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１．総論 
２．CＥＭＳ 
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４．ディマンドリスポンス 
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６．課題と対応の方向性 



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 実証事業のマスタープランの策定 
※平成２３年 ３月 東日本大震災 
○平成２３年 ４月 実証事業の開始 
※平成２４年 ７月 固定価格買取制度(FIT)開始 
○平成２６年 ４月、５月 実証事業の中間評価、中間報告 
○平成２７年 ３月 実証事業の完了 

• 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年度より実証事業を開始した。 
• 平成２６年度４月に全体の中間評価が、５月に各地域からの中間報告が行われ、実証
事業は平成２７月３月に完了した。 
• 今回は、実証事業が完了して約１年間が経過したところ、実証事業の総括と今後の方向
性について議論を行う。 



時期 内容 

～平成22年 

●各国でそれぞれのエネルギー事情などに応じてスマートグリッドを検討 
 【米国】送電インフラが脆弱でかつ電源開発が進まない状況への対応。 
      情報通信技術の導入による停電時間の低減など、電力系統への信頼性向上。  
 【欧州】CO2を2020年までに90年比で20%削減する目標。 
      再生可能エネルギーを大幅に導入するための手段として推進。 
 【新興国】経済成長に伴う人口増大や生活水準の向上等によってエネルギー需要が 
      増大。盗電の防止や電力設備の効率的な活用を推進。 

平成22年1月 

●（第7回協議会）「日本版スマートグリッド」・「スマートコミュニティ」の整理 
 ・日本版スマートグリッド：再生可能エネルギーが大量に導入されても安定供給を実現  
  する強靱な電力ネットワークと地産地消モデルが相互補完する。 
 ・スマートコミュニティ：スマートグリッドを基盤として、電気の有効活用に加え、熱の有  
  効活用も行うとともに、交通システムや都市計画も含め、地域の人々のライフスタイ 
  ルにまで視野を広げる。 

平成22年4月 
平成22年8月 
平成23年3月 
平成23年4月 

実証地域選定 
実証事業のマスタープラン策定 
※東日本大震災 
実証事業の開始 

平成23年6月 
●(第13回協議会)「スマートグリッド」についての考え方の再整理 
・スマートグリッド：再生可能エネルギーを需要家サイドで無駄なく効率的に活用し、系統 
 への負荷を低減する。 ※スマートコミュニティについては、平成22年1月の整理と同様。 

スマートコミュニティに関するこれまでの検討経緯(1/2) 
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時期 内容 

平成24年2月 

●(第14回協議会)東日本大震災後の動き 
 ・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。   
 ・震災後、電力ネットワークにとってピークカットが急務。 
  →ピーク対策を各地域の目標に追加。 

平成24年7月 
●固定価格買取制度(FIT)開始 ※余剰電力買取制度は平成21年開始 
  再生可能エネルギーの固定価格買取制度の下では、再エネにより発電した電力を蓄 
  電等することにより自家消費するインセンティブに乏しいという指摘あり。 

平成26年4月 

●「エネルギー基本計画」(平成26年4月11日閣議決定)でスマートコミュニティを定義 
  スマートコミュニティ：再生可能エネルギーやコージェネレーション等の分散型エネル 
    ギーを用いつつ、ＩＴや蓄電池等の技術を活用したエネルギーマネジメントシステ 
    ムを通じて、分散型エネルギーシステムにおけるエネルギー需給を総合的に管理 
    し、エネルギーの利活用を最適化するとともに、高齢者の見守りなど他の生活支 
    援サービスも取り込んだ新たな社会システムを構築したもの 
 

平成26年4月 
●(第16回協議会)スマートコミュニティに関する課題整理 
 ・メリットを見出しどのように事業化していくのかが課題。 
 ・ディマンドリスポンスの活用やＢＣＰの観点を評価することもポイント。 

スマートコミュニティに関するこれまでの検討経緯(2/2) 
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【参考】スマートコミュニティとは 
 「スマートコミュニティ」とは、①コミュニティ単位で、②分散型エネルギーを 
  ③ＩＴや蓄電池等を活用したエネルギーマネジメントシステム（EMS）を通じ、 
  ④分散型エネルギーシステムにおけるエネルギー需給を総合的に管理・最適化するとともに、 
  ⑤高齢者の見守りなど他の生活支援サービス 
  も取り込んだ新たな社会システムを構築したものを指し、高度な分散型エネルギーシステムであって 
  エネルギー以外のサービスも含むもの。 

①エネルギー供給の効率化 
ディマンドリスポンス等 

②平常時の省エネルギー 
創エネ・蓄エネ・省エネ機器等を 

最適運転。 

③非常時のエネルギー供給の
確保 

分散型電源によって、コミュニティ内での
エネルギー供給が可能。 

④調整力不足への対応 
創エネ・省エネ・蓄エネ機器等を制御
し、周波数調整力不足を緩和可能。 

⑤容量不足への対応 
・軽負荷期の需要を創出 
・地産地消運転で逆潮流抑制。 

GE GE 

蓄エネ機器 
省エネ機器 

創エネ機器 

ＢＥＭＳ 

ＣＥＭＳ 

ＨＥＭＳ 

需要家サイドに導入された 
創エネ機器を有効に活用 

需要を効率的に制御 

＜再エネ導入拡大への貢献＞ 
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【参考】四地域実証の概要 
 平成２３年度から平成２６年度まで、様々なパターンの代表例を構成する全国４つの地域（横浜市、豊田市、
けいはんな市、北九州市）で、大規模なスマートコミュニティ実証事業を展開。 

北九州市 
地方中核都市型 
 

新日鐵住金の特定供給エリアで実証。コジェネを
ベースロード電源と見立て、需要家180戸において、
需給状況に応じて電力料金を変動させるダイナミッ
クプライシングの実証を実施。（富士電機・新日鐵
住金） 

戸別住宅型 
 

創エネ、蓄エネ機器を導入した67戸の新築住宅
を中心とし、地産地消を行う実証を実施。また、
暮らしの中における次世代自動車を含む次世代
交通システムを実証。（トヨタ自動車・中部電
力） 

