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ビル用マルチシステムの概要 

 

（出典）ダイキン工業株式会社 ＨＰ 

 

○ また、次世代自動車を例にとって燃料電池自動車を電気自動車と比較す

ると、水素の供給も含めた制御がより複雑であり、高温への耐熱、排水等

の高度の制御が必要とされることから、燃料電池自動車はよりコモディテ

ィー化が進みにくい製品であると考えられる。我が国のみで商品が市場化

されている家庭用燃料電池（エネファーム）などの技術とあわせて、水素・

燃料電池の分野においては、我が国企業が今後ともコモディティー化に陥

らず、技術力を活かした競争優位を維持していくことが期待される。 

 

（参考３）燃料電池自動車と電気自動車の構造について 

  電気自動車は蓄電池に充電した電気エネルギーでモーターを駆動するが、

燃料電池自動車は、燃料電池スタックに水素タンクに充填した水素と、空

気を送り込み、発電した電気でモーターを駆動する。 

電気自動車においては蓄電池に蓄えられた電気のインバーターを使った

電気モーターの出力（回転）制御、減速時のブレーキ（回生）制御技術が

必要とされる。一方、燃料電池自動車は蓄電池、燃料電池スタック（発電）、

ブレーキ（回生）等の統合制御技術、燃料電池スタックへの高圧水素や空

気の供給制御、燃料電池スタックからの排水制御、燃料電池スタックで発

生した排熱のラジエーターでの冷却制御、燃料電池スタックでの湿度制御
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などが必要となり、制御技術が複雑になるとともに、耐熱性、耐圧性、対

水素性など部素材のすり合わせが必要になる。 

 

燃料電池自動車（上）と電気自動車（下）の構造 

 

 

（出典）本田技研工業 

 

（出典）日産自動車 

 

（２）エネルギービジネスにおける「意味的価値」の追求 

 

○ ひとたびコモディティー化の局面に入ると、投資体力に優位性がある事

業者に有利な「パワーゲーム」が行われることとなる。巨額の投資判断な

どに関する意思決定を迅速に行うことのできる企業が強みを発揮しやすい。 
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○ この局面において、技術開発により機能を追加した高付加価値品にシフ

トし、価格競争力に左右されない上位層の顧客の獲得を狙うことが典型的

な日本企業の戦略であるが、技術のデジタル化とともに製品のコモディテ

ィー化も加速しており、技術の優位性のみを梃子に勝ち続けることには一

定の限界がある。 

 

○ 我が国企業の持つ優れた技術力は貴重な財産であるものの、技術の高度

化の前に必要なことは、市場シェアのＮｏ.１やＮｏ.２を獲得・維持でき

るような圧倒的な優位性を保つことができる市場のターゲティングである。

仮に、技術の優位性を有していたとしても、シェアのＮｏ.１やＮｏ.２を

獲得・維持できない市場領域では、必要に応じて自社の技術やリソースを

手放し、その資源を新たな領域へ振り向けるといった大胆な戦略も必要と

なる。 

 

○ 市場シェアのＮｏ.１やＮｏ.２を獲得・維持するためには、機能的価値

だけでなく「意味的価値」の追求も必要である。意味的価値とは、技術や

製品の品質等に化体されない価値であり、優れた技術力を持つ我が国企業

が技術力を活用しながら機能的価値に加えこの意味的価値を商品に与える

ことができれば、パワーゲームを回避し、市場優位を持続的に維持するこ

とが可能となる。 

 

○ 自動車産業においてはブランド価値が大きいと言われるが、これは自動 

車に占める意匠性の持つ価値に加え、安全やアフターサービス（安心）の持

つ価値が意味的価値として表れたものであると考えられる。エネルギービジ

ネスにおいても、安全や安心の持つ価値は大きく、東日本大震災以降安心や

安全へのニーズが強まっていることから、新たなエネルギービジネスにおい

ても意味的価値の付加の余地は大きいと考えられる。 

 

（参考４）技術力を活用した意味的価値の付与について 

  商品の価格は機能的価値と密接に結びつくが、意味的価値を付与するこ

とで、より高い価格を実現することが可能となる。我が国企業の技術力に

よる卓越した機能の商品に技術を活かした意味的価値を付与することで、

市場優位を持続的に維持することが可能となることが期待される。 
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意味的価値 

 
    （出典）ＭＥＴＩ作成 

 

