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を活用した、電力・ガス事業の海外進出も期待される。 

 

（参考４）エンデサ（Endesa、西）の南米進出について 

  スペインを基盤とするエンデサ社は、自国内で効率的なエネルギー利用

を行う実証事業を展開。実証事業による知見を生かし、類似の導入計画が

存在する欧州各都市への波及に加え、現地企業（エンデサ、テレフォニカ

（Telefónica、西）等）との協力実績を基に、彼らが強力なネットワーク

を持つ中南米市場へも、同様のスキームで事業を拡大させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典）エンデサ社 ＨＰ 

 

（参考５）大阪ガスのシンガポールにおける産業用天然ガス販売事業への参画 

２０１３年３月、大阪ガスはシンガポールのシティガス社と共同でガス販売

会社を立ち上げ、化学業、食品業の需要家を中心に産業用天然ガスの販売事業

に参画すると発表した。２００９年３月に発表したグループ長期経営ビジョ

ン・中期経営計画「Field of Dreams 2020」において、「海外エネルギーバリ

ューチェーン事業」 を、３つの中核的な事業領域の１つと位置づけ、２００

９～２０２０年度にかけて３,５００億円の投資を計画した方針に沿ったもの。 
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Field of Dreams 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  （出典）大阪ガス株式会社 

 

（参考６）日本瓦斯の海外展開について 

関東においてＬＰＧと都市ガスの販売を行っている日本瓦斯は、人口密

度の高いエリアでこそ高収益が実現されるという考えの下、関東エリアの

次は海外都市へ展開を行っている。国際的な金融グループとの業務提携の

下、社長をはじめとする経営トップがリーダーシップを発揮し、これまで

豪州の電力・ガス販売事業（オーストラリアン・ガス・アンド・パワー）、

米国の電力小売り事業（エントラスト・エナジー）にそれぞれ資本参加し

ている他、豪州の技術系ベンチャー企業と合弁でガス採鉱関連の排水処理

会社を設立。我が国で得たノウハウを海外事業に活かすとともに、海外ビ

ジネスで自由化後のビジネスノウハウを取得することを目指している。 
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日本瓦斯の海外進出の目的 

 
（出典）第３回研究会 日本瓦斯 プレゼンテーション資料 

 

○ このような、電力・ガス事業者の海外進出は、グローバルプレイヤーとの

パートナーシップを通じ、我が国電力・ガス市場を海外市場に近づける方向

で変革し、電力・ガス事業のみに止まらず、我が国の「新たなエネルギービ

ジネス」全体の競争力強化をもたらすことが見込まれる。 

 

○ 仮に、海外進出を行わなくとも、国内市場において海外事業者との積極的

なパートナーリングを行うことにより、将来の海外進出に向けた足がかりを

得るとともに、電力・ガス事業者の海外進出と同様に、我が国の「新たなエ

ネルギービジネス」の競争力強化をもたらすことが期待される。 

 

（３）相手国の政策などを踏まえた展開 

 

○ エネルギー分野の中でも、省エネルギー、再生可能エネルギーが特に各

国の政策に対する依存度が高い分野であることを踏まえると、海外展開に当

たっては、規制、補助金等の相手国の政策を踏まえた展開を図ることが有効

である。 

 

○ また、政府間対話の場をはじめとした国際協力の場も活用しながら、我

が国企業の強みやノウハウを示していくことが求められる。 

 

（参考７）日中省エネ・環境総合フォーラムについて 

官民による日中間の省エネ・環境協力プラットフォームとして、２００

６年より東京・北京にて交互に開催。毎年約１，０００名の官民代表が参
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加している。 

２０１２年８月、第７回のフォーラムが開催され、省エネ型社会建設を

目指した４７件の二国間共同プロジェクトが合意・調印された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＭＥＴＩ作成 

 

○ さらに、相手国政府の政策に止まらず、我が国のＯＤＡや世界銀行、ア

ジア開銀などの国際機関の支援についても積極的な活用を図ることが海外

進出に有効である。 
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Ⅱ．個別産業 

 

１．次世代の家庭 

 

１－１．エネルギー管理システム 

 