豊田市 

けいはんな学研都市 

住宅団地型 
 

住宅約700戸等を対象とし、系統の状況に応じて
需要サイドで追従を行う実証を実施。また、家庭部
門のより一層の省エネに向けた電力会社による省エ
ネコンサルを実施。（関西電力・三菱電機・三菱重
工） 

横浜市 

広域大都市型 
 

住宅約4000戸、大規模ビル等約１０棟を対象とした
大規模な実証。また、大型蓄電池等を統合的に管理
することで、仮想的に大規模発電所と見立てる実証を
実施。（東芝・東京電力） 

 



海外施策 

 脱原発政策や再エネ大量導入政策に伴う
課題の解決手段としてスマートグリッドへの
期待が高まっている。 

 地域単位の需要との総合管理による再エネ
活用を促す”E-Energy project”
（2008～2012年）には1.4億€の補助
金が投じられた。 

（出所）資源エネルギー庁「欧米地域におけるスマートコミュニティ関連技術の海外展開モデル調査研究事業」平成26年度 

ドイツ イギリス 
 安定供給、安価な電気料金、CO2削減を
目的とし、風力発電の大量導入、それに向
けたスマート送配電システムの増強、2020
年末の全世帯スマートメーター設置に取り
組む。 

 2010～2015年に5億￡を実証・実用化
プロジェクトに投入。2015年からは新送配
電料金方式で、効率化に必要な設備投資
を促す。 

 電力自由化の推進とともに景気対策・新産
業創出の取組として積極的に推進。 

 再生・再投資法の下、スマートグリッド事業
に対し44.6億＄の補助金が投じられた
(2009年-2016年) 。 

 エネルギーだけでなく建築環境、交通・輸送、
上下水、健康・生活サービスを含む「スマー
トシティ」への展開も活発である。 
 

米国 欧州連合 
 2002～2014年のスマートグリッドプロジェク
トの総事業費は31.5億€。 

 Horizon2020（2013年12月）では、温
室効果ガスを2020年20％、2050年80
～95％削減（1990年比）に向けた予算
約175億€のなかで、再エネ、燃料電池、グ
リッド、CCS、ストレージ、効率改善、スマー
トシティ研究を推進。 



主な海外プロジェクト 

 E-Energy Projectの代表的事業。住宅
のエネルギー自給自足を目指し地域マイクロ
グリッドを構築。 

 エナジーバトラー（執事）と呼ばれるゲート
ウェイを通じたデマンドレスポンス実証や、近
隣住宅からのエネルギー融通を実証。 

 アグリゲートした小口需要の市場取引を検
討。 

（出所）NEDO「 NEDO再生可能エネルギー技術白書2013」、日本経済新聞電子版「ソニー、米国で「ＨＥＭＳ」の勝負に挑む」（2011年10月24日） 

ドイツマンハイム市「MOMAプロジェクト」 UAE 「マスダールシティ」 

 最先端エネルギー技術を駆使、ゼロ炭素、
ゼロ廃棄物の実現を目指す近未来都市構
想。 

 アブダビ政府および各国企業が参加。人口
約5 万人、面積約6.5km2、総事業費
220 億＄。 

 PV、太陽熱発電、風力発電の他、LRTや
パーソナルモビリティの整備を計画。 

 オースティン市空港跡地の再開発プロジェク
トとして、非営利団体Pecan Street社が
推進。 

 電力・ガス・水道を包括管理する「エネル
ギー・インターネット」の構築を目指す。 

 系統側の需要予測技術に基づくDR、余剰
時間帯を利用した蓄電池やEVの充電制御、
サイバーセキュリティに関する研究等。 

米国オースチン市「ピーカンストリートプロジェク
ト」 デンマークボーンホルム島「EcoGrid EU」 

 デンマークのTSOによるスマートグリッドの研
究開発プロジェクト。電力需要の50％を風
力で賄うための技術・経済課題に取り組む。 

 2,000 世帯（島民の10％ ）と一部業務
需要家が参加。 

 食洗機、空調機器、電気温水器などの家
電機器を自動制御するDP(ダイナミックプラ
イシング)を実証。 
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CEMSについて（現状認識） 
 四地域実証では、需要家単位や数件単位で各種EMSを用いた実証が多く行われるととも
に、CEMSを用いた地域全体管理の実証も行われた。 

 スマートコミュニティとしての課題や今後の方向性を検討していく上では、地域全体管理の要
であるCEMSについて掘り下げていくことが重要。※以下表は事業者ヒアなどをもとにエネ庁が作成。 

実証でCEMSに搭載された機能例 実証での活用状況 
予測機能 再エネ発電量、需要量 ○：天気予報や過去の実績に基づき予測 

制御機能 

発電制御 △：実際に発電機の制御を行うことは難しく、一部でシミュレーションで行っ
たに留まる。 

エネルギー融通 △：前提となる自営線が一部を除いて敷設できなかった。シミュレーションに
よる検証は行った。 

需要制御 ○：ディマンドリスポンスにより実施 
情報収集
機能 

電力等使用量、再エネの
出力量等の収集 ○：各ＥＭＳなどにより収集 

需給運用計画機能 △：実際に発電機の制御を行うことは難しいため、需要面に重きをおいた計
画となった。 

情報提供
機能 各種情報の見える化 ○：HEMSなどに地域の需給状況などを提供 

ミニ中央給電指令所の役割を 
果たすことが技術的には可能。 

CEMS連携で現実に行った実証は主に「見える化」と「ディマンドリ
スポンス」であり、CEMSに搭載した機能と実際に活用できた機能
に乖離が生じていた。 



CEMSについて（課題と展開） 

 前ページで整理したようにCEMSは多くの機能を有しているが、どういう機能をCEMSに持
たせるべきかはCEMSの用途に応じて大きく変わる。 

 そのため、CEMSの今後の展開に当たっては、提供するサービスの価値を適切に評価した
上で、CEMSをどのような事業で活用するのかについて充分に設計することが重要。 

