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１．実証の目的とその評価 

目標 実績 

ＣＯ２排出量 ５０％削減 
（Ｈ１７年一般街区排出原単位との比較） 

５１．５％ 

省エネルギー率 電力使用量２０％削減 
（Ｈ１７年一般街区値との比較） 

４０．５％ 

ピークカット １５％カット 
（Ｈ２２年３０分最大値との比較） 

＋２．６％  注） 

目標 実績 

需要家が，再エネの設置や省エネ活動を通じ地域エネルギーに
貢献する生産消費者へと変革する（住民の参加） 

住民参加の地域エネルギーマネジメントは所期の成果を得た。 
エコツアーや情報公開により，住民の意識向上が図れた。 

地域節電所（ＣＥＭＳ）を中心に住民が自ら「考え」「参加す
る」ための新しいエネルギーシステムを構築する （ハードの整備） 

ＣＥＭＳ，スマートメータにより地域全体のデータ収集（３０分
値），解析，需要家への情報配信を行った。 

地域のエネルギー情報の見える化や，ダイナミックプライシングなど
を導入し，住民の利益と地域エネルギーシステム貢献を両立する 
仕組みを構築する（社会システム，制度） 

過去の需要家電力料金をベースとしたデマンドレスポンス制度検
討を行い，適切な料金制度を設定した。 
ＣＥＭＳデータ活用により統計的に有意な制度解析を行った。 

【定性目標】 

【定量目標】 

注）地域需要の大半を占める事業所の生産量増加により，ピーク時の削減ができなかったものと考えられる。 
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２．主な取組と成果 
主な取組 工夫した点 成果 

ＣＥ
ＭＳ 

・需要家ＥＭＳ，スマートメータと連携 
 による地域エネルギー全体最適化 
・デマンドレスポンス制度設計，解析 
・再エネ大量導入時の需要家ＰＣＳ 
 を活用したにおける配電電圧制御 
 

・統一インターフェースによるＥＭＳ連携 
・需要家の過去の電力料金をベースとした 
 適切な料金制度の検討 
・電圧アンシラリー配賦に着目した社会シ 
 ステム実証を計画 

・地域全体の３０分値の収集 
・統計的に有意なデマンドレスポンス需 
 要家反応の解析ができた 
・地域エネルギーネットワークの最適化設 
 計ソフトを構築した 

ＨＥ
ＭＳ 

・全４プロジェクトを実施 
・ＣＥＭＳと統一インターフェースで情 
 報連携し，デマンドレスポンス対応 

・街区／戸建／集合住宅，直流給電な 
 ど多様なＨＥＭＳ実証を実施 
・見える化，蓄電システム利用，給湯器 
 利用など需要家設備に対応した需要家 
 反応を解析した 
 

・既築／新築，および住民のライフスタ 
 イルに対応したＨＥＭＳ適用の知見 
 を得た 
・アンケート調査により世帯層別のデマン 
 ドレスポンス反応の知見を得た 

ＢＥ
ＭＳ 
ＦＥ
ＭＳ 

・全１５プロジェクトを実施 
・ＣＥＭＳと統一インターフェースで情 
 報連携し，デマンドレスポンス対応 
 

・工場，事業所，商業施設，病院など 
 さまざまな業態のＢＥＭＳ実証を実施 
・蓄電・ＥＶ利用，水素利用，熱マネジ 
 メントなど各種のエネルギー管理を実施 
 

・各業態におけるエネルギー最適化の知 
 見を得た 
・ピークカットは，工場の操業が好転した 
 ため，所期の成果が得られなかった 

ＥＶ ・全２プロジェクトを実施 
・ＣＥＭＳと統一インターフェースで情 
 報連携し，デマンドレスポンス対応 
 

・ＥＶエコドライブ支援システム，およびＦ 
 ＣＶによるＶ２Ｈ／Ｖ２Ｌを実証 
 

・ＥＶ急速充電器の稼働制御による 
 ピークカット効果を実証・評価した 
・ＦＣＶからの電力供給によるピークカッ 
 ト効果，非常用電源としての有用性 
 を検証できた 
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３．成果が活用されている事例 