（参考５）ダイキン工業の中国における意味的価値の創出の取組について 

ダイキン工業は１９９０年代後半、先進各国のメーカーに対する最後発

組として中国に進出。中国においては、当時すでに４００社以上の現地メ

ーカーが低価格品を供給し、価格競争が激化していたが、同社は競争力維

持のため、当時中国で主流だった床置式ではなく、天井埋め込み式のエア

コンを提案。工事技術を重視した特約店網形成、最新技術を高価格でも購

入する優良ユーザーにターゲットを絞ったブランド型販売戦略、前金回収

システムの導入、調達部品の全数検査による品質確保、日本並の２４時間

３６５日保守サービス等を展開。メンテナンス、トラブル対応が重視され

る業務用でブランドを確立し、家庭用にも進出。ステータスシンボルとし

て赤や青のデザインの「見せるエアコン」に対応するとともに、強みを持

つ業務用ビル用マルチエアコンを高級住宅・マンション用に販売するなど

の展開を図り、「エアコンのベンツ」と呼ばれる高級ブランドとしての地位

を獲得した。 

 

（３）製品メーカーの川下獲得による顧客価値獲得 

 

○ 市場の拡大局面にあって、技術力の向上や保持だけで競争優位を保つこと

には限界がある。このような局面にあっては、技術の高度化・差別化に投資

を行っても、それに見合うほどの市場価値が獲得できない場合も多い。とこ

ろが、川上においてパワーゲームに陥った状況であっても、バリューチェー

ン全体を見渡せば、システム・インテグレーション、Ｏ＆Ｍをはじめとした

川下には参入余地が残されている場合もある。川下への進出により得られる
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収益の水準は産業ごと分野ごとに異なるものの、この領域に進出して顧客を

囲い込むことにより、継続的な収益の獲得や、垂直統合による戦略的な事業

展開を行うことができる可能性がある。 

 

○ また、川下進出による顧客の囲い込みは、顧客も気づいていなかった潜在

的なニーズの汲み上げの可能性を高め、単なる技術の向上ではない、顧客が

気づいているニーズを超えた新たな製品価値の創出という形でのフィード

バックを可能とするという意味も有する。 

 

（参考６）ＧＥエナジーの発電用機器付帯サービスについて 

ＧＥエナジーは最新型ガスタービン、蒸気タービン発電機、風力タービ

ン及びガスエンジンといった発電技術を強みとするエネルギーインフラ企

業である。同社は機器の納入だけでなく、付帯サービスの拡大に力を入れて

いる。特に発電設備の保守及び改良サービス事業では、主にＧＥの発電用機

器に対して部品の供給、設備の検査、修理、技術員の派遣等の技術サービス､

出力増加、性能向上等のアップグレードサービス、またそれらをまとめた長

期保守契約サービスを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＧＥエナジー社 

 

（４）部素材メーカーによる製品メーカーとの連携による顧客価値獲得 

 

○ 従来は、顧客のニーズを汲み取った製品メーカーが主導した技術開発を通
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じ、意味的価値の創出が行われてきた。しかしながら、「パワーゲーム」の

競争の中、製品メーカーの技術開発投資が低下しており、従来製品メーカー

がリードして行われてきた部素材メーカーとの垂直連携による商品開発力

が低下している。 

 

○ このような状況の中で「パワーゲーム」に勝ち抜くイノベーションを創出

していくには、部素材産業が製品メーカーとの連携をさらに強化することに

より、自らの技術力・資本力を活用し、製品メーカーの顧客のニーズを掘り

起こすことにより、意味的価値の創出を行い、市場価値のある製品を広く展

開していくことが必要である。 

 

○ 既に、化学メーカーと有機ＥＬパネルメーカーの共同技術開発の例をは

じめ、部素材メーカーが製品メーカーをリードして共同技術開発を行うこ

とにより新製品開発に向けた部素材の開発を行っている事例も見られる。

このような共同技術開発は、製品メーカーにとって、部素材メーカーの技

術力を活用しながら新製品を開発できるとともに、部素材メーカーにとっ

ても、新しい部素材の開発により、従来の顧客からは得ることが難しくな

ってきている高い価値を開拓する契機となる。 

 

 

（出典）第４回研究会 三菱ケミカルホールディングス プレゼンテーション資料 

 

○ このような共同技術開発により、製品メーカーによる部素材評価ノウハ

ウの活用、製造プロセスを視野においた部素材開発が行われることから、

革新的な新製品の開発に向けたイノベーションが加速されることが期待さ

れる。 
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２．エネルギー需要家サイドから新たなビジネスを創出する 

 

（１）需要サイドからのイノベーションの可能性 

 