（１）我が国企業の強み 

○ 我が国産業に広く存在する制御技術の蓄積がエネルギー管理システムの

分野における我が国の強みである。例えば、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いる。また、自動車メーカー、家電業界におい

ても、ものづくりとの連関の深い高度な制御技術が蓄積されている。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① 中小ビル市場の開拓（ＢＥＭＳ） 

 

○ 新築・既築を含め大型ビルの多くには既にＢＥＭＳ導入が進んでいるもの

の、中小ビルの多くではＢＥＭＳ導入されていないことから、新たな市場と

して、中小ビル市場への進出が求められている。 

 

○ 中小ビルにおいては、ＢＥＭＳ導入を促進するため、導入コストの負担軽

減、改修期間の短縮が有効であることから、ＢＥＭＳ機能を限定化するなど

によりコスト削減を図るとともに、既にＢＥＭＳアグリゲーター事業で行わ

れているように、複数ビルを一括して遠隔で監視することで、スケールメリ

ットを生むことが有効だと考えられる。 

 

② スマートハウス市場への浸透（ＨＥＭＳ） 

 

○ 現在のＨＥＭＳのコストを前提とすると、ＨＥＭＳやこれに繋がる家電

機器の市場を拡大するためには、住宅の新築にあわせてパッケージでまとめ

て導入の促進を図り、住宅コストへのコストの吸収を図ることが有効。ハウ

スメーカーにおいて、ＨＥＭＳを備えたスマートハウスのパッケージの導入

を働きかけ、ＨＥＭＳを含めた住宅の高付加価値戦略として販売の促進を図

ることが必要。 
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③ エネルギー以外のサービスとの融合（ＨＥＭＳ） 

 

○ 現在のＨＥＭＳの価格を前提とすると、短期間で家庭のエネルギー使用

の削減のみによりＨＥＭＳの導入コストをカバーするだけのメリットを生

み出すことは困難である。 

 

○ 一方、ＨＥＭＳを通じて集められる電力使用データは、消費者の生活パ

ターン、趣味・嗜好等の様々な情報を内包しており、他サービスに活用が

可能となる。 

 

○ このため、既に、例えば、一括受電マンションにおいて実施されている

ようなＤＲサービスに、各ケーブルテレビなどの通信、ヘルスケア、通販

などのエネルギー以外のサービスとバンドリングして提供する等、エネル

ギーマネジメントサービスに様々な新しい生活サービスを組み合わせて提

供していくことも有効だと考えられる。 

 

④ ＤＲサービスとのセットでの提供（ＣＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳ） 

 

○ 震災後、夏場のピーク問題が顕在化したこともあり、一方的に電力需要

に供給側が合わせるのではなく、電力の供給状況にあわせて需要側で効率

的に制御するＤＲの重要性が高まっている。 

 

○ 加えて、電力システム改革により、電力の低圧部門が自由化され、発送

電分離が実現すると、米国に見られるように、ＤＲを単に夏場のピーク削

減用途に限らず一般的に調整電源として活用されることとなる可能性が高

い。 

 

○ 既に米国などで行われているように、ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳによるメリッ

トをＤＲサービスと併せて提供し、単にシステム導入によるエネルギーコ

ストの節約に止まらず、ピークカットによる電力会社の投資回避コストを

価値として生み出すことが考えられる。 

 

○ 我が国においても、ＢＥＭＳアグリゲーターが電力会社のＤＲ事業に参

加するなど、このような取組の萌芽が見られるが、将来の電力システム改

革によりネガワット市場が整備されれば、このようなビジネスが本格化し、

ＣＥＭＳ等のエネルギー管理システムの普及が進むことが期待される。 
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○ エネルギー管理システムを活用したＤＲサービスの導入を図るためにも、

電気事業者などにより、ＤＲサービスの基盤となるスマートメーターが低

圧部門も含め早期に導入されることが重要である。 

 

○ また、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

ることが重要である。ＤＲサービスの促進のために、発電設備の増強に先

だって、電力会社により発電設備の増強とＤＲの実施の経済性の比較が行

われることも有効である。 

 

⑤ 非コスト価値への訴求（ＣＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳ） 

 

