用による効果を年間の評価を通してまとめる。年間を通したTEMS運用効果
の検証も実施。

(c) エネルギーマネジメントロジックの改良
東田地区及び門司地区の実証で得られたデータを解析し、現行システムの課題点等を明らかに

した上で、需要/発電量予測ロジック、蓄電池運用ロジックなどのエネルギーマネジメントロ
ジックの見直しを行いアップデート。



３．今後の事業展開の課題と方向性

【シャープ】

【積水化学工業】

想定される展開先：TEMS/HEMSの展開先として住宅分譲地など
上位システム(CEMS等)との連携も考えています

他地域での展開 ：日本全国を想定

平成27年度 平成28年度 平成29年度

TEMSの実用化開発

ESP事業

（課題）
太陽光発電電力の自家消費に対するインセンティブ付与
太陽光発電買取制度の下、家庭用蓄電池からの逆潮流可能な制度の整備
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ダイナミックプライシング対応型ビル制御
（日鉄住金テックスエンジ事務所ビル）

日鉄住金テックスエンジ事務所ビルの施設概要

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ

１．これまでの取組と成果①-1



事務所ビルにおけるダイナミックプライシング

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ

１．これまでの取組と成果①-2 ダイナミックプライシング対応型ビル制御
（日鉄住金テックスエンジ事務所ビル）



病院モデル（ひがしだクリニック）

クリニックの施設概要

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ

１．これまでの取組と成果②-1



１．これまでの取組と成果②-2

クリニックにおけるダイナミックプライシング

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ

病院モデル（ひがしだクリニック）



２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

今年度は、蓄エネルギー設備への投資を促進させる「制度の検討」と
その「効果の実証」を実施する。

BEMSの導入効果

 「見える化」による利用者への換気。
 過剰な設備投資の抑制。
 無駄な電力の削減。

 蓄エネルギーによるピークシフト。

需要家におけるメリット

約10％の省エネメリット

蓄エネルギー設備が高価であるため導入意欲が少ない。蓄エネルギー設備が高価であるため導入意欲が少ない。

地域エネルギー安定化

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ



３．今後の事業展開の課題と方向性

BEMS：本実証事業で開発したビル向け（オフィスビル、病院、寮）EMS。実
証地域内3箇所に導入済み。H24fyより、販売を見据えた営業活動中。

JEMS：本実証事業で開発したEV充放電設備を中心とするEMS。EV充放電
器との組み合わせで営業活動中であるが、販売実績はまだない。EVの普
及が進めば本格的にビジネス展開が可能であると考えられる。

FEMS：大型蓄電池を中心とした工場向けのEMS。デマンド抑制および負荷
変動の激しい製造工場をターゲットとして展開および開発を検討中。

蓄電池設備：本実証事業で開発したビル向け（オフィスビル、病院、寮）
BEMSと連携可能な蓄電池設備や太陽光発電・風力発電や工場など出力
変動の激しい設備向け大型蓄電池設備を開発中。

ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ



BEMS⑧／ 実証テーマ ： スマートミュージアムを実現させる新エネルギーマネジメントシステムの開発 （ジョンソンコントロールズ株式会社）

従来のBEMS機能には無い以下の機能を搭載したクラウド型新BEMSソフトの導入

CEMS連携機能 入館者予測機能 ディマンドリスポンス機能 リモートオペレーション機能

当日／前日分の
気象データ
変動型季時別料金
電力需要予測

当日／前日分の
入館者予測
時間帯別滞在者予測
グラフ表示

当日／前日分の
優先レベル別に選定した九
つのディマンドリスポンスメ
ニューと料金表等

運転スケジュール調整
ディマンドリスポンス調整
電力需要予測調整
現地の運転監視と連携

加え、サービス事業化へ向けたSLAによるリモートオペレーションサービスを構築し実験運用

① 施設の運用状況が伝えられるサービス

② 新ソフトを活用したDRオペレーションによる節電サービス

③ 施設内のサービスレベル環境を維持したオペレーションサービス

④ 展示品の入替えやイベント計画などに活用できる省エネレポーティングサービス

⑤ 新ソフト故障時によるバックアップオペレーション機能のサービスとアフターサービス

SLA

来館者による
サービスレベル

施設運営者による

サービスレベル

収蔵品（資産）
の品質による

サービスレベル

停電災害時
などによる

サービスレベル
維持

向上

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（Ⅳ）

SLAによる四つのサービスレベル要件

ｸ ﾚ ｰ ﾑ 対 応
な ど

収 蔵 庫 内 の
温 度 ・ 湿 度

展 示 室 内 の
温 度 ・ 湿 度

自 立 電 源
利 用 に よ る
一時待機施設

経済性
（投資回収）

■ クラウド型新BEMSサービスによる料金設定： 300万円程度

■ 収入源 ： 契約電力削減（初期費用回収）、節電等の光熱費削減、ビル管理委託費の一部削減等から

■ 想定している投資回収年数 ： CEMS連携によるもの【2.5～3.5年程度】 ／ CEMS連携なし【1.0～1.5年程度】

環境負荷
■省エネ率 ： 15％ ■CO2排出量の削減率 ： 15％ ■ ピークカット率 ： 30％以上 ■ピークシフト率 ： 18.％

■現在の契約電力に対する下げ率 ：／ 15％の下げ率まで可能。 （980kW→825kW（約300万の経費削減））

レジリエンス

■ 新ソフトが故障しても同様な節電サービスを提供できるバックアップオペレーション機能を構築。
※現地の運転監視装置と直接接続したリモート操作と連携できる画面の追加により

■ 自立電源システム（蓄電池・燃料電池・太陽光発電を組合せたシステム（CEMSとの協調連携によるもの））を活用し、停電災害
時を想定としたオペレーション実験にて以下の見解を得た。
複数の空調機が設置されているエリアなどは１台程度の運転とし、消費が少ない水加湿器が備わった空調機をメインに
利用方法は災害以外のときにも利用。ただし、維持経費面の問題からEMSサービス事業者などでパフォーマンス契約等検討。