活用したシステム 
（実証で開発した物） 

活用先 
（活用したプロジェクト等） 

活用方法 特徴 

事例
Ａ 

・ＣＥＭＳ 
・ＢＥＭＳ 
・蓄電システム（防災自立 
 電源） 

釜石市スマートコミュニティ 
クラウドＣＥＭＳ 
 

復興インフラのスマート化にあ
たり，北九州ＣＥＭＳのアプ
リケーションサービスにより主要
施設のエネルギー管理を構築 

・既設ＣＥＭＳのアプリサー 
 ビスで初期投資を抑制 
・地域ＰＰＳ設立を視野に 
 順次機能拡張が可能 

事例
Ｂ 

ＣＥＭＳ 
ＨＥＭＳ（クラウドＨＥＭ
Ｓを標準インターフェースで連
携） 

北九州城野ゼロカーボン先
進街区ＣＥＭＳによるタウン
マネジメント（構築中） 

新規開発地域のＨＥＭＳ，
ＢＥＭＳを北九州ＣＥＭＳ
に連携し，地域内の熱・電気
を最適化する，ゼロカーボン・
タウンマネジメントサービス支援 

・ＣＥＭＳとクラウドＨＥＭ 
 Ｓサービスの情報連携によ 
 り順次分譲される施設に柔 
 軟に対応 

事例
Ｃ 

ＣＥＭＳ（コージェネ最適
運用） 
ＦＥＭＳ 
蓄電システム（ＢＣＰ） 
 

インドネシア スラバヤ市工業
団地スマート化（ＦＴ中） 
新興国を中心に同種のプロ
ジェクトを６件活動中 

オンサイトコージェネによる熱電
併給ＣＥＭＳ，ＦＥＭＳに
よるエネルギー利用効率向上 

・コージェネによるCO2削減 
・自営線敷設による電力供 
 給信頼度向上（工場Ｂ
ＣＰ） 

事例
Ｄ 

ＣＥＭＳ（地域ＰＰＳ同
時同量運用支援，デマンド
レスポンスを予定） 
ＢＥＭＳ（需要家見える
化） 

地域エネルギー拠点化推進
事業（計画中） 

響灘地区に大規模火力，バ
イオマス，風力，太陽光など
の電源を開発し，地産エネル
ギーとして，ＣＥＭＳを活用
した地域ＰＰＳにより市民に
安価で安定な電力を供給 

・発電所のリソースを誘致工 
 場で利用 
・発電所，工場の廃熱利用 
 促進 
・公共ごみ発電による地域Ｐ 
 ＰＳ 
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４．社会実装に当たっての課題と今後の展開 

課題 
（１）プレーヤの課題 
  ・自治体，地方ガス主導で地域ＰＰＳの設立が活性化しつつあるが，常時バックアップ利用や大 
    手ＰＰＳのＢＧに入るケースが多く，住民サービスとしての競争力が小さい 
  ⇒ 取組① 「これからのまちづくりの提案」 
     地方創生，住民ＱＯＬ向上の一環としてのＣＥＭＳの付加価値を含めて活用するタウンマネジ 
     メントプレーヤを創出するための仕掛け，仕組みの構築が必要 
  ⇒ 取組② 「地域エネルギーとの共存」 
     地産エネルギーとの共存を進めるエネルギー拠点化事業を推進，地域ＰＰＳを設立 
 
（２）コストの課題 
  ・地域エネルギー需給のキーテクノロジの一つである蓄電システムのコストインパクトが大きい 
  ⇒ 取組③ 「地域エネルギーにおける蓄電システムの展開」 
     蓄電システムや水素タウン構築，普及のためのプロジェクトの推進 
 