○ 柏の葉キャンパスシティ、宮城県大衡村のＦグリッド構想など、ＥＭＳ

の導入により新たに災害時の電力の確保を可能とすることにより、ＥＭＳ

に安心・安全という新たな価値を与えようとする取組が行われている。 

 

○ このようなビジネスモデルは、我が国国内に限らず、電力事情の悪い海

外においてはより価値を評価される可能性も高いことから、今後スマート

コミュニティの海外展開のビジネスモデルの有力な一類型となり得ると考

えられる。 

 

 ○ 例えば、工業団地の開発が進むインドネシアでは、頻発する停電や低い

電力品質を、蓄電池やエネルギー管理システムの活用により高品質化する

ことで、生産性の向上を図りたいというニーズがあり、日本メーカーが高

効率コジェネシステムをはじめとした分散型電源、無停電電源装置（ＵＰ

Ｓ）の導入により、日本と同等の電力品質を可能とするべく進出を目指し

ている。 

 

（参考１）インドネシア工業団地のスマート化について 

三菱電機、富士電機は系統電力の安定しないインドネシアのジャワ島の

リッポ チカラン（LippoCikarang）、スルヤチプタ（Suryacipta）等 7つ

の工業団地へ団地全体をカバーする高効率コジェネシステム、太陽光発電、

燃料電池などの分散型電源と常時商用ＵＰＳ（無停電電源装置）を導入す

ることにより、日本と同等の電力品質を維持することを可能とする計画。

特に、スルヤチプタ工業団地においては、先方エネルギー鉱物資源省（Ｍ
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ＥＭＲ）や国営電力会社（ＰＬＮ）とのパートナーリングを形成しながら、

スマートコミュニティ実証事業を二国間の共同事業として実施する計画。 

常時商用ＵＰＳの要素技術であるパワー半導体は微弱電流で構成される

信号処理を目的とした通常の半導体と異なり、高負荷環境での機能が求め

られる。素材から半導体設計に至るすり合わせとノウハウ蓄積が競争障壁

を構築し、コモディティー化が進みにくい、制御技術やシステム設計技術

と組み合わせることにより、今後も我が国の国際的な競争優位が期待され

る。 

 

 

（出典）富士電機株式会社 

⑥ 標準化（ＣＥＭＳ） 

 

○ エネルギー機器のネットワークの中心となるエネルギー管理システムの

普及に当たっては、エネルギー管理システムに限られたメーカーの機器だ

けではなく、異なるメーカーの機器を接続可能とすることが必要。 

 

○ 既に、ＨＥＭＳとエネルギー機器の通信規格については ECHONET Liteに

標準化が図られ、ＢＥＭＳとエネルギー機器の間の通信についてはバック

ネット（BACnet）、ロンワークス（LONWORKS）がデファクトの標準となって

いる。 

 

○ 今後、ＨＥＭＳやＢＥＭＳを地域全体でエネルギー管理するＣＥＭＳの

初期市場が成立するに当たっては、ＣＥＭＳとＨＥＭＳやＢＥＭＳとの間

の相互接続性を確保することが必要となる。 
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⑦ グローバルプレイヤーとのパートナーリング 

 

○ ＣＥＭＳをはじめとするエネルギー管理システムの導入はまちづくりに

大きく関わることから、海外における導入に当たっては、デベロッパーの存

在がカギとなる。このため、ノウハウを蓄積したデベロッパーが中心となっ

て海外展開していくことが重要。 

 

 ○ 一方、現地の法規制や慣習を熟知し、強固な営業基盤を持った現地企業

が存在している場合には、これら現地企業との戦略的なパートナーリング

を図ることが重要。現地の川下企業と連携し最適なサプライチェーンの構

築を図ることも、競争力を高める上で重要である。 

 

 ○ 自然条件、産業構造、制度等により、エネルギー管理システムに求めら

れる機能は大きく異なるため、海外展開に当たっては、その国のニーズに

応じ、技術・システムを「オーダーメイド」することが重要。実際に現地

に技術・システムを導入して実証を行うことが、競争力を高める上で有効

な手段となる。 

 

 