これまでの取組と特徴ある技術開発

顧客にとってのメリット

【目標設定】
CO2削減率：10％／省エネ率：10～15％
ﾋﾟｰｸｶｯﾄ率：22％／ﾋﾟｰｸｼﾌﾄ率：7％

JC

１．これまでの取組と成果①



顧客の声（いのちのたび博物館とSLA協議を通じ得られた意見）

① 事業展開するためは、『ダイナミックプライシング（DP） → 時間帯別電気料金など ／ ディマンドリスポンス（DR） → 節電調整など』といった
わかり易い表現にしたソフト画面の表示が必要。 【→今年度に反映】

② 入館者予測画面は節電調整をする際の判断基準となる。また博物館側にとっても節電発動時に対応がしやすくなる。
ただし、団体予約数の入力の手間を無くすため、将来は博物館側の団体予約システムと連携し自動化の検討が必要。【→検討していく】

③ 節電調整画面においては、表形式によるものに加え、館内図表示を追加する必要がある。 【→今年度に反映】
特に、当日の30～60分前などの短時間で節電調整を行う際にはどの位置を停止するかなどの把握が必要となる。

④ 展示品の入替えやイベント計画などに活用できる省エネレポーティングサービスは、博物館側としても各展示室に集まる人数を把握したいと考
えており役立つ。 また、室内温度緩和についてもどのようにすれば良いか知り得たかったとのこと 【→今年度で再度実証】

⑤ 今回実証している自立電源システムは太陽光発電（博物館所有）と燃料電池（実証用）及び蓄電池（実証用）の組合せで行っているが、太陽光
発電のみとなった場合、ディマンドレスポンスなどの節電調整で契約電力の削減と省エネ・省コストはどの程度が見込まれるのか
【→収蔵庫の日中運転の停止とディマンドリスポンスなどでカバーできると見込むみ今年度実証で比較検証】

④のﾚﾎﾟｰﾄに追加した内容②の入館者予測画面
③の館内図の表示を追加した
節電調整（DR）画面（イメージ）

JC

１．これまでの取組と成果②



本実証は多くの参観者が訪れる大型公共施設向けに開発する ための新BEMSによるサービス事業を開発する目的としており、博物
館施設を実証対象施設と位置づけ、スマートミュージアムを実現させる新BEMSの開発である。

このスマートミュージアムとは
・博物館へ訪れる来館者が快適な空間で観覧できる環境を提供し
・博物館の資産となる収蔵品を納めた収蔵庫内の環境を維持し
・博物館側へクレームを低減させディマンドリスポンスなどによる節電効果にて経費などの削減を両立させたシステム開発である。
・また、停電などの災害時を想定した自立電源の活用によるオペレーションにより、一時的な待機場所として実証実験している。

これらを実現するための仕組み
・SLA（サービスレベルアグリーメント）によるルール付けした仕様を開発 ＜左下図＞
・そのルールに基づいたリモートオペレーションサービスの提供
・そのルールに基づいたペナルティとインセンティブシェアの組合せによるサービス料金の仕組み ＜右下図＞
・その仕組みによるサービス提供者とユーザーがWIN-WINの関係となるサービス・ビジネスモデルの検証を開発する実証。
・また、特定市場（大型公共施設）だけではなく、標準的な仕様として検討し策定していく。

SLA

来館者による
サービスレベル

施設運営者による

サービスレベル

収蔵品（資産）
の品質による

サービスレベル

停電災害時
などによる

サービスレベル
維持

向上

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（Ⅳ）

SLAによる四つのサービスレベル要件

ｸ ﾚ ｰ ﾑ 対 応
な ど

収 蔵 庫 内 の
温 度 ・ 湿 度

展 示 室 内 の
温 度 ・ 湿 度

自 立 電 源
利 用 に よ る
一時待機施設

サービス提供者からの要請に対し

積極的に節電を実施したときの

インセンティブシェア率

基本サービス

料金ライン

30％

70％

基
本
サ
ー
ビ
ス
料
金

変
動
サ
ー
ビ
ス
料
金

（
超
過
分
マ
イ
ナ
ス
）

変
動
サ
ー
ビ
ス
料
金

（
プ
ラ
ス
）

月
額

変動

節電超過分 マイナス

SL低下として

50％マイナス

50％

50％

（基準）
マイナス プラス

※基本料金設定については、この実証事業にて標準価格の設定を施設規模別に検証。

また、本実証事業では、サービス料金にて実際に運用せず、妥当性を検証するものとなる。

変
動
サ
ー
ビ
ス
料
金

（
プ
ラ
ス
）

50％

50％

サービス提供者で大半の節電調整

をした時のインセンティブシェア率

事業全体概要

JC

２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由①
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■ 今年度の事業概要

■ 実証スケジュール

■ 実証の必要性

① 顧客対応によるSLA＆EMSの節エネサービス運用 ／ ６月～２月（約９ヶ月）

② 地域連携によるDP実証運用 ／ ７月～９月（約３ヶ月）

③ 地域連携によるDR予測実証運用 ／ ９月（約１ヶ月）

④ 仮想電力市場取引に対応した実証運用 ／ ９月～１１月 （約３ヶ月）

スマートミュージアムとして目指す快適性と節エネの両立
※実際にビジネス展開していくための期待度や必要性などを実際に訪れる来館者と博物館の従業員へアンケート調査し検証評価

特定市場以外の別用途施設へビジネス展開を可能とする標準的なSLA仕様の策定
※新BEMSサービス事業としの標準的な体制作り（料金や運用方法など）のまとめ

多くの参観者が訪れる大型公共施設（博物館・美術館・水族館など）のセグメント評価
※規模や用途などを検討

今後普及される電力市場取引（電力DRASによるOpenADR）に対応したアプリケーションソフトの導入
※SLAリモートオペレーションサービス実証による将来への対応機能による強化