サービス（例） 事業主体 CEMSに求められる主な機能 
DR（ディマンドリスポン
ス）サービス 
VPP(バーチャルパワー
プラント)サービス 

エネルギーリソースアグリ
ゲーター 

発電制御機能、蓄電池制御機能、需要制御、再エネ出力量
予測機能、需要量予測機能 など 

小売電気事業 小売電気事業者 需給運用計画機能、発電制御機能、需要制御、再エネ出力
量予測機能、需要量予測機能 など 

熱供給事業 熱供給事業者 熱需要量予測機能、熱供給量制御機能 など 

ＩＴＳサービス 
公共サービス 自治体 等 

地域内のエネルギー需給情報の収集機能、ＩＴＳサービス、
住民サービス情報なども含めた情報提供機能、蓄電池制御機
能（BCP対策） など 

事業例やそれに対応したCEMSの機能 



【事業紹介】需給制御を実現する新電力向けエネルギーマネジメントシステム 
 （北九州市実証 CEMS部門） 

 電力需要及び太陽光・風力発電量に関する予測技術が改善され、
予測結果に基づく制御（需給運用計画、経済負荷配分制御、負
荷周波数制御、同時同量制御）が有効に機能することが確認さ
れた。 

 電力需要予測に関しては、本実証の中で、データマイニング・ビッグ
データの分析手法が取り入れられ、日負荷曲線予測システムが高
度化された。 

 需要家特性がデータ化・定式化されたことにより、翌日の気象予測
等のパラメータを活用して、各需要家の電力使用量を自動的に予
測することが可能になった。 
 

（資料提供）富士電機株式会社 

従来技術との対比 

実装に関する現状と方向性 
 主な導入先として、地域PPS等の電力小売事業者を想

定。この地域PPSは、CEMSの他、発電設備及び蓄電設
備を保有するとともに、必要に応じ、他の自家発余剰電力
や電力卸売取引所から電力を調達することを想定。 

 本システムを利用する事業の基本的な収入源は、電力小
売によって得られる電気料金である。これにインバランス料
金の削減効果、経済負荷配分機能による電力調達コス
トの削減効果が加わることにより、収益を増大することが可
能となる。 
 

 需給制御機能及びダイナミックプライシング/インセ
ンティブプログラム機能を搭載。 

 制御機能としては、需給運用計画、経済負荷配
分制御、負荷周波数制御、同時同量制御があ
り、各機能が設定する目標に応じて、発電設備
や蓄電設備を制御あるいは制御のための計画策
定が可能。 

システム構成及び機能 

 新電力の要望（同時同量達成等）に対応し、様々な電源からの電力調達及びディマン
ドリスポンスの実施により、コスト面等で最適な需給調整を実現するシステムを提供。 
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ＨＥＭＳと家庭内機器との通信インターフェイス 
 異なるメーカーの相互接続を実現するため、HEMSと家庭内機器との通信インターフェイスについて
は、平成２４年２月にスマートハウス標準化検討会において、ECHONET Liteを推奨することが
決定された。 

 その後、平成２４年６月に設立されたスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会において、重点
機器の下位層（伝送メディア）や運用マニュアルの整備、また国内外への普及に向けた国際標準
化の検討といった課題について取り組んだ。 

 平成２７年９月、ECHONET Liteの国際標準化が完了した。 

第１回スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会 

2012年6月22日 



中央給電指令所 

YSCP 
CEMS 

豊田 
CEMS 

けいはんな 
CEMS 

北九州 
CEMS 

ＤＲ信号発動
用 

クライアント 

ＡＤＲ信号経路 
電力会社の節電依頼信号経路 

MEMS/BEMS/FEMS試験サイト 
（デベロッパー、企業） 

早稲田大学 新宿実証センター 
＜新宿標準試験サイト＞ HEMS 

スマートフォン 

Web 
Server 

ADR信号 

ADR信号 

ADR信号 ADR信号 

ADR信号 

節電信号 

スマートハウス 

ADR信号 節電信号 

４地域実証 

節電 アグリゲータ 
クライアント 

アグリゲーター 
DRサーバー 

ＤＲ発動依頼 
ＢＳＰシステム 電力DRサー

バー 
 （子） 

電力DRサーバー 
  （親） 
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電力会社ーアグリゲーターの通信インターフェイス 
 ディマンドリスポンスを電話・メールによる手動からシステムによる自動ディマンドリスポンス（以下、

ADR）導入のため、通信インターフェースの標準化が課題となっていた。 

 そのため、スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会において、ディマンドリスポンスに関する技術標
準として米国の規格であるOpenADRをベースに日本版ADR(※１)を平成２５年５月に策定。
新宿実証センターに日本版ADRに準拠したシステムを構築した。 

 新宿実証センターでは、平成２５、２６年度において、東京電力BSP(※２)をベースとしたアグリ
ゲーターとの連携実証や４地域実証との連携実証を実施。今後は、ネガワット取引の実運用を意
識した実証を行う。 

（※１）日本版ADR 
スマートハウス・ビル
標準・事業促進検討
会において策定され
た電力会社とアグリ
ゲーター間の自動
ディマンドリスポンス
の標準手法 
 
（※２）東京電力BSP 
ピーク需要抑制に寄
与するビジネスプラン
について、原子力損
害賠償支援機構と東
京電力が共同で募集
を実施。ピーク需要
抑制期間は平成24
～26年度。 
 



複数蓄電池の通信インターフェイス 
 分散配置された住宅用蓄電池、事業所用蓄電池、系統用蓄電池等の蓄電池を統合制
御し、大規模電源の需給調整等の用途への活用が期待されるが、そのための標準化され
た通信インターフェイスが存在しない。 

 そのため、横浜市実証において、蓄電池を統合制御するシステム 「蓄電池
SCADA(Battery Supervisory Control and Data Acquisition) 」を構築し、住宅
用蓄電池、事業所用蓄電池、系統用蓄電池と連携させる実証を実施。 

 実証システムの通信インターフェイスの国際標準化を目指してIECへ国際規格案を平成２
４年５月に提案した。平成28年現在、国際規格化を目指して活動中。 



豊田市実証で開発したＶ２Ｈシステム Ｖ２Ｈガイドライン（AC版）で規定されている内容 
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Ｖ２Ｈガイドライン 
 電気自動車等を電力のピークカットや非常用の電源として活用するため、電気自動車等から宅内へ給電を行
うV2Hについて、①電気的な安全性、②車両と接続機器の互換性、③通信制御、充放電制御の互換性を
確保することが必要。 