  ・ＣＥＭＳ，需要家ＥＭＳの投資メリットが小さい 
  ⇒ 取組④ 「電力改革新制度に対応したＥＭＳアグリゲータ／クラウドＣＥＭＳ」 
     ＥＭＳ，ＣＥＭＳのクラウドサービス化による初期コスト低減 
     デマンドレスポンス実証成果ととりいれた地域ＰＰＳの事業性向上 
     電力改革新制度に対応したＶＰＰなどの適用技術，ＩｏＴ技術開発によるサービス機能高度化 
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４．社会実装に当たっての課題と今後の展開 
取組① 「これからのまちづくりの提案」 

  ・需要家と地域のエネルギーの役割を考えたエネルギーのベストミックスの都市を設計
  ・需要家が地域エネルギーに参加するための仕掛け・仕組みをデザイン 
  ・タウンマネジメントプレーヤの育成，事業化支援 （新規開発地域 城野地区ＴＭＯ支援） 

・電気を賢く使う社会 
・ＤＲによる需要家参加 

地域節電所 
ＣＥＭＳ 

クラウド
EMS 

データ連携 

需要家 一般電気事業者、 
自治体出資発電会社、 

など 

地域ＰＰＳ、 
タウンマネジメント、 
デベロッパーなど 

卸売契約 

•需給計画＆管理 
•ネガワット 
•電力・熱融通支援 
•蓄電システムの活用 

•各種EMSサービス 
•地域電力の見える化 
•地域の情報サービス 
•インセンティブ 

地
産
地
消 

A地域 

太陽光、風力、 
水素など 

EMS 

EMS 

供給契約 エ
ネ
ル
ギ
ー 

融
通 

・地産エネルギー活用 
・災害につよいエネルギーシステム 

自治体 
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４．社会実装に当たっての課題と今後の展開 
取組② 「地域エネルギーとの共存」 
   ・地域エネルギー拠点構想の推進 
     響灘エネルギー拠点化構想（下図・推進中），将来は地域ＰＰＳにより市内に供給 

   ・地産エネルギーを活用した地域ＰＰＳの運営 
     株式会社北九州パワー（平成２８年４月より供給開始） 
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４．社会実装に当たっての課題と今後の展開 
取組③ 「地域エネルギーにおける蓄電技術の展開」 
  ・離島マイクログリッドにおける蓄電，安定化エネルギーシステム制御（ＪＩＣＡ ＯＤＡなど） 
  ・蓄電，ＣＧＳによる電源事情の悪い新興国工業団地のＢＣＰ化（ＮＥＤＯ ＦＴ） 
  ・地域分散エネルギー＋蓄電による自立電源化（レジリエントインフラ，釜石復興スマートインフラ） 
  ・風力等エネルギー拠点の余剰電力による水素製造，ＢＣＰプロジェクトを計画（水素タウン構想） 

取組④ 「電力改革新制度に対応したＥＭＳアグリゲータ／クラウドＣＥＭＳ」 
  ・実証成果を統合エネルギーサービスとしてクラウドサービス化し，低コストと高度化を両立 （下図） 

  ・デマンドレスポンス実証成果を応用した電力制度設計を検討，クリティカルボトムプライシングによる再生可能エネルギーの   
   大量導入時の需要喚起メリットの創出 （地域ＰＰＳの制度設計） 
  ・ＩｏＴやＶＰＰ対応技術開発による，地域ＰＰＳの運営の高度化，需要家メリット最大化 （統合エネルギーサービス高度化） 

ＶＰＮ

発電情報
アグリゲータ

需給運用

統合エネルギーサービス（アプリケーションサービス）

蓄電池

ＶＰＮ
需要家管理

　ＣＥＭＳ
・ＤＲ
・再エネ予測
・エネルギー
　最適化
　（水素，熱）発電所

　クラウド
　ＢＥＭＳ
・見える化
・省エネ診断

データアグリゲーションプラットフォーム

発電事業者
　・発電制御
　・施設稼働管理

需要家クラウドＢＥＭＳ
　・見える化
　・省エネ診断
　・マンション一括受電

新電力，ＥＳＰ
　・発電制御
　・同時同量
　・需要家管理
　・ＤＲ
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