大型公共施設といった特
定市場をモデルとした新
BEMSサービスの実現化

特定市場以外にも展開で
きる新BEMSサービスの標
準化仕様としてのステップ

電力市場取引対応による
新機能を搭載し、今後の
普及に対応

特定市場（大型公共施設）における新BEMSサービス事業の実用化に向けた総合評価
※持続能なサービス・ビジネスモデル検証

今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

JC

２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由②



想定される展開先／他地域（海外を含む）での展開／事業の展開ロードマップ

2016年

九州地区
特定市場を
メインに展開

全国展開
特定市場外
への参入

2017年

2019年

ステージ１
知名度強化段階

実証
期間

ステージ２
相乗効果段階

ステージ３
衰退期前による展開

全国展開を含め
海外への参入

工場や特殊施設以外の市場

2021年以降

ステージ０
準備段階

【事業展開ロード】
■ ステージ１【知名度強化】
時期・・・ 2017年度からスタート
想定される展開先・・・ 特定市場（博物館・美術館・水族館など）
他地域での展開 ・・・ 九州地区をメインに

■ステージ２【相乗効果】※電力市場取引などにより
時期・・・ 2019年度からスタート
想定される展開先・・・ 特定市場以外（展示会場、オフィスなど）
他地域での展開 ・・・ 全国

■ステージ３【衰退期前による展開】
時期・・・ 2021年度からスタート
想定される展開先・・・ 工場や特殊施設以外の市場にて
他地域での展開 ・・・ 全国及び海外

（15～25件）

（30～75件）

（100件）

（45～75百万円/年）

（195～375百万円/年）

（500百万円/年）

【国内市場規模想定】
■ 特定市場規模 ： 約３０億円／１８００施設
■ 特定市場規模以外 ： 約３００億円

JC

３．今後の事業展開の課題と方向性



平成２４年度

【取組】

•電力貯蔵システムの設計製作

•CEMS連携機能（BEMS）の
設計製作

【成果】

•システムを製作し、実証場所である
愛香苑に導入（平成25年３月初）

平成２５年度

【取組】

（ 適運転計画を構築するため）
電力貯蔵システム各機器の性能確認

CEMS連携機能（BEMS）の評価

【成果】

各機器の性能評価終了

CEMS連携機能（BEMS）の評価実施
（遠隔検針装置からの電力料金を地域需給

バランスの評価に使用）

電力料金変化に対して、水素製造⇔水素発電を自動切替できることを確認。

CEMS 連携機能
 遠隔検針装置からｼｽﾃﾑ制御装置（PLC）にﾃﾞｰﾀ転送。

地域需要予測（当日翌日）
変動料金テーブル（当日翌日）
電力消費実績（前々日、前日）

 PLCで水電解装置、燃料電池の運転可能時間を演算
 上記ﾃﾞｰﾀから運転計画作成（毎日7:00時に作成）

運転計画パターン① 電力消費実績データ
運転計画パターン② 料金テーブル
運転計画パターン③ 任意設定

項目 測定結果

水電解水素製造効率 49.6％LHV 定格

燃料電池ＤＣ端効率 55.7％LHV 2.5ｋＷ出力時

パワコン効率 91.9％ （同上）

ＡＣ端発電効率 45.6％LHV （同上）

性能確認結果

※熱回収効率は今年度再測定予定

岩谷産業
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

実施予定の事業の概要

1.水素による電力貯蔵システム

昨年度までは、CEMS／BEMS制御により、地域需給バランスのデータのみに基づき
運用を実施。

今年度は、BEMSに改造を加え、設置先需要状況と地域需給状況から計画される運転
スケジュールを比較し、客先によりコストメリットの出る運用方法を提案できないか検
証する。

２．水素／燃料電池を利用した地域需給バランスの調整

１）実証地区内のCO2削減目標への貢献「いのちのたび博物館」の100kW燃料電池
をCEMS管理下で運転を行い、需給バランスの調整等における水素／燃料電池の効果を
検証する。

２）災害時対応の検証博物館に設置される自立運転システムとの連携、調整運転を行
い、課題を抽出する。

実施すべき理由

1.水素による電力貯蔵システム現状は、システムのイニシャルコストが高く、購入した電気
で水素を製造するケースでは、納入先にコストメリット提示が難しい。事業化に向けた課題
を抽出し、コストメリットが提示できるケースが無いか調査したい。

2.災害時対応の検証昨年度不具合が発生し、検証できなかったため。

岩谷産業
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３．今後の事業展開の課題と方向性

＜ターゲットとする市場および顧客＞
（太陽光発電等を利用する）需給バランス調整を必要とする事業者

（参考）太陽光発電関連市場の将来予測（２０２０年予測）
ＰＶ発電導入量見込 2,800万kW
ＰＶ発電関連余剰電力 3.8億ｋＷｈ
ＰＶ発電関連市場規模 8.7兆円

ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨでエネルギーマネジメントを行う事業者
＜顧客メリット＞
長期間貯蔵時のエネルギーロスが少ない。

＜事業展開における課題＞
太陽光発電等の再生可能エネルギーシステム及び、CEMSの普及が前提となる。

平成２４年度

（システム導入、実証開始期）

平成２５年度

（システム実証期）

平成２６年度

（システム実証期）

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

水素による電力貯蔵システムの構
築

水素／燃料電池による地域需給バ
ランスの調整

設備導入試運転

設備仕様

調整

CEMS/貯蔵

ｼｽﾃﾑ仕様

調整

システム基本

性能評価

CEMS制御による
システム運用

適運用方法の検討

CEMSとの連携運転

改善調整

適運用方法の

検討

総合評価

まとめ

CEMS/BEMSとの連携調整

試験検証

（出力調整機能

設計製作 ～１１月

試験開始 １１月～）

CEMS

/BEMS/

FCｼｽﾃﾑ

仕様調整

燃料電池性能運転効率の評価

CEMS制御による出力調整運転

自立運転系統での需給調整運転

スケジュール

CEMS制御による出力調整
運転

自立運転系統での需給
調整運転

想定される展開先

岩谷産業
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ＣＥＭＳと連携したＢＥＭＳ導入
・空調・照明機器と連携
・ビル内の電力情報を一元管理