（３）政策の方向性 

○ 引き続き、ＢＥＭＳアグリゲーター補助金により、中小ビルへのＢＥＭＳ

の導入を促進する。 

 

○ スマートコミュニティ大規模実証事業などにおいて、ＨＥＭＳを通じて集

められる電力使用データを活用し、ディマンドリスポンス・サービスに、エ

ネルギー以外のサービスとバンドリングして提供するビジネスに係る実証

を行う。また、ＨＥＭＳ導入支援補助金やＭＥＭＳ導入支援補助金等を活用

して、このようなビジネスの促進を図る。 

 

○ 将来のＤＲ事業を担う主体として、ＢＥＭＳアグリゲーター補助金やＭＥ

ＭＳ導入支援補助金を通じ、複数事業者を一括して制御することで、スケー

ルメリットを生み出すアグリゲーターを育成する。 

 

○ また、スマートコミュニティ大規模実証事業において、地域エネルギーマ

ネジメントシステム（ＣＥＭＳ）の実証を行い、ＣＥＭＳの商品化を促して

いく。実証に当たっては、電力会社等から出されるＤＲ指令が、ＣＥＭＳや
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ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳを通じて各家庭の機器まで一気通貫で繋がり、ＣＥＭＳ

とＢＥＭＳやＨＥＭＳとの間の相互接続が確保されるべく、接続の在り方に

関する検討を行う。 

 

 

（出典）ＭＥＴＩ作成 

 

○ 次世代エネルギー・社会システム実証事業において、ＤＲの買い手となる

電力会社への貢献を検証することにより、電力会社からの価値の獲得を可能

とし、ＣＥＭＳを活用したＤＲビジネスの展開・普及が図られると期待され

る。 

 

 ○ 日中省エネビジネス推進事業、省エネ等ビジネス世界展開事業を通じ、

海外ニーズの把握や海外企業とのマッチングを支援する。これまで、中国、

インド、ブラジル等に官民ミッションの派遣、マッチングセミナー、人材育

成等の事業を実施してきたところ、これらの事業を活用しビジネス展開の支

援を図っていく。 

 

○ 国際エネルギー消費効率化技術・システム実証事業を通じ、我が国の優れ

た技術・システムを、相手国の自然条件、産業構造、制度等に応じて柔軟に

オーダーメイドし、現地における有効性や優位性を実証する。具体的には、
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米国、フランス、スペイン、中国、インドネシア等において実証を実施して

いるところ、これらの実証を活用し、相手国における市場獲得を支援してい

く。 

 

（参考２）海外におけるスマートコミュニティ実証の取組について 

  我が国の優れた技術力を活かし、米国・ニューメキシコ州やハワイ州、

フランス・リヨン市等において、相手国政府・企業との共同実証を通じ、

我が国の優れた技術・システムの有効性や優位性を示すとともに、相手国

政府に対し、政策支援等を通じて普及を促すよう働きかけている（「国際

エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」）。 

 

 
（出典）ＭＥＴＩ作成



131 
 

 

１－２．定置用燃料電池 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 家庭用燃料電池システムについては、世界で市場が成立しているのは今

に至っても我が国だけである。１９８１年のムーンライト計画からの技術

開発支援に加え、２００５年からの大規模実証の支援を得て、２００９年

には商品化に成功。市場の拡大に向けた導入支援制度も受け、東日本大震

災以降市場の拡大が急速に進み、既に４万台以上の導入実績を有する。マ

ザー市場を有するという先行者利益を基に、８万時間の耐久性を確認する

など、ＰＥＦＣを中心に信頼性の向上を実現している。 

 

○ 市場の拡大を追い風にさらなるコスト削減が図られている。既にコスト

は２００９年の３００万円超から、今年度には希望小売価格が２００万を

切るコストを実現する見通し。産業界としては、２０１６年に１０年間で

コスト回収が可能な水準である７０～８０万円の達成を目標としている。 

 

家庭用燃料電池の普及シナリオ 

 

（出典）ＭＥＴＩ作成 

 

（２）今後のビジネス戦略 
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① 標準化 

 