 横浜市実証において電気自動車から直流によって宅内へ給電するシステムを開発、豊田市実証においてPHV
から交流によって宅内へ給電するシステムを開発。これらのシステム開発・実証も踏まえて、平成２５年５月に
一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会が「電動自動車用充放電システムガイドライン」（以下
「V2Hガイドライン」）を策定。 

 北九州市実証における燃料電池自動車から家庭への給電、豊田市実証における燃料電池バスから避難所
等への給電についても本ガイドラインを踏まえて実施。給電の仕様に関しては、各社で互換性があるものとなって
いる。 

車両と屋内配線間の電力接続、および制御に関する取り決
めの詳細について規定。 
 
１．適用範囲       ６．回路構成 
２．引用規格・基準    ７．通信制御 
３．用語定義       ８．充電制御・放電制御 
４．構成          ９．故障診断 
５．システム概要 
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Ｂルート提供機能の開発・見える化等 
 スマートメーターとＨＥＭＳとの連携機能(Ｂルート)により、需要家は、自らの電力等使
用情報を、リアルタイムで取得することが可能となる。 

 横浜市実証、けいはんな実証において、標準規格に準拠した、スマートメーターからのＢ
ルート通信の試験提供を実施。 スマートメーターからHEMSへの計量データの直接提供に
よって、需要家の電気使用量（３０分値）をタブレット等にグラフ表示させるとともに、節
電行動を支援するディマンドリスポンス情報をインターネットを介して前日にタブレットへ配信。 

 平成２７年秋に、一部の電力会社が、対象等を限定した形でＢルート通信の提供を開
始。平成２８年４月から、全電力会社が、全供給エリアにおいて、需要家の個別要望に
応じたＢルート対応を本格開始。 
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各地域の取組 
 ディマンドリスポンスの効果を定量的に把握するため、国内４地域（横浜市、豊田市、けい
はんな学研都市、北九州市）において、幅広い住民の参画を得て、実証実験を実施。 

制御手法 

電気料金の表示 
電気料金の表示 

＋ 
リコメンド（省エネコンサル） 

電気料金の表示 
＋ 

自動制御 

料金 
メニューに
よる 
効果 

TOU（※１） けいはんな けいはんな 
＜省エネコンサル＞ 

横浜 
＜エアコン＞ 

CPP（※２） 

北九州 
＜料金変動＞ 
その他３地域 
＜ポイント与奪＞ 

豊田 
＜Webポータル、スマートフォン、フォトフレーム

で節電行動アドバイス＞ 
けいはんな 

＜省エネコンサル＞ 

横浜 
＜エアコン＞ 
豊田 

＜エアコン、照明、TV＞ 

RTP（※３） 

豊田 
＜Weｂポータル、スマートフォン、
フォトフレームで地域内ランキング、

電気料金等表示＞ 

豊田 
＜Webポータル、スマートフォン、フォトフレーム

で節電行動アドバイス＞ 

豊田 
＜蓄電池、PHV＞ 

（※１）TOU(Time of Use)：時間帯別料金（時間帯に応じて異なる料金を課すもの） 
（※２）CPP(Critical Peak Pricing)：ピーク別料金（需給がひっ迫しそうな場合に、事前通知をした上で変動された高い料金を課すもの） 
（※３）RTP(Real Time Pricing)：リアルタイム料金（需給バランスに刻一刻と対応して料金が変動するもの） 
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電気料金型ディマンドリスポンスの効果と課題点 
  四地域の実証結果として、２割のピークカットが継続的に可能であること、ＣＰＰの価格を

高くした場合でも、その効果は飛躍的に伸びるわけではないことを確認。 
 ①電気料金負担が増加する可能性、②オフピーク時間帯の薄く受ける割引メリットよりも
ピーク時間帯に電気料金が大幅に割高となるデメリットを重視する、③需要の大きい時間
帯に電気料金を引き上げるのはフェアではない等の課題があり、ＣＰＰの普及には更なる
取組が必要と考えられる。 
 

［出典］ 京都大学大学院 依田教授、政策研究大学院大学 田中教授及びボストン大学経済政策研究所 伊藤助教授による統計的検証結果 

（※３）統計的有意性とは、 
     その効果が単なる偶然 
     により生ずる可能性を表 
      したもの。 

（※４）北九州市実証の被験 
      者は、既にＴＯＵ契約に 
      加入している１８０世帯 
   であったため、ＴＯＵの 
      効果を比較検証するこ 
      とができなかった。 

（※２）けいはんな実証では、  
      夏季のピーク時間帯は 
      午後１時～４時、冬季の 
   ピーク時間帯は午後６   
       時～９時 

２０１２年度 夏(６月～９月) ２０１２年度 冬(１２月～２月) ２０１３年度 夏(６月～９月) 

電気料金（※１） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性(※３) 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 

ＴＯＵ －（※４） －（※４） －（※４） －(※４) －(※４) －(※４) 

CPP＝５０円 —18.1% 5%水準 -19.3% 1%水準 -20.2% 1%水準 
CPP＝７５円 —18.7% 5%水準 -19.8% 1%水準 -19.2% 1%水準 

CPP＝１００円 —21.7% 1%水準 -18.1% 1%水準 -18.8% 1%水準 
CPP＝１５０円 —22.2% 1%水準 -21.1% 1%水準 -19.2% 1%水準 

２０１２年度 夏（７月～９月） ２０１２年度 冬（１２月～２月） ２０１３年度 夏（７月～９月） 

電気料金（※２） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性(※３) 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 