BEMSとの融合BEMSとの融合１

ＣＥＭＳと連携したＢＥＭＳ導入
・空調・照明機器と連携
・ビル内の電力情報を一元管理

BEMSとの融合１

省エネレベ
ル

間欠運転の条件

３：18～20℃の
ゆらぎ運転

３：30分中5分の強制送風 窓側照明-４0%

　　(リモコン操
作禁止)

　　(リバウンド防止機能あり) 中間照明-２５%

２：19～20℃の
ゆらぎ運転

２：30分中5分の強制送風 窓側照明-20%

　　(リモコン操
作禁止)

　　(リバウンド防止機能なし) 中間照明-1５%

１：20℃固定 １：30分中3分の強制送風 窓側照明-15%

　　(リモコン操
作禁止)

　　(リバウンド防止機能なし) 中間照明-10%

１：30分中3分の強制送風 窓側照明-10%

　　(リバウンド防止機能なし) 中間照明-５%

レベル０ ０：制限なし ０：制限なし ０：制限なし

空調制御
照明制御節電レベル

レベル１ ０：制限なし

レベル２

レベル３

レベル４

空調制御空調制御空調制御

照明制御照明制御照明制御

節電レベル設定

ポータル

ＣＥＭＳ連携
創 電

季節に影響されない安定した、
空調機器の自動制御

３ 空調制御

自然光を応用した、
照明機器の、自動制御

照明制御４

小型風力発電機 （３ｋｗ）
太陽光発電設備（１０ＫＷ）

自然エネルギーの利用２

＊財団事業

築１４年・・・省エネ化が何もされていない。

省エネの実施主体は、各テナントにある・・

テナントの快適性を損なわない事

課題・・

CEMS連携

インテリジェン
ス化

【２５年度】

HMC
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

実証事業の総まとめとして、省エ効果が確認された機器を製品化し、市場展開を目指したビジネスモデルを検討する。

事業目的目標

平成２６年度の取り組み内容

平成２５年度までの成果

①製品化を目指した照明自動制御の機能アップ
②総まとめとして製品化を指向した開発機器の 終調整と製品パッケージングの検討と設計を行う
③開発した省エネプロダクトを、国内外の市場を視野にいれたビジネス展開を検討する。

CO2
60％削減

実証結果を全館通期で
適用した場合

製
品
化
に
む
け
て
展
開
す
る

テナントへの省
エネ機器展

ＨＭＣモデルとして、国内外のオフィスにビジネス展開する

HMC
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３．今後の事業展開の課題と方向性

テナント向けＢＥＭＳと、これと連動した照明と空調の自動制御機能をパッケージ製品
として機能するように、リビルドし、グローバル展開を行う。

北九州市の取り組みと連動してグローバルな
市場展開を想定。当パッケージも、同調してテ
ナントオフィス、公共施設や病院学校に適合す
る、１つのパッケージ製品として機能するような
、製品体系に整備する。

【機能アップのポイント】
インターフェースの共通化および標準化
生産、導入コストの削減による競争力強化
安定化と保守性の向上
国内国外標準を考慮した市場対応

【メリット】

快適性を損なわずに、省エネに

貢献できる。

オフィスビル、医療や公共の
施設等、多岐に導入可能

ＣＥＭＳと連携することにより、国
内都市やアジアを中心に展開

エネルギーマネジメントに貢献

【製品化イメージ】

HMC
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（１）実証事業の目的
ＢＥＭＳにおいて、エネルギー消費の削減を行うため、ユーザーに対し、管理対象区域の特性に応じて、ダイナミック

プライシング（ＤＰ）を踏まえた具体的な行動指針を表示することで、エネルギー消費量の削減、地域全体での負荷平準
化を図るとともに、需要家の電気料金削減を図る。

（２）事業の内容
病院業務の特性を踏まえて、エネルギー使用量の見える化を図ると同時に人に対する具体的な行動を指示し、ピークカ

ット、省エネを図る。

エネルギー情報収集

気象条件院内
電力使用量

管理区域
想定人数

ＣＥＭＳ

院内環境
(温度湿度）

管理区域

エネルギー
需給実績

適行動指針
メッセージ候補

適行動計画

需給計画
カーブ

負荷設備
調整
ガイダンス

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
端末

補正

時間帯別料
金単価

温湿度
センサ

（３）これまでの成果
①ピークカット率

評価対象とした管理区域のＤＰピークカット率は、目標値の５～10％に対して、 平均7.2%を達成した。
②省エネ率

評価対象とした管理区域の省エネ効果（省エネ率）は、目標値の３～５％に対して、平均3.7%を達成した。

富士電機
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

計画通り、昨年度で実証検証を終了しました。

富士電機
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３．今後の事業展開の課題と方向性

（１）対象となる顧客
病院、オフィスビル、学校などの公共施設など一般的なビル全般を対象とする。

（２）ビジネスモデル ～業務プロセス（内部）と収益方法（外部）～

A.業務プロセス
本検証により培ったノウハウを活用し、導入コンサルティング及び導入サポートを
実施する。

B.収益方法
システム導入、システム運用保守サービスを対象顧客へ提供する。

（３）ビジネス展開時期
本検証により培ったノウハウを活用し、2015年度よりビジネスを展開予定。

（４）課題
ＤＰピークカット率向上のためには、ＤＰ時間帯であることが、だれにでもわかるような

しくみが必要と考える。今回の実証検証では、実証検証上ので制約により画面表示のみで
あったため、現場端末を見た人のみへのお知らせへ留まった。
音により知らせるなど、だれでも気づく仕組みを構築することでさらにピークカット率向上、
省エネ率向上へつなげれると考えられる。

富士電機
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（１）Ｈ２４年度実施
○エネルギーマネジメントシステムの導入
スマートＳＣ型ＢＥＭＳ
太陽光発電（２００ｋＷ）
テナントスマートメーター 等