○ コストダウンは進んでいるものの、家庭用燃料電池の価格は未だ１０年

間で不可能な水準にある。導入支援補助金なしで自立的に市場拡大を図る

ためには通常の給湯器と比較しても価格競争力を有することの可能な７０

～８０万円までのコスト低下を図ることが重要である。燃料電池システム

のコストの３割程度とも言われる貯湯槽をはじめ、ポンプ、ブロアなどの

補機類のコストダウンに向けた標準化が有効である。 

 

標準化の必要性 

 

 

エネファームに使用されている補機の例 

 

（出典）独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

② 海外進出 

 

○ さらなるコストダウンに向け海外市場の開拓が有効である。欧州、韓国

など給湯需要を有する地域への進出が可能と考えられる。既にドイツの大

手ボイラーメーカーと共同で機器開発を行い、展示会展示を行うなどの取

組が行われている。欧州においてはガス器具がボイラーメーカーにより販

売されていることから、海外進出に当たっては現地ボイラーメーカーの販

売・メンテナンスネットワークを活用するなど、現地事業者とのパートナ
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ーリングが不可欠である。 

 

２０１３年３月ドイツで開催のＩＳＨ展示会における 

フィスマン社ブース（左）及びボッシュ社ブース（右） 

 
（出典）パナソニック株式会社   （出典）アイシン精機株式会社 

 

○ 我が国と海外では、ガス種、気候条件、居住環境などが異なるため、海

外進出に当たっては、これらパートナーとの協力の下に現地向けに仕様を

カスタマイズすることが重要となる。 

 

③ 業務用燃料電池システムの開発 

 

○ ２０１１度には家庭用燃料電池システムとして新たにセラミックを電解

質に用いたＳＯＦＣタイプが市場投入された。ＳＯＦＣは発電効率が４５～

５５％とＰＥＦＣの３５～４５％に比較して高いことから集合住宅、単身世

帯など熱需要の少ない需要に対応できるとともに、コストメリットも高い。

部品件数の削減が可能なことからコスト削減ポテンシャルも高く、将来的に

は家庭用燃料電池の主流になると考えられる。ＳＯＦＣセルスタックの信頼

性・耐久性の確保については、７００℃以上の高温運転下でも、伸縮率の異

なる金属やセラミックが故障しないよう、材料調合、焼成温度等の管理を行

う必要があり、我が国のセラミックス企業の持つ製造ノウハウが強みを有す

ると考えられる。 

 

○ 燃料電池市場の拡大を図るためには、エネファーム用に開発されたＳＯ

ＦＣセルスタックを活用し、市場を拡大するべく、既にガスエンジンなど

で需要が開発されているコンビニ、レストランなど一定量の熱需要のある

業務用ニーズを狙って３～５ｋｗのシステムの商品化を図ることが有効で
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ある。 

 

業務用ＳＯＦＣシステム 

 
（出典）三浦工業株式会社 

 

○ また、エネルギーの有効利用の観点からは、コジェネレーションを熱需

要に近く立地することが求められている。コジェネの中でもガスタービン

が２０～３５％、ガスエンジンが３０～４５％程度であることを踏まえる

とＳＯＦＣ商品が市場に投入された場合は高い競争力を有するポテンシャ

ルを有している。１０ｋｗ級以上のセルスタックについては、エネファー

ム用のセルをさらに大型化・高度化する技術開発が求められる。 

 

○ 開発に当たっては、基盤技術を持つ大学等の研究機関の知見を活用しな

がら、高いセラミック技術を求められる中核部品のセル・スタックメーカ

ー、システム設計力が必要とされる燃料電池システムメーカー、評価技術

を有するガス会社間の連携を図る必要がある。 

 

（３）政策の方向性 

 

○ 家庭用燃料電池の導入支援については、最終年度の２０１５年まで期間を

区切って、引き続き集中的な支援を行う。燃料電池実用化推進協議会（ＦＣ

ＣＪ）における貯湯槽と燃料電池システムの間の接続の標準化をはじめとし

た徹底的な標準化に向けた取組を支援するとともに、標準化案ができ次第エ

ネファーム導入補助金の要件化を行う。 

 