ＴＯＵ（２０円上乗せ） -5.9% 1%水準 -12.2% 1%水準 -15.7% 1%水準 

CPP（４０円上乗せ） —15.0% 1%水準 -20.1% 1%水準 -21.1% 1%水準 

CPP（６０円上乗せ） —17.2% 1%水準 -18.3% 1%水準 -20.7% 1%水準 

CPP（８０円上乗せ） —18.4% 1%水準 -20.2% 1%水準 -21.2% 1%水準 

北九州市 

けいはんな 

２０１２年度実証結果（サンプル数：１８０） 

２０１２年度実証結果（サンプル数：６８１） 

（※１）北九州市実証では、   
        夏季のピーク時間帯は 
       午後１時～５時、 
    冬季のピーク時間帯は 
    午前８時～１０時、 
    午後６時～８時 

２０１３年度実証結果（サンプル数：１７８） 

２０１３年度実証結果（サンプル数：６３５） 
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インセンティブ型ディマンドリスポンス（ネガワット取引）実証 
 平成２５年度にシステム構築等を行い、平成２６年度に実証を開始。需要削減依頼から
実際の需要削減までにかかる時間や削減可能な需要量等について確認し、ネガワットの活用
可能性を検証。 

 東京電力管内でアグリゲーターが契約した調整容量の合計は約１１万kW、需要家件数は
５００件以上。 

 最短で１０分前の需要抑制要請に対しても対応できることを確認。 

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
の主な手法 

制御対象として主に想定される需要家 

業務・商業用需要家 産業用需要家 

自家発電活用 
※需要家サイドに設置した自家
発電で対応するケース 

照明・空調・生産ﾗｲﾝ 
の消費抑制 
※需要家サイドにＥＭＳを 
導入して、アグリゲーター 
からの指令を受けてＥＭ 
Ｓで負荷制御するケース 

蓄電池活用 
※需要家サイドに設置した蓄電
池で対応するケース 

ｼｭﾅｲﾀﾞｰ 
ｴﾚｸﾄﾘｯｸ 
(双日) 

 
 
ｴﾅﾉｯｸ･ 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ 
(丸紅) 

日立製作所 

 
 
 

東芝 

 
 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 
ｴﾝｼﾞﾆｱ 
ﾘﾝｸﾞ ・反応時間： 

 25分～110分 
・持続時間： 
 1～3時間 

・反応時間： 
 15分～1時間 
・持続時間： 
 2～3時間 

・反応時間： 
 30分～2時間 
・持続時間： 
 30分～3時間 

・反応時間： 
 15分～1時間 
・持続時間： 
 1時間～3時間 

・反応時間： 
 15分～1日 
・持続時間： 
 1時間 
 ～3時間 
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輸送分野のエネルギーシステムへの組込み 
 従来、輸送手段に過ぎなかった自動車は、電気自動車等の登場によって、自動車から家庭への
給電（Ｖ２Ｈ）や充電施設における充放電管理等によってピークカット等の形でエネルギーシステ
ムに貢献し得る可能性があるため、この可能性を実証した。 

 Ｖ２Ｈについては、既に事業展開しているものもある。今後は、電気自動車等の普及状況に合わ
せて、充電施設における充放電管理等を概ね平成27～32年度に順次本格的に展開する方向
で関連事業者が検討を進めている。 

 他方、単純なＶ２Ｈや充放電管理のみではなく、需要予測を踏まえた充放電の最適制御等の
高度な機能も含めて提供しようとする事業者は、採算性を確保するために必要な電気自動車の
普及台数等と現状の乖離が著しく、事業の見通しがついていない。 



 交通情報だけでなくエネルギー需給予測を考慮すること
で、CO2や電力需給への影響を踏まえた交通需給調整
が可能。 

 現状だけでなく、イベント計画等に基づく将来の需給を予
測可能。利用者により計画的な対応を促す。 

 実証では325人中106人（35%）がモーダルシフト。 

従来技術との対比 

実装に関する現状と方向性 

 マルチモーダルシフトの促進を通じて社会便益を生み出
すシステムであることから、展開先としては様々な公共交
通の整備された地域を想定。 

 クラウド化等の省コスト化が進めば、50万人都市に追加
展開された場合にかかる追加費用は初期投資約10百
万円、運営費用が約10百万円／年になると推定される。 

 都市の規模でどの程度のモーダルシフトが可能かは未知
数ながら、CO2排出削減、渋滞緩和等による大きな便
益が期待される。普及には、これらの便益を事業者に還
元する仕組みが必要。 
 
 

 交通データ管理システムが、交通需給情報、イベント情
報、天気予報を分析し、交通需給を予測。 

 この予測にエネルギーデータ管理システムの地域電力需
給状況を加え、移動者に低コスト・省CO2・省エネルート
を提案。インセンティブの付与も可能。 

 交通事業者の運行計画効率化を情報支援。 

システム構成及び機能 

【事業紹介】需給制御を実現する新電力向けエネルギーマネジメントシステム 
 （豊田市実証 交通部門） 
 交通データ管理システム及びエネルギーデータ管理システム等で構成。地域の 交通関連
情報を分析し、交通需給ひっ迫解消に向け需要家・供給事業者双方を調整、マルチ
モーダルシフトを実現。 
 
 
 
 
 
 



 車体専有面積が小さく、交通混雑の激しい都心部での
走行能力や、従来の乗用車でアクセスできなかった地点
へのアクセス性能が向上。 

 公共交通＋ワンマイルモビリティの移動コストは、マイカー
のみの移動コストとほとんど変わらず。 

 専用駐車場への車輌偏在を調整する仕組みを実現、
移動者の片道利用を可能に。 

（資料提供）トヨタ自動車株式会社 

従来技術との対比 

実装に関する現状と方向性 
 交通過密の解決、中心市街地活性化、公共交通の補

完、観光客の回遊性向上への貢献が期待される。 
 5都市にそれぞれ駐車枠600車分と300車両を配置で

きれば、規模効果や原価低減効果により、初期開発費
も約6年で回収できる計算。 

 事業性向上には、車両区分に関する制度整備や、車両
レンタル・リースに関する義務の緩和が望ましい。 

 グルノーブル、東京、沖縄で引き続き実証。 
 
 