（２）Ｈ２５年度実施
①エネルギーマネジメントシステムの有効性検証
○Ｈ２４年度に導入したエネルギーマネジメントシステムを使用して、ショッピングセンター
（ＳＣ）における電力デマンド抑制の見極めを実施
【結果】Ｈ２５年度夏季（７月～９月）実証結果
電力デマンド抑制 目標値：▲１４０ｋＷ 実績（平均）：▲１６８ｋＷ
専門店電力削減 目標値：▲８．８％ 実績（平均）：▲２．９％

②集客インセンティブプログラムの開発検証
○“ＷＡＯＮカード”を利用した集客インセンティブプログラム（ＳＣ来店時にポイント付与）
を開発、集客効果、世帯での電力使用削減効果を検証
【結果】Ｈ２５年度夏季（７月～９月）実証結果
ＳＣへの来店率:平均３４．４％ （ＩＰ参加対象世帯：５０世帯）
（Ｍａｘ：２６/５０＝５２％ Ｍｉｎ：６/５０＝９．２％）

ＩＰ対象世帯（１００世帯）の使用エネルギー変化：平均▲１７．２％（▲９．９ｋＷ）
（Ｍａｘ：▲３１．３％（▲２６．６ｋＷ））

ＩＰ実施によるＳＣにおける使用エネルギー変化
ＳＣにおける平均滞留者数(3000～4000人）に対し、ＩＰによるＳＣ来店者数が最大でも
２６人であり、この程度の増加に対しては、ＳＣ全体の使用エネルギーにおける顕著な
変化はみられない。

イオン
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

（１）ＤＲ/ＤＰに対するエネルギーマネジメント検証
①Ｈ２５年度実績から更なる電力デマンド抑制ポイントの見極め、実施検証
Ｈ２５年度の実績から、ＳＣ全体としての電力デマンド抑制目標は達成された
ものの、専門店、ＧＭＳ（直営店）において目標値が達成されなかったことから
Ｈ２５年度における実施方法に対する分析評価をもとにしたＤＲオペレーショ
ンの追加等を行い電力デマンド抑制の見極めを実施する。

②エネルギー解析
①で策定したＤＲオペレーションによる電力デマンド抑制に対するエネルギー
データ分析、Ｈ２５年度実施分との比較分析を実施する。

（２）集客インセンティブプログラム導入有効性検証
○凸版印刷のＩＰ実証に協力する形で実施
凸版印刷では実証の対象をイオンモール八幡東のＧＭＳ（直営店）、インセンテ
ィブ付与方式を“WAONカード”を使用することで考えており、対象、インセンティ
ブ付与方式がイオンと同じになることから、ＳＣへの集客システム（情報配信）は
凸版印刷のものを使い、インセンティブ付与システムについては昨年度イオン
で構築した“WAONカード”を使用したものを利用し、実証実施の効率化を図る。

イオン
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３．今後の事業展開の課題と方向性

○今後の事業展開
今回開発、実証実施したスマートＳＣ型ＢＥＭＳを使用しての電力デマンド抑制
方式をイオングループＳＣに順次導入をはかっていく。

○課題と方向性
①スマートＳＣ型ＢＥＭＳの導入コスト低減
現状導入コスト：１５０百万円
要件機能のパッケージ化、データ取り込み方式効率化等によりコスト低減を
目指す2020年時点におけるイニシャルコスト：４５百万円

（費用回収：約３年）

②ＣＥＭＳとの連携
スマートＳＣ型ＢＥＭＳはＣＥＭＳとの連携を行い、コミュニティ全体としての
電力デマンド抑制、電力ピークカットに貢献するものであることから、ＣＥＭＳ
の存在が必要となるが、その設置、運用等に対する制度設計がなされてい
ない。

展開箇所にＣＥＭＳが存在しない場合は、スマートＳＣ型ＢＥＭＳにＣＥＭＳ
機能をもたせた運用も考えられる。

イオン
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１．これまでの取組と成果

【22年度の取組と成果】

取組：ＥＭＳでの使用に適した充放電コンバータの開発

成果：充放電コンバータの一次試作機評価と二次試作

【23年度の取組と成果】

取組：充放電コンバータの適用評価、ＦＥＭＳの開発

成果：ＦＥＭＳ実証システムの構築（太陽光発電と充放電コンバータ稼働）

ＣＥＭＳ連携に対応したＦＥＭＳシステムの開発

【24年度の取組と成果】

取組：ＦＥＭＳの運用実証、ＦＥＭＳの開発機能のレベルアップ

成果：デマンド制御による蓄電システムのピークカット効果の確認

ＤＰ発動と連携した工程計画変更によるピークシフト効果の確認

独自のDC/AC直接変換方式により、高効率と広い直流電圧範囲を実現
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

【今年度の実施概要（予定）とその理由】

実施概要（予定）：

蓄電池制御のレベルアップと夏季のＤＰ実証

蓄電池システムへの放電指令をチューニングし、チャタリングの頻度を低減することで、
デマンド制御のレベルアップを行う。

再生可能エネルギーと蓄電システムの組み合わせにより、ＣＥＭＳにてＤＰによる需要電
力料金が極端に上がった場合や夏の電力需給カーブの場合でも、 適な運用ができることを
確認する。

実施すべき理由：

デマンド予測による蓄電池の放電制御を実施する。負荷の状況においては、頻繁に蓄電シ
ステムをＯＮ／ＯＦＦすることが考えられ、蓄電システムの寿命や故障に影響を及ぼす可能
性があるため。

昨年度冬季ＤＰ実証では、ＣＯ２削減目標値5％（導入前比）に対し、4％の実績にとどま
った。これは昨年度の冬季ＤＰ実証期間のみの計測であったことから、発電実績が上がらな
かったと考えられるため。
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３．今後の事業展開の課題と方向性