○ 燃料電池システムの国際標準化を進めるため、戦略的国際標準化加速事業  

において、検討を実施。我が国基準を基に小型燃料電池の定置用性能試験法（Ｉ 

ＥＣ６２２８２）の提案を実施済み。本提案の国際標準化を図るとともに、今 

後、小型燃料電池の安全性についても提案の準備を行う。 
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○ 家庭用燃料電池（エネファーム）の海外展開を支援するため、平成２２年

度から平成２４年度にかけて、固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事

業において、海外のガス組成を念頭に置いて、窒素などを多く含む天然ガス

に対応した燃料電池システムの耐久性等の確認を支援した。 

  

○ 発電効率が高く、将来、定置用燃料電池の中核となることが期待される固

体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）について、本年度から数ｋＷ級の業務用燃

料電池システムの実証試験について、固体酸化物形燃料電池等実用化推進技

術開発事業の中で支援。セル・スタックメーカー、システムメーカー、ガス

事業者とも連携を図りながら、数十～百ｋｗ級の業務用燃料電池についても

開発を行う。 

 開発に当たっては、２０１３年に九州大学に設立された次世代燃料電池産

学連携研究センターの知見を十分に活用する。 

 

次世代燃料電池産学連携研究センター（ＮＥＸＴ－ＦＣ） 

 

   （出典）国立大学法人九州大学 
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１－３．家庭・ビル・事業用蓄電池 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 震災後の我が国において、数日間レベルの停電対策や電力需要ピーク時対

策への家庭での関心の高まりと家庭・ビル・事業用蓄電池向け補助金制度に

より、世界に先駆けてマザーマーケットとしての日本市場が形成されている

ことは、我が国関連企業の大きな強みである。 

 

○ 一般家庭に導入される定置用リチウムイオン電池については、高い安全性

の確保が求められる。我が国においては、２０１１年に電池工業会により業

界標準規格が策定され、２０１２年にはＪＩＳ化されている。現在では日本

発の安全性規格としてＩＥＣに提案が行われている。また、これらの取組と

併せ、電気安全標準研究所（ＪＥＴ）等を認証機関として指定し、国内にお

ける第三者認証体制を構築している。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① コスト低減 

 

○ 家庭・ビル・事業用蓄電池の普及には、一刻も早く価格を下げることが重

要である。電池コストの低減を図ることはもちろん、パワーコンディショナ

ー（ＰＣＳ）や制御盤といった付帯機器類や設置工事費のコスト低減の取組

も併せて行い、蓄電池システムとしてコスト低減を図っていく必要がある。 

 

② 非コスト価値への訴求 

 

○ 東日本大震災以降、我が国の家庭では、数日間レベルの停電対策や電力需

要ピーク時対策への関心が高まっている。家庭用蓄電池システムは、充放電

に伴う電気ロスが存在することを考慮してもこの需要に応える可能性を有

するものであり、価格面の課題を克服するためにも、今後は太陽光発電シス

テム、ＨＥＭＳ、スマートハウスとの組み合わせにより、この非コスト価値

へ訴求することが可能と考えられる。 

 

 ○ また、併せて、蓄電池は、正極材、負極材、電解液に鉛、カドミウムや
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希硫酸、アルカリ電解液等の有害物質を含んでいる場合があることから、

リサイクルにおいて適切な取り扱いを行うことが必要であり、電池メーカ

ー、アプリケーションメーカー、排出者（ユーザー）における責任のあり

方に関する制度やルールを整備することが重要である。 

 

③ 川下サービスとの連携による高付加価値化 

 

○ 蓄電池を用いて家庭用エネルギーシステムの構築を検討する一部の企業

では、ホームセキュリティサービスやインターネットサービス等、様々な川

下サービスとの連携による高付加価値化が検討されている。また一部のＩＴ

企業では、蓄電池サービスやＨＥＭＳサービスの取り込みが、優良顧客の獲

得手段になるという考えの下、戦略的に自社サービスとの関連付けについて

検討している。 

 

○ このように発生する複合サービスを通じて、様々な情報やノウハウが蓄積

することで、更なる技術・サービスのイノベーションの契機が生まれるとも

期待されている。 

 