 定員1～2名、全長2.4 m×幅1.1 m、1充電当たりの
走行距離約50 kmの超小型EV「ワンマイルモビリティ」を
用いたカーシェアリングシステム。 

 交通需給情報と電力需給情報を統合し、移動者に低
コスト・省CO2・省エネルートを提案。 

システム構成及び機能 

【事業紹介】ワンマイルモビリティを通じた次世代型末端交通システムの導入 
（豊田市実証 交通部門） 
 超小型EV及び交通データ管理システム等で構成。公共交通との接続、移動自由度の
拡大を実現し、乗用車からのモーダルシフトを促進。 
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周辺サービス 

 様々なプレーヤーの参入を促進するためには、ディマンドリスポンスだけでなく、エネルギーマ
ネジメントシステムから派生する新たな周辺ビジネスを促進し、事業性を高めることも必要。
HEMSデータを利活用してセキュリティ(見守りサービス)、ヘルスケア等の生活サポートサー
ビスを提供するプラットフォームを構築し、サービス事業の検証を実施。 

 このようなサービスは、需要家の囲い込み及び他社との差別化を図ることを目的に提供さ
れているのが現状。 
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・各要素技術（ＥＭＳ等）・機器（蓄電池等）のコストが高い。 
・熱導管や自営線の設置等、エネルギー融通を行うためのコストが高い。 
・ランニングコストを回収するためのビジネスモデルを描くことが困難。 

 

 
・利害関係者調整、事業推進等を行う事業全体の推進役が不在。 
・エネルギー事業者等の専門家（会社）の参加が必要。 

 
・事業者側にメリットがある仕組みに偏重しており、需要家側のメリットが不明確。 
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今後の展開に当たっての課題 

第16回次世代エネルギー・社会システム協議会(平成26年4月24日)資料より作成   

経済性 

推進主体 

需要家のメリット 



～平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度～ 
スマコミ四地域実証 ネガワット取引実証 

（次世代エネルギー技術 
   実証事業の内数） 

バーチャルパワープラント構築事業 
 ー ネガワット取引実証 
 ー 需要家側の創・蓄・省エネルギーリソースの統合 
   制御実証（蓄電池、PV、ディマンドリスポンス等） （主な技術） 

 
・標準インターフェイス
（OpenADR、ECONET-Lite） 
 
・ディマンドリスポンス 
 
・蓄電池群制御 
 
・車両からの給電技術 
（V2H） 
 
・CEMS 
 

地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム(ERABフォーラム)・ 
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会(ERAB検討会) 

 今後は、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」、「地産地消型エネルギーシステムの構築」の２
つをターゲットとして展開。 

 「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」 については、「バーチャルパワープラント構築事業」でスマコ
ミ四地域実証の成果をさらに発展させたビジネスモデル実証を実施。また、需要家側エネルギーリソース
(PV,蓄電池,EV,エネファーム,ネガワット等)を集めてバーチャルパワープラントを構築するアグリゲーション・ビジネ
スの振興を目指し、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム/検討会を本年1月に設置。 

 「地産地消型エネルギーシステムの構築」 については、「地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推
進事業」を通じて分散型エネルギーシステムの地域モデルの検証及び社会実装を実施。 
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今後の展開の全体像① 

エネルギーアグリゲーションビジネス 

地産地消型エネルギーシステムの構築 



コミュニティの枠を超えた 
新たなエネルギーサービスの展開 

地域に根ざした分散型 
エネルギーシステムの構築 

概要 
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 
再エネ設備、蓄電池、ディマンドリスポンス等を統合的
に制御し、あたかも一つの発電所（仮想発電所）とし
て機能させる。 

地産地消型エネルギーシステムの構築 
エネルギーマネジメントシステム等を活用しつつ、
地域で生み出されるエネルギーの最大活用・最
適化を目指す。 

エリア・ 
エネルギー 

エリア：コミュニティに限定しない。 
エネルギー：電気に特化する。 

エリア：一定規模のコミュニティ。 
エネルギー：熱がメイン。電気も扱う。 

経済性 
• ビジネスモデル実証を行いビジネス化につなげる。 
（欧米でビジネス化事例有り。例：カナダのエンバ
ラ社） 

• どのような地域モデルであれば経済性が得られ
るか検証する。 

• （例：大規模排熱地と熱需要地の近接
性） 

推進主体 
• 統合制御者（アグリゲーター）として興味を示す企
業が複数あり。 

• アグリゲーション・ビジネスを推進させるためのフォーラ
ム/検討会も設置（28年1月） 

• 本推進事業の参画者が、ビジネス上の自立
的な推進主体となることに期待。 

需要家 
のメリット 

• インセンティブ支払いなど。 
（例：需要家保有設備の有効活用への対価。ディ
マンドリスポンス対応への対価。） 

• エネルギーコストの低減。 
• 低炭素エネルギーが利用可能。 
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今後の展開の全体像② 



検討・解決 

エネルギー・リソース・ 
アグリゲーション・ビジネス検討会 
(ERAB検討会) 
 
・1/29第１回,3/30第２回開催【経産省主催】 
・アグリゲーションビジネスの発展に向けた、官主体の
検討会 
・多岐に渡る課題（通信規格や制度整備等）につ
いて、実務者レベルで、全体像を整理。 

 ※構成者(全43者)： 
   有識者3名、企業35社(電力会社、ガス会社、新電力、 
      アグリゲーター、電機メーカー、自動車メーカー、通信会社、 
      住宅・デベロッパー)、業界団体5団体 

エネルギー・リソース・ 
アグリゲーション・ビジネス・フォーラム 
(ERABフォーラム) 
  
・1/26設立 【座長：林・早稲田大学教授】 
・民間主体でアグリゲーションビジネスを推進していく
ための合意形成の場 
・メンバーは企業のトップマネジメント層(役員クラス) 
 ※構成企業(全44社)： 
      電力会社、ガス会社、新電力、アグリゲーター、電機メーカー、 
      自動車メーカー、住宅・デベロッパー 

連携 

ネガワット取引に係る 
市場環境整備 

アグリゲーターの 
満たすべき要件検討 

通信規格 
(ECHONET Lite, 

OpenADR) 
諸課題 ・・・ 

 アグリゲーションビジネスが本格的に立ち上がるまで、官民で同じビジョンを共有し、検討課題の全体像
を整理しつつ、課題解決に向けて協調して持続的に取組を進めていくことが必要。 