○ 電気は、生産量と消費量のバランスが崩れると電力ネットワークの周波数

のひずみを引き起こすため、消費に合わせて生産を行う必要がある貯蔵の利

かない商品であると言われてきた。しかしながら、近年、蓄電池のコストダ

ウンが進み、電気を化学エネルギーに変換して貯蔵を行い、必要に応じて電

気として取り出すことが現実的に可能となってきた。 

 

○ また、近年、ＩＴ技術の進展により、エネルギー制御技術の進展が見られ

ている。家庭エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、ビル・エネルギー管理

システム（ＢＥＭＳ）、地域エネルギー管理システム（ＣＥＭＳ）などの様々

なエネルギー管理システム（ＥＭＳ）が開発され、エネルギー機器のネット

ワーク化も同時に進んでいる。  

エネルギー管理システムの開発により、ネットワーク化された発電設備、

エネルギー機器、蓄電池の制御により、エネルギーの生産、消費、貯蔵を制

御することが可能になった。 

 

○ このように様々なエネルギー管理システムによるエネルギー生産、消費、

貯蔵の制御により、エネルギーの面的な有効利用の促進を図る、「スマート

コミュニティ」の構築が、エネルギー政策上、エネルギー利用効率の向上、

ピークカット・節電の推進、災害対応などのエネルギー面の安全の確保など

を目的として推進されてきたところである。 

横浜市、豊田市、けいはんな、北九州市の４地域において大規模な実証事

業が行われ（「次世代エネルギー・社会システム実証事業」）、需給に即応す

る電気料金の仕組み（ダイナミック・プライシング）による需要家の節電や

ピークシフトの効果を検証されてきた。また、スマートコミュニティ実証事

業の成果を活用しながら、東北三県においてはスマートコミュニティの構築

に向け、７つの地域においてマスタープランに基づきスマートコミュニティ

の構築が開始されたところである。 

 

（参考１）東北におけるスマートコミュニティの構築について 

復興フェーズにある被災三県（福島、宮城、岩手）において、スマート

コミュニティを構築。現在、昨年冬に認定されたマスタープランに基づき、
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平成２７年度末までにスマートコミュニティを構築。 

 

  （出典）ＭＥＴＩ作成 

  

○ 過去通信事業においては、通信技術の進展を背景とした規制改革を契機と

して新たなプレイヤーが参入し、需要家のニーズに応じ、既存のプレイヤー

と異なるサービスを提供した結果、端末機器の技術革新やインターネットと

それを基盤とした様々なアプリケーションの急速な発達が見られた。 

 

（参考２）ＭＶＮＯの新規参入について 

急速な技術革新等を背景として、自ら無線局を開設・運用せず、移動通

信事業者の提供する移動通信サービスを利用して自社ブランドで移動通信

サービスを提供するＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator：仮想移

動体通信事業者）のビジネスモデルの多様化が期待されることを踏まえ、

２００２年にＭＶＮＯの関連法規（電気通信事業法及び電波法）の適用関

係を明確化にした「ＭＶＮＯ事業化ガイドライン」が策定されて以降、Ｍ

ＶＮＯの事業者数は９０社超に達している。 
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（出典）第１回研究会 ＮＴＴコミュニケーションズ プレゼンテーション資料 

 

○ 同様にスマートコミュニティ構築の動きは、全面自由化、発送電分離の方

向で実施予定の電力システム改革と相まって、エネルギー分野において需要

家のニーズに応じたサービスの提供を行う新たなプレイヤーの参入を促し、

非連続的なイノベーションを誘発する契機となる。 

 

（参考３）ネットワーク技術の革新について 

情報通信ネットワークは、当初大型コンピュータを基幹とする集中処理

型アーキテクチャを取っていた。その後ＰＣが低廉化・高性能化して普及

し、かつ PCメーカー間で技術がオープン化されたことでシステムとしての

低廉化・高性能化が加速した。このような技術革新と競争基盤の形成が、

現在に至るネットワークコストの低廉化と自由競争の端緒の一つとなった。 

 

 

 

（出典）第１回研究会 ＮＴＴコミュニケーションズ プレゼンテーション資料 
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○ 石油ショックが自動車エンジンの効率の向上などの省エネルギー技術の

触媒の役割を果たしたように、我が国の現在の厳しい電力需給、高いエネル

ギーコストは、スマートコミュニティの分野のイノベーションを誘発し、我

が国新たなエネルギービジネスの競争力を強化する可能性が高い。 

 