想定される展開先

ＳＴＥＰ1：環境意識の高い企業群へ展開

ＳＴＥＰ２：産業用システム電気品に強みを持つ当社の販路への展開

当社は上下水で約120箇所の上下水場に納入しており、それらの上下水
場へ消費電力の削減提案を行い、ビジネス拡大を目指していく。

ＳＴＥＰ３：組立工場への展開

コンポーネントの事業展開を行っている代理店に顧客ネットワークがあり、
これを活用したビジネス展開を考えている。

実証先事業者の感想意見

生産優先のため、直前になって生産計画を変更することは困難。
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１．これまでの取組と成果

（１）実証事業の目的
産業部門を対象として、ＣＥＭＳ連携、エネルギー使用量実績収集、生産実績入力収集製造設備スケジューリング

計画予測機能を開発することにより負荷平準化、電気料金の削減、電気使用量の削減を図る。
（２）事業の内容

ダイナミックプライシング（ＤＰ）を適用し、エネルギー消費量の大きい品目は、電気料金の安い時間帯（地域として
エネルギー消費の少ない時間帯）、エネルギー消費量の小さい品目は、電気料金の高い時間帯（地域としてエネルギー消
費量の大きい時間帯）へ製造スケジューリングをシフトする。 これにより 地域全体での負荷平準化を図るとともに、
需要家の電気料金削減を図る。

（３）成果
①製造スケジューリングの見直し効果（ピークシフト率）

製造スケジューリングの見直しによるＤＰ時間帯の電力ピークシフト率（％）は、実績値では平均3.9％であったが、
製造スケジューラの計算結果としては平均１４．０％の効果が得られ、当初の目標値であるピークシフト率10～15％を
達成することができた。

②見える化の効果（省エネ率）
ＤＰ（ダイナミックプライシング）非適用日に対するDP適用日の電力削減率は１．３％となり、当初の目標値である省

エネ率１％から３％を達成した。
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

計画通り、昨年度で実証検証を終了しました。
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３．今後の事業展開の課題と方向性

（１）対象となる顧客
大量生産の時代から多品種小ロットの時代になり、エネルギー変動費の変化がおこっている。

この２０年ぐらいで、世界で多品種小ロットを特徴とする製造業が主流となってきている。
現状の製造業における課題として「生産抑制（在庫問題）」「市場ニーズ対応（多品種小ロット化
等）」 「生産設備の変化（多品種小ロット対応）」により、エネルギー原単位が増加傾向にある。
製造業の多品種小ロット化により、製造におけるエネルギー変動比に幅がでてきている。

※対象業種：多品種小ロット製造業の中大規模工場（目安として原油換算1500kl以上）

（２）ビジネスモデル ～業務プロセス（内部）と収益方法（外部）～

A.業務プロセス
本検証により培ったノウハウを活用し、導入コンサルティング及び導入サポートを実施する。

B.収益方法
システム導入、システム運用保守サービスを対象顧客へ提供する。

（３）ビジネス展開時期
本検証により培ったノウハウを活用し、2015年度よりビジネスを展開予定。

（４）課題
スケジューラの計算結果を各設備機器の現場端末で表示するようにし、かつ、作業者には本スケジュー

ルのメリットをを説明させていただいたが、スケジューリング結果のとおりにはなかなか運用してもら
えなかったのが実態である。現場でよりトップダウン的な指示をおこなってもらい運用を変えてもらう
ような動きが必要である。
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１．これまでの取組と成果

◆電気料金

TOU（時間帯別料金制度）

⇒48万

DPが適用されると

⇒68万（20万UP）

シミュレーション結果
生産シフトし易い
射出成型工程で
２００ｋW程度は
現実的に
シフト可能と判明

検討事項②：生産シフトによる「うれしさ」の検討（※）

射出成形

実証の成果 検討事項①：電気料金が高い時間帯での

生産シフト可能性の検討
うれしさ項目 蓄電池 生産シフト

シフト可能な電力量 約400kWh/2H
(家は1kWhシフト可能として200軒分)

電力料金削減金額 約2万円

システムコスト 約4000万
円

(10万/kWh)

約300～500万円
(生産管理システム連携費用)

(工場特性により異なる)

経年劣化 有る 無い

生産シフトでは電力料金削減効果は小さいが
地域のエネルギー需給バランス改善への貢献

現在までの成果

（kW）

塗装工程

メッキ工程

組付工程

その他

2013年8月某日のデータ

これまでの取組

∇平成2324年度

エネマネ関連機器開発

∇平成25年度

機器を改良しながら

CEMS連携実証に参画

（※）シミュレーション結果

CEMS

連携実証
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

実証事業は平成25年度で終了。平成26年度の実施事項は無し

今年度の事業概要実施すべき理由
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３．今後の事業展開の課題と方向性

年代 2011 2012 2013 2014 2015～

Fグリッド事業へ

水素関連

LED関連

EMS関連

FCFL給電システム

15年
製品化目標

水素スタンド

KIX
(関空プロジェクトへ)

工場用EMS

ﾌﾟﾘｳｽ中古電池定置型蓄電池システム

CEMS連携開発

FグリッドCEMS

燃料電池フォークリフト（FCFL）

カーディーラー用EMS

LED開発

エコ店舗事業へ空調照明

制御技術

ｼｽﾃﾑ設計

制度設計

2014年以降
製品化目標

①事業所毎に特性が異なるため、システムの標準化が困難

②各機器の省エネ化が進んでいるため、エネマネによるメリットは限定的

①エネルギーの有効利用が出来ていない設備（特に熱エネルギー）を有する工場

②国内外を問わず設備の新設更新を計画している工場など

（１）事業展開の課題

（２）事業展開の方向性
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交通
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１．これまでの取組と成果

エコドライブ総合支援システムの開発

（１）概要
◆「ＪＥＭＳ」

ＣＥＭＳと連携したＪＥＭＳを開発し、コミュニティ内で大量発電される再生可能エネルギーを蓄電池を活用して、ＥＶに急速
充電するシステム

◆「ＥＶＩＳ」（エコドライブ支援システム：Ｅｎｅｒｇｙ ａｎｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）
車両から収集した様々な情報（速度、走行距離、SOC等）、および、JEMSから受信する充電に関する情報（充電タイミング、
充電サービス料金等）を分析し、車両の消費エネルギーや車両への供給エネルギーに関する情報をドライバーに対して提
供するシステム