④ スマートコミュニティの構成要素としての展開 

 

○ より長期的には、住宅・オフィスから上位のエネルギーシステムと連携す

ることで、地域・系統にメリットをもたらすシステムを構築することが期待

されおり、住宅、オフィス等に個々に設置されている蓄電池を統合管理する

ことで電池の利用効率を向上させる取組など、スマートコミュニティ構成要

素として高付加価値を図ることが可能と考えられる。 

 

○ 既に、ハウスメーカーやマンション事業者の間では蓄電池システム単体で

はなく、太陽光発電システム、エネルギー管理システムとともに蓄電池サー

ビスを提供することで、顧客に対し、緊急時電源、再生可能エネルギーの有

効活用、ピークシフト等の価値を提案することを目指し、企画開発に取り組

む動きが見られる。 

 

 

（３）政策の方向性 

 

○ 現在の蓄電池システムは、価格の高さが普及の障壁となっており、価格低
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下のためには更なる量産が必要な段階にある。平成２４年から定置用リチウ

ムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金により、家庭用をはじめとした需

要家への導入支援を実施しているところ。引続き、需要家への導入支援策等

を講じ、市場の創出を支援していく。 

 

○ 我が国のエネルギー需給の安定化という観点からは、蓄電池の持つピーク

シフト機能、停電時のバックアップ機能、太陽光発電システム、家庭用燃料

電池システムなどの分散型電源との連携機能は重要であり、スマートコミュ

ニティ大規模実証事業（次世代エネルギー・社会システム実証事業）、次世代

エネルギー技術実証事業、東北の被災３県におけるスマートコミュニティ導

入支援事業（スマートコミュニティ導入促進事業）、東北の被災３県における

スマートエネルギーシステム導入支援事業（スマートエネルギーシステム導

入促進事業）や独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助事業等

によりエネルギーシステムと組み合わせた蓄電池利用技術の活用を支援して

いく。 
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１－４．住宅用太陽光発電 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 我が国では、２００９年に余剰電力買取制度の開始や導入支援補助金の存

在などを背景に、住宅用太陽光発電システムの導入が大きく進んだ。その後

も東日本大震災以降のエネルギー問題への意識の高まり、電力システム改革

といった大きな動向のなか、今後も住宅用太陽光発電システムの国内市場は

安定して拡大すると見込まれる。中長期的に安定したマザー市場が形成され

ることは、我が国関連企業の大きな強みである。 

 

○ 大手電機メーカー、住宅メーカー等、社会的信用の高い大手企業が市場の

主たるプレイヤーであることは、コンシューマー向けビジネスにおいては有

利に作用すると考えられる。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① ものづくり分野での、高機能化に向けた技術開発 

 

○ 太陽光モジュールは、シリコン系を中心に既にコモディティー化が著しい

分野であり、脱コモディティー戦略が不可欠である。住宅用太陽光発電シス

テムが個人ユーザー向け小規模システムであることを考慮すると、短期的に

は、単位面積あたりの発電量がより大きく、かつ軽量化されたパネルの開発、

長期的信頼性を支える各種技術開発と言った、ものづくり分野における高機

能化による差異化が期待できる分野の開発が有効だと考えられる。 

 

② 非コスト価値への訴求 

 

○ 東日本大震災以降、我が国の家庭では、数日間レベルの停電対策や電力需

要ピーク時対策への関心が高まっている。住宅用太陽光発電システムはこの

需要に応える可能性を有するものであり、単なる価格競争に陥ることを避け

るためにも、今後は蓄電池、ＨＥＭＳ、スマートハウスとの組み合わせによ

り、これらの非コスト価値へ訴求することが可能と考えられる。 

  

○ 太陽光パネルは１９９８年に出荷量が１万台を超え、一般的な耐用年数

が２０年程度であることから、２０１８年頃から、使用済みの太陽光パネ
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ルが大量に出てくるものと見込んでいる。  

今後、住宅用太陽光発電システムのリサイクルへの対応が課題となるこ

とが見込まれる。適正処理により健康及び環境への悪影響が発生しないよ

う配慮することはもちろん、ガラス、各種金属等の回収、リサイクルが重

要であり、メーカーや販売店を含め、関係するビジネスプレイヤーがリサ

イクルシステムを構築することが重要になると考えられる。 

 