○ 例えば、我が国重電メーカーは、列車の運行ダイヤ、鉄鋼・化学プラント

の製造プロセス管理、電力系統の管理をはじめとした複雑な制御技術を有し

てきた。これに留まらず、自動車エンジンなど、ものづくりとの連関の深い

高度な制御技術を持つ企業を有する。スマートコミュニティの中核を占める

エネルギー管理システムの市場を押さえることにより、エネルギー機器の単

なる機器売りに止まらず、システム全体での市場で存在感を示すことが期待

されている。 

 

○ また、既にＢＥＭＳの導入が進むとともに、需要家の省エネやピークカッ

トを取りまとめる新たなアグリゲータービジネスが出現しており、電力会社

においても、これら、アグリゲーターとの契約を開始している。ＨＥＭＳ、

ＢＥＭＳ，蓄電池などの技術は、電力会社による柔軟な電気料金の提供をは

じめ、デマンドレスポンスサービスなどの新たなサービスを提供するビジネ

スを可能とする。 

 

（２）スマートコミュニティのビジネスモデルの確立 

 

○ 我が国においては高品質なエネルギーが供給されてきたことの結果とし

て、品質をはじめとするエネルギーそのものの差別化が困難である点が需要

家に向けたスマートコミュニティの新サービスにとって課題である。 

 

○ エネルギーそのものの差別化は困難であり、エネルギーコストの削減だけ

に注目してコスト回収を行うことは簡単ではないが、新しい事業者の市場参

入により、セキュリティ、通信などの他サービスとのバンドリングで一括課

金を行い、コスト回収を可能とするビジネスモデルが開発されることが期待

されており、我が国スマートコミュニティ実証事業においても電力会社、マ

ンション管理会社などによりこのような取組が検討されている。 

 

（参考４）大京アステージの取組について 

  マンション管理業大手の大京アステージは、横浜市スマートコミュニテ



115 
 

ィ実証事業の一環として、２０１２年度より電力の一括受電を行っている

マンションに無料でＨＥＭＳを配布するとともに、「くらしスクエア」とい

うＨＰを経由して、セキュリティ（見守りサービス）、クリーニングサービ

ス、ケーブルテレビ、ヘルスケア等のサービスの提供を行う予定。 

  ＨＥＭＳのコストは、ＨＥＭＳ導入によるマンション管理の合理化によ

り賄い、電力料金も合わせて「くらしスクエア」で提供されるサービスの

課金は一括で大京アステージによって徴収されることとなる予定。 

 

横浜市における大京アステージの実証概要 

 

（出典）株式会社大京アステージ 

 

（参考５）通信事業、エネルギー事業、水道事業の一括課金モデルについて 

スマートメーターは電力以外のユーティリティーにも普及すると考えら

れる。このため将来は、通信・エネルギー・水道の３事業について公共料金

を一括して課金するサービスが生まれる可能性がある。 
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（出典）第１回研究会 ＮＴＴコミュニケーションズ プレゼンテーション資料 

 

○ また、実証事業を離れても、例えば、一括受電マンションにおいて、電気

の提供とディマンドリスポンス・サービスを併せて提供し、セキュリティ、

通信などのサービスと一括課金を行うモデルのビジネス化に向けケーブル

テレビ事業者、不動産事業者をはじめ多様な事業者の参入が進んでいるとこ

ろである。 

 

○ このような、医療、セキュリティなどの他分野とエネルギー分野の融合は

単にスマートコミュニティのビジネスモデルの確立にとどまらず、見守りサ

ービス、在宅医療などの新たな医療サービスの形成を促すことが考えられて

いる。電力システム改革の成果はエネルギー分野のみならず、様々な他分野

に波及し、我が国産業全般のイノベーションを促進する可能性を有している

ものである。 

 

○ さらに、今後、ＤＲサービスについて、単なる電力使用量の削減という効

果に止まらず、電力会社の発電所建設コストの削減という価値が正当に評価

されれば、需要家に向けた新サービスの採算性の改善に大きく貢献すること

になる。 

 

３．グローバルマーケットを指向する 

 

（１）標準化 

 

○ 我が国のエネルギー需要が今後大きく増加することは期待されない。「新

たなエネルギービジネス」は、我が国の市場のみをターゲットにするので

はなく、グローバル市場をターゲットとする「普通の産業」を目指すべき
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である。 

 