 このため、産学のトップマネジメント層で構成される「エネルギー・アグリゲーション・ビジネス・フォーラム
(ERABフォーラム) 」(平成28年1月26日設立)と、官主体の実務的検討の場である「エネルギー・リ
ソース・アグリゲーション・ビジネス検討会(ERAB検討会)」(平成28年1月29日第1回開催)が相互
に連携し、ビジネスの振興に向けた検討を持続的に進めていく。 
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エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの推進体制 



分散型エネルギーシステムの海外展開 
 新たな市場の立ち上げに向け、世界で有数の再エネ導入地域の一つである米国ニューメキシコ州
で、世界に先駆けて平成21年度から実証をスタート。先端的な成果を基に課題解決策のプレゼン
スを示し、世界各地域に特化したニーズを生み出すことに寄与。 

 こうしたニーズに対し、ビジネスベースでも捉えつつ更なる深化を図り、本格的な市場の確立につな
げるべく、地域の特性に応じた実証を推進していく。 
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平成21年度 現在 

世界最先端地域での 
先行実証 

（米国ニューメキシコ実証） 

マイクログリッド 分散型 
発電システム 

ＰＶシステム 蓄電池 
システム 

ディマンド 
リスポンス 

スマート 
ハウス 

・エネルギーマネジメントシステム、メガソーラーＥＰＣ・Ｏ＆Ｍ、 
パワーコンディショナー・蓄電池、燃料電池 

直接的に喚
起し た ニ ー ズ  

本格的な 
市場の 
確立 

【米国】系統向け蓄電池ニーズ 
米国カリフォルニア州では、朝夕の急激な需要変動や
それに伴う電力品質の劣化が喫緊の課題として浮上
しており、課題解決のソリューションの提示が必要。 

【欧州】地産地消/アグリゲーションニーズ 
グリッドパリティに到達した地域における需要家向け自
家消費のニーズや、小口の余剰電力を市場で売買す
るニーズへのソリューションの提示が必要。 

【アジア】電力安定供給ニーズ 
系統そのものの安定化、工業団地等で停電や電圧
降下などを防ぐニーズ、ディーゼルからの再エネ・蓄電
池への置換ニーズ等へのソリューションの提示が必要。 

課題解決策
の プ レ ゼ ン ス
を示 し 、日本
企業の海外
展開の た め の
素地を創出  



【参考】米国ニューメキシコ州における実証の成果 
 先端的実証とその成果発表の結果、米国内のほか、第三国からも同様のソリューションを求める
ニーズを喚起。 

米国 

パワーコンディショナー＋蓄電池 

台湾  

エネマネシステム 

タイ 

メガソーラーＥＰＣ・Ｏ＆Ｍ 

ドイツ 

燃料電池 

実証ではPVの短周期の出力変動に対応すべく、系統の
電圧と周波数を調整する機能を確立。同機能を搭載し
たパワーコンディショナーを米国内他地域に展開。 

実証ではIT最先端の米国で、IEC等の通信に係る国
際標準への準拠と高度なサイバーセキュリティ対策を
実施。これをもとに台湾に同対策を施したシステムを
展開。 

実証では国内にない多日照量等、日本とは異なる環
境での設計・運用の基礎となる発電量シミュレーション
技術を確立。これをもとにタイ事業者からの要請でEPC 
およびO&Mビジネスを展開。 

実証では高地の低酸素濃度対応、日本のLNGとは
組成が異なるパイプライン供給天然ガスへの対応技
術を確立。 同様の技術を求める南アフリカの高地、
およびパイプライン供給天然ガスを使用するドイツにて
展開。 

ＮＭ 

南アフリカ 
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①【ECHOENT Lite WG】
電気自動車用充放電器、
ヒートポンプ（電気温水器）、
住宅用ＰＶ、業務用エアコ
ン・ショーケース等について、ア
グリゲーターが遠隔制御可能
となる仕様拡張規格を検討。 

②【OpenADR WG】 
競争領域として残しつつも、
標準規格として使用可能な
OpenADRをベースとしたサ
ブセットを検討。 

② 

① 

【参考】通信規格に関するWG 
        (①ECHONET Lite WG,②OpenADR WG) 

送配電事業者 小売電気電事業者 



【委員】 
 内田 明生  エナノック・ジャパン 取締役 
 大木 將司  双日 原子力・ユーティリティ事業部担当部長 
 大橋 弘   東京大学大学院 経済学研究科教授 
 岡本 浩   東京電力 技術統括部長／系統広域連系推進室長 
 小坂田 昌幸 東芝 コミュニティ・ソリューション技師長 
 谷口 直行  エネット 営業本部長 
 長尾 昂   エナリス 経営戦略室担当部長 
 西村 陽   関西電力 お客さま本部営業計画グループ担当部長 
 林 泰弘   早稲田大学 先進グリッド技術研究所教 
                      （５０音順、敬称略） 
 

【オブザーバー】 
 國松 亮一  日本卸電力取引所 企画業務部長 
 
 

【事務局】 
 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
                  新産業･社会システム推進室 

ネガワット取引のガイドライン作成検討会 

主な検討項目 
 

 （１）ベースラインの設定方法 
   節電要請がなかった場合の電力消費量の推計方法 
 

 （２）需要削減量の測定方法 
   評価対象とする時間区分やデータ計測単位 等 
 

 （３）その他 
   節電失敗時の取扱 等 

＜ベースラインの考え方＞ 
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【参考】平成26年度:ネガワット取引に関するガイドラインの策定 
 平成26年４月に有識者から構成される「ネガワット取引のガイドライン作成検討会」を設置し、平成

27年３月にネガワット取引に関するガイドラインを策定。 
 
 本ガイドラインは、ネガワット取引において具体的に想定される問題となり得る下記の事項について、関
係者が参考とすべき基本原則となる具体的な指針を定めるもの。ネガワット取引が公正に行われてい
るかどうかの監視を行う際の判断材料の一つとして活用されることも想定される。 