（２）取組
◆再生可能エネルギーを含む電力のＥＶ充電

によるＣＯ２削減効果検証
◆ダイナミックプライシング（ＤＰ）インセンティ

ブプログラム（ＩＰ）を活用した再生可能エネ
ルギー発電時間への誘導によるＣＯ２削減
効果検証

◆エコドライブ支援による電費の改善効果検証
◆蓄電池の有効活用によるＣＯ２削減効果検証

（３）成果
◆再生可能エネルギーのＥＶへの充電によりＣＯ２の

３５％削減
◆ＤＰＩＰによる再生可能エネルギー発電時間への

誘導により、再生可能エネルギー使用率１．５％改善
◆エコドライブ支援による電費１０％の改善
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

（１）蓄電池の制御による、再生可能エネルギーの有効利用の確認
◆蓄電池を活用して、ＥＶ充電電力に再生可能エネルギーの余剰電力を使用し、地域内のＣＯ２削減を達成する。

（２）急速充電サービス版ダイナミックプライシングの実証試験および効果検証
◆地域ダイナミックプライシングと連動した急速充電サービス版ダイナミックプライシングを運用し、ピークカット、ピークシフトの
効果を検証する。

（３）エコドライブ支援の効果検証
◆ 「電費等の見える化による効果」「ＥＶ通信（エコドライブアドバイス）の定期送付」等によるエコドライブ支援の効果を検証する。
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３．今後の事業展開の課題と方向性

（１）事業展開の課題について
◆充電電力量による従量課金について

電力料金を従量制で課金することを想定しているが、そのためには急速充電器で供給される大容量の直流電力を直
接計量できる「直流電力量計」が新たに必要となる。

（２）事業展開の方向性について
◆２０２０年の事業化目標

ＳＳでの初期投資金額の回収及び事業性を考慮すると、ＥＶの登録台数９０万台規模(*)を前提として、３０００ＳＳ（当社
大型店）での事業展開が想定される。

【*ＥＶＰＨＶの普及想定（新車販売に占める割合）】
政府目標：１５～２０％、民間努力：５～１０％であり、民間努力の平均７．５％を採用とすると、２０２０年に８５万台
の国内保有となり、当社の想定する３０００ＳＳの展開台数も２０２０年には、ほぼ達成され、ビジネス展開が可能と
なる見通し ［次世代自動車戦略２０１０（経産省）より］
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「燃料電池電気自動車からのV2Hによる電力平準化効果の実証」

１ これまでの取組と成果 事業者；本田技術研究所・本田技研工業

目標 取り組み 成果 顧客の声

水素社会へ向けて
ＦＣＶユーザーへ
新たな価値提供

燃料電池電気自動車（ＦＣ
Ｖ）からの外部給電実証

 ＦＣＶからのビークルトゥホ
ーム（Ｖ２Ｈ）による家庭へ
の電力供給実証

一戸建て住宅である北九州
エコハウスへのＶ２Ｈ給電実
証を５０日以上実施

公共施設への非常用給電実
証試験実施

 ＣＯ２削減のためには、早
く水素が普及すれば良い（
ポジティブ意見）

水素は危なくないのですか
？（ネガティブ意見）

２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

今年度の事業概要 今年度の事業の必要性

燃料電池電気自動車からのＶ２Ｈ実証試験継続及びそ
のデータ解析の継続実施

燃料電池電気自動車からの公共施設へのＶ２Ｌ非常用
給電実証試験の実施

燃料電池電気自動車普及に向け、ＦＣＶの新たな価
値の継続的訴求が必要なため

３．今後の事業展開の課題と方向性（交通）

想定される展開先 ロードマップ

Hxx年度 Hxx年度～xx年度

自治体等に向け災害対策用非常
用給電装置

家庭用としてＶ２Ｈ給電装置

 2015年～

災害対策用Ｖ２Ｌとして自治体等へ
導入検討予定

 201X年～

V2H展開検討予定

課題 協議会の指摘事項への対応

 Ｖ２Ｈ関しての標準化・規格化 商品化時にはＥＶＰＯＳＳＡ発行のＶ２Ｈ/Ｖ２Ｌガイドラインに従う



デマンドレスポンス
（ダイナミックプライシング）
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価格 2012年 2013年

夏季 冬季 夏季 冬季

50円 -9.0%(-18.1%) -10.2%(-19.3%) -11.1%(-20.2%) -7.1%(-16.2%)

75円 -9.6%(-18.7%) -10.7%(-19.8%) -10.1%(-19.2%) －

100円 -12.6%(-21.7%) -9.0%(-18.1%) -9.7%(-18.8%) -7.5%(-16.6%)