○ 従来我が国エネルギービジネスは、我が国電力・ガス事業者からの厳し

い要求に応え、高品質の製品を供給してきた。我が国電力・ガス事業者は

高い評価技術を有しており、メーカーと連携し高い品質への作り込みに大

きな貢献を行ってきたのは事実である。 

 

○ しかしながら、この作り込みの結果、地域ごとに仕様が異なり、品質は

高いものの、コストが高い製品が作り出されることもあった。ましてや、

国際標準との整合性が確保されない製品が作り出されることはしばしばで

あった。 

 

○ エネルギービジネスも含め世界的な競争は激化している。「新たなエネル

ギービジネス」がこのように分断された国内市場のみをターゲットとした

産業であり続ける限り、世界市場で勝ち抜くことは困難である。需要家ご

とに過度の作り込みを行うのではなく、ブラックボックス化による競争力

優位の維持を図りつつコスト低減や性能評価の促進を図るため、我が国が

先行している分野において国内で標準化を行い国際標準化につなげたり、

国際標準を積極的に活用したりするなど、積極的に標準化に取り組むこと

によりグローバルマーケットに対応することが可能となる。 

 

（参考１）超高圧送電技術の国際標準化について 

従来の５５万ボルト送電線比約３～４倍の大量送電が可能で、コスト削

減と省エネルギーに大きな効果を発揮する技術として、日本の電力会社、

メーカー等が長年取り組んできた１１０万ボルト超高圧送電（ＵＨＶ）技

術が、２００９年５月に国際電気標準会議（ＩＥＣ）で国際標準として認

められた。 

日本の電力会社は、中国へのこれまでの技術協力を踏まえ、標準化プロ

セスで中国を通じて働きかけた。日本の技術に反対すると目されていたド

イツ、スウェーデンが最終的に日本支持に回ったのは、この中国との協力

が奏功したものと考えられている。 
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超高圧送電技術の国際標準化 

 

（出典）各種資料を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成 

 

（２）グローバルプレイヤーとのパートナーリング 

 

○ エネルギーが規制産業であることを踏まえると、海外進出時に現地企業

とパートナーリングは不可欠である。相手国におけるユーティリティプレ

イヤーをはじめ海外への進出に当たって戦略的にパートナーとの関係を構

築していくことが求められている。 

 

（参考２）ＧＥの日本におけるパートナーリングについて 

ＧＥエナジーは、技術の獲得、有力バイヤーとのチャネルの獲得、現地市

場の獲得を主な狙いとして、ベンチャー企業のインキュベーション、Ｍ＆Ａ、

現地企業との合弁会社の設立などの他企業とのパートナーリングを進めてい

る。 

海外市場への展開においては、特にチャネル・市場獲得型のパートナーリ

ングを積極的に行っている。日本の優良企業との合弁会社設立も進めており、

２０１１年２月には富士電機とスマートメーターの製造・メンテナンス会社

を設立、日本市場への参入を果たした。 

このような海外企業とのパートナーリングについて、ＧＥは、現地企業と

相互の得意分野を補い合い、ウィン・ウィンの関係を構築することを重視し

ている。同社が進出分野において強力なコア技術を有していること、また他
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企業に対しオープンな企業風土を醸成していることが、このようなパートナ

ーリングの基盤になっていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第２回研究会 ＧＥエナジー プレゼンテーション資料 

 

○ 海外市場と我が国市場では我が国企業やパートナー企業の強みやニーズ

も異なるのは事実だが、パートナーリングに当たっては、まずは相手を知

る機会を持つことが重要である。このため、パートナーとなり得る海外企

業と我が国市場においてパートナーとして共同事業を行うことも有効であ

る。 

 

（参考３）米国デューク・エナジー社（Duke energy）の中国進出について 

アメリカの大手電力会社であるデューク・エナジー社は、２００９年に

中国の総合クリーンエネルギー企業であるＥＮＮグループとＭＯＵを締結

し、ＢＹＤ、華能（Huaneng）グループといった中国有力企業とも、米国内

でソーラー発電実証、蓄電技術実証及びその他のスマートグリッド技術実

証を進めてきた。 

２０１１年４月には、アメリカ国務省と中国国家発展改革委員会の間で

結ばれた「エコパートナーシッププログラム」の下、ＥＮＮグループ、ア

メリカ・シャーロット市、中国廊坊（Langfang）市と提携し、両市におけ

る各種スマートコミュニティ案件へ参加することとなった。 

 

○ また、海外では電力・ガス事業者が積極的に海外進出を行っており、優れ

た系統監視・制御技術をはじめ、我が国電力・ガス事業が有する高い技術力