   （１）ベースラインの設定方法   （２）需要削減量の測定方法   （３）契約のあり方 



37 

 ３社の電力会社（東京電力・関西電力・中部電力）と約20組のアグリゲーターの参加のもと、多様な属性
（業種、保有設備等）の需要家においてネガワット取引の実証事業を実施。 

 以下の結果が得られた。 
– 需要削減に関して成功率が最も高いアグリゲーターの成功率は85％以上であった。 
– 設備別にみると、制御機器が自家発である場合に相対的に高い成功率が得られた。 

30

57
6765

41

58
50

81

冷凍・冷蔵庫 生産ライン 空調 自家発 

（%） 

6 418 252 12 18 89 846 26,500 
参考）8～12月のDR発動回数 

10分前予告DR 
1時間前予告DR 機器別の成功率 

1時間前予告DR 10分前予告DR 

（%） 

参考）8～12月の 
      DR発動回数 

93.8 85.7 

アグリゲーターAの成功率 

【参考】平成27年度:ネガワット取引実証 
 

B 
A 

契約節電量 

実際の 
節電量 

 ③ 
 節電要請回数に対する 
 「成功」の回数の割合 
 
  ＝ 成功率 

① 
Aに対するBの割合(%) 
 
  ＝ 
 
で「成功」/「失敗」を判断 

達成率 

「達成率」と「成功率」 

② 
達成率90%以上⇒成功 

28 32 
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検討会出席者 検討テーマ 

• 短期断面と長期断面におけるネガワット取引の効果（ネガ
ワット取引による発電設備の回避費用）、ネガワット取引の
費用（ネガワットを創出するためのコスト）をkWベースで検討。 

  ⇒効果：約3,500 ～ 9,000 円/kW/年 
        （現存する発電設備の維持管理の回避費用 
          ＋将来建設する発電設備の投資の回避費用） 
    費用：約700 ～ 7,000 円/kW/年 
             ネガワットを創出するためのシステム費などのコスト) 

 

• ガイドライン改定に向けて卸取引でネガワットを扱う際の事
業者間のルール整備（売上補填含む）。 

   ⇒アグリゲータと小売間の取引ルールに関して一通りの論    
点を提示。 

• 平成27度のネガワット取引実証のデータを用いネガ
ワットの反応時間、需要削減量の確実性などについて
定量的に整理・評価。  

  ⇒p.37参照  

【出席者】（５０音順、敬称略） 
 
学識経験者及び関係事業者 
秋山 一也 株式会社エネット 経営企画部長 
石井 英雄 早稲田大学 先進グリッド技術研究所 上席研究員 
伊藤 久徳 中部電力株式会社 経営戦略本部 部長 
市村 拓斗 森・濱田松本法律事務所 弁護士 
市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長 
内田 明生 エナノック・ジャパン株式会社 取締役 
大橋 弘 東京大学大学院 経済学研究科 教授 
大山 力 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 
小坂田 昌幸 株式会社東芝 社会インフラシステム社 
 サービス・ソリューション技師長 
塩川 和幸 東京電力株式会社 執行役員  
 パワーグリッド・カンパニー・バイスプレジデント 
永井 卓 株式会社ＮＴＴファシリティーズ スマートビジネス本部 
 エネルギーサービス部 サービス開発担当部長 
長尾 昂 株式会社エナリス 経営戦略部 部長 
西村 陽 関西電力株式会社 お客さま本部 担当部長 
山口 順之 早稲田大学 先進グリッド技術研究所 
 
関係機関 
石坂 匡史 電力広域的運営推進機関 企画部 部長 
岩男 健佑 電力取引監視等委員会 総務課 課長補佐 
國松 亮一 一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 
 
【事務局】 
資源エネルギー庁 
 省エネルギー・新エネルギー部 新産業･社会システム推進室 
 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給・流通政策室  
 

【参考】平成27年度：ネガワット取引の経済性等に関する検討会 
 有識者による検討会を開催し、ネガワット取引の経済性等について検討を行った。 
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【参考】平成28年度：ネガワット取引市場創設に向けたガイドラインの改定 39 

主な検討項目 
 

 （１）ベースラインの設定方法の改定 
    実需給の１時間前までにベースラインを算定するため、 
    ベースラインを算定するための算定対象期間を変更。 
 
 
（２）売上補填の設定方法の追加 
     需要削減に伴い売上が減少する小売電気事業者 
     に対する売上補填の設定方法を例示的に追加。 
    

 平成２９年中の「ネガワット取引市場」（小売電気事業者がネガワットに関して卸取引をする市場）の創設(平
成２８年１１月の総理発言)に向けて、主に以下の事項について改定・追加する。 

 （１）ベースラインの設定方法の改定  （２）売上補填の設定方法の追加 
 平成２８年４月に有識者から成る「ネガワットＷＧ」を設置し、ガイドラインの改定案を検討。パブリックコメントを
経て平成２８年６月末頃をめどに改定予定。 

【委員】 

 石井 英雄        早稲田大学 先進グリッド技術研究所 教授 
   秋山 一也        株式会社エネット 経営企画部長 
  市村 拓斗       森・濱田松本法律事務所 弁護士 
  市村 健         エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長 
  内田 明生       エナノック・ジャパン株式会社 取締役 
   大橋 弘           東京大学大学院 経済学研究科 教授 
   大山 力       横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 
   小坂田 昌幸        株式会社東芝 サービス・ソリューション技師長 
   塩川 和幸         東京電力パワーグリッド株式会社 技監 
   永井 卓     株式会社ＮＴＴファシリティーズ サービス開発担当部長 
  長尾 昂     株式会社エナリス 経営戦略部 部長 
   西村 陽         関西電力株式会社 お客さま本部 担当部長 
   古田 裕和         中部電力株式会社 販売カンパニー 戦略グループ 課長 
 

【オブザーバー】 
 國松 亮一         日本卸電力取引所 企画業務部長 
    石坂 匡史         電力広域的運営推進機関 企画部 部長 
    岩男 健佑         電力取引監視等委員会 総務課 課長補佐 
 
【事務局】 
 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産業･社会システム推進室 

ネガワットＷＧ 
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