150円 -13.1%(-22.2%) -12.0%(-21.1%) -10.1%(-19.2%) －

ピークカット効果 ○ ○ ○ ○

価格弾力性 ○ △ ？ ？

１． ダイナミックプライシングの成果

①約２０％ （ＴＯＵの効果を加味）のピークカット効果が複数年にわたって継続する。

②節電行動を一度開始すると、気温が下がってきても（夏季の場合）行動が維持される（習慣化）。

２． インセンティブプログラムの成果

①外出誘導によるプラスのピークカット効果（約３％）を確認したが統計的には非有意となった。

３． 課題

①価格レベルに反応せず、価格シグナルに反応する傾向が強くなった。（価格弾力性の減衰）

②気温、価格、需要の定量的な相関を把握するためのデータが不足している。

③ダイナミックプライシングに関する関心が薄れてきている。（効果の減衰）

１．デマンドレスポンス実証の成果と課題

61



1. ダイナミックプライシング実証

– ピークカット効果の継続性（３年目）の評価

– 価格弾力性の再評価（評価できるようなプライシングの適用）

– 気温と価格による需要変化（期待値）の定量化 → ＣＥＭＳへの組み込み

– 超低価格ＣＢＰによる需要喚起の評価

– 社会制度としての受容性の評価（アンケート調査による）

2. インセンティブプログラム実証

• 需要家に能動的に参加してもらう仕組みの導入（宅内表示器でのインタラクション）

• 金銭的インセンティブの付与（ＰＴＲ：ピークタイムリベート）

• 需要家へのタイムリーなフィードバック（貢献度の見える化）

• 需要変化（期待値）の定量化 → 将来的なＣＥＭＳへの組み込みを検討

3. 地域エネルギーマネジメント実証

地域エネルギーマネジメント（統合制御）の実運用を目指した実証を行い、デマンドレスポンスの確実
性や経済的価値を評価する

• ＣＥＭＳへのダイナミックプライシングによる需要予測（自動化）の組込み

• 特定時間帯の地域全体の需要を下げるために、住宅、事業所、蓄電池に対して最適なデマンド
レスポンスのベストミックスを行ない、需給調整できることを確認する

２．今年度のデマンドレスポンス
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デマンドレスポンス
（インセンティブプログラム）

63



１．これまでの取組と成果

増 加

削 減

節
電

効
果

％

全日：期間内の休日も含めた全ての日
平日：休日は除く平日
ＤＰ発動日：ＤＰの発動日のみ

A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 C-2

DP+IPを
実施したグループ

IPのみを
実施したグループ

●節電効果（2013年度夏季実証結果より）

複数の経済的イン
センティブ（DP
とIP）を同時に付
与する方法は、必
ずしも効果がある
わけではない。効果大効果小

●経済効果（2013年度夏季実証結果より）

○ケース1：自社の供給量は足りているが市場の供給量が不
足しているケース
• ＩＰによって時間当たり１０％相当の節電効果があったと仮定。これによっ

て、需要家への電力販売額が１０％減少するが、小売価格より高い価格で卸
市場にネガワットを販売し、利益をえるケース。1万世帯を対象とする。

○ケース2：自社の供給量が不足しているケース
• ＩＰによって時間当たり１０％相当の節電効果があったと仮定。これによっ

て、卸市場から通常より高い価格で電力を調達し通常の価格で小売する必要
性がなくなるケース。1万世帯を対象とする。

いずれのケースでも
約2か月間IPを実施した場合、
100万円～150万円の経済効果。

大きな経済効果（収益）は見込めない。
ただし、ネガワットの単価が高くなれば
、経済効果は向上し、ビジネスとして成
立する可能性はある。

これまでにDRサービスとしてのIP（インセンティブプログラム）の節電効果および経済効果を検証。
節電効果があることは実証できたが、現状では経済的な自立が困難であることを確認。
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２．今年度に実施予定の事業の概要、実施すべき理由

スマートコミュニティにおける自立的なビジネスモデルの構築に向けては、さらなる検証が必要。
今年度は、電力データを家庭向けエネルギーサービスに活用した際の効果を検証する。

これまでの仮説とその検証結果（～昨年度） これからの仮説と実施概要（今年度～）

仮 説

節電効果

経済効果

ビジネス
モデル

サービスの
位置づけ

自立化できるレベ
ルの収益性がある。

電力会社のピーク
カット支援費を原
資とする成果報酬
型のモデル。

DRサービスの価値
を向上させるため
の付帯サービス。

DPとセットで実施
することによって
効果が向上する。

検証結果

現状では、自立化
できるレベルの収
益性はない。

IP単体で実施した
ほうが効果が大き
い。

仮説の再検討が
必要。

項 目 仮 説

節電効果

経済効果

ビジネス
モデル

サービスの
位置づけ

電力会社が提供す
るサービスの業務
委託を受けるモデ
ル。

電力会社の顧客獲
得と囲い込のため
の付帯サービス。

電力データを活用
し、ジャストイン
タイムのコミュニ
ケーションを実現
することによって、
効果が向上する。

実施概要項 目

同上。

情報配信タイミン
グの違いによる効
果を検証。

自立的なビジネ
スモデルの構築
に向けて、課題
点と解決策を整
理。

〇実施すべき理由（2013年度実証結果より）

夏季：情報の配信タイミングによって、モニターの反応率が大きく異なることを確認。約2倍程度の差が出た。
冬季：電力データを活用し、モニターの家庭内の生活行動を推定。それに応じて適切なタイミングを設定し情報を配信。

電力データを活用したケースは、しなかったケースと比較して反応率に2～10倍程度の差が出る。

電力データを活用することによってサービス価値の向上が示唆された。
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３．今後の事業展開の課題と方向性

原資確保
のタイプ

想定されるサービスの区分

エネルギー
マネジメントサービス

生活サービス

基本報酬タイプ
（成果に関わらず

一定の原資が
確保できるタイプ）

成果報酬タイプ
（成果に応じて原資を
確保できるタイプ） 買い替え

デマンドレスポンスデマンドレスポンス

見える化

省エネアドバイス ホームセキュリティホームセキュリティ

ヘルスケア

（ポイント、クーポン）
ショッピング

（ポイント、クーポン）

電力会社

凸版印刷

生活者

小売流通 メーカー

￥ ￥

販促費 販促費

商品顧客
情報

商品顧客
情報

￥業務委託費、
ピークカット支援費

電力顧客
情報

見える化、
省エネ、DR

ショッピング
（クーポンなど）

購買
行動

電力
消費

￥ お金の流れ

得意先からの情報

凸版印刷が提供するサービス

商品の
販売促進

•実証成果は、下図に示したようなサービスに対して適用可能だと考える。
•その中でも、本実証で開発したシステムは、電力会社を中心として小売流通業などに対しても順次導入

を図っていく。
•その際には、電力自由化により一般世帯が電力会社の選択が求められてくることや、小売流通業の消費

税増による販売の冷え込みをビジネスチャンスとして捉える。
•原資の確保先としては、電力会社からの業務委託などの基本報酬費が狙いとなる。
•本実証において、電力データを活用することの有効性が検証できるかが課題となる。
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