○ 住宅用太陽光発電システムは住宅の外観にも影響を与えることから、非コ

スト価値として意匠性も重要になると考えられる。意匠性の向上及び屋根の

軽量化に資する建材一体型モジュールを開発することにより、意匠性を高め

ながら、住宅の耐震性能への影響軽減やコスト低下を図ることが期待される。 

 

③ 川下サービスとの連携による高付加価値化 

 

○ 価格低下は進んでいるものの、太陽光発電システムが現在も家計にとって

は高額な投資であることを考慮すると、システム構築技術、設置技術、メン

テナンス技術と言った、川下を含む周辺サービスの高度化により、投資額に

見合う価値を付加することは重要である。また住宅ローンやリース等の個人

向け金融サービスと連携し、顧客に資金計画の柔軟性を提供するための工夫

も重要である。 

 

④ スマートコミュニティの構成要素としての展開 

 

○ より長期的には、住宅から上位のエネルギーシステムと連携することで、

家庭だけでなく地域・系統にメリットをもたらすシステムを構築することが

期待される。 

 

（３）政策の方向性 

 

○ 太陽光発電の発電コストを２０２０年に１４円／ｋｗｈに引き下げ、太陽

光発電の導入を加速化させるため、変換効率の向上に資する素材・構造の開

発、セル・モジュールを低コストで製造する技術の開発、太陽電池の種類を

問わない安定的なリサイクル技術の確立に向けて、太陽光発電システム次世

代高性能技術開発を行う。 

 

○ ２０３０年代以降の技術確立を目指し、革新型太陽電池研究開発を実施す
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ることにより、従来の太陽電池にはない「量子ドット構造」等の新原理によ

る変換効率の飛躍的向上を実現する、革新的な太陽電池の研究開発を行う。 

 

○ 変換効率だけでなく、コスト、外観や意匠性も重視される場所における導

入可能性を高めるため、有機系太陽電池実用化先導技術開発により、シリコ

ンを使用しない色素増感太陽電池や有機薄膜太陽電池の実用化のための技

術開発を行う。 
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１－５．住宅・建材 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 高性能な建材に加えて、住宅用太陽光発電、蓄電池や燃料電池、それらを

最適制御するＨＥＭＳ等を組み合わせて、「総合力」によって家庭のエネル

ギー使用量全体をゼロに近づけることも、我が国ハウスメーカー特有の強

みとなり得る。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① ターゲットの選定 

 

○ 海外における省エネ住宅のマーケットのポテンシャルとしては、大まかに

言えば、①光熱費が高く、住宅の省エネ化に経済性が成り立ちやすいところ、

②住宅のエネルギー性能について規制が存在している国、であると言える。 

 

○ 上記①については、例えばＥＮＥＲＧＹ ＡＮＤ ＰＲＩＣＥＳ ＡＮＤ Ｔ

ＡＸＥＳ（ＩＥＡ）のデータ（１ドル１００円換算）によると、２０１１年、

家庭の電気料金はドイツが３１．６円／ｋｗｈ、ハンガリーが３６円／ｋｗ

ｈ、トルコが２７円／ｋｗｈ、スロヴァキアが３３円／ｋｗｈ、台湾が３１

円／ｋｗｈとなっており、日本の１９．５円／ｋｗｈとの比較やそれぞれの

国での平均所得水準も勘案すると、エネルギーコストの割合が相対的に高い。 

 

○ 上記②としては、イギリス、フランス、ドイツをはじめとした先進国は 

省エネ規制が存在しており、また、中国、タイでも省エネ法の規制が導入さ

れる等、アジア諸国においても規制が存在している。 

 

② パートナーリング 

 

○ 窓や断熱材などの建材は、施工場所の気候などの特性に合った製品を調達

する必要があり、また、輸送コストがかかるため、輸出入は少なく、現地生

産・現地調達が基本となる。既に国際展開を行っているガラスメーカーなど

に加え、我が国建材事業者の積極的な国際展開が期待される。 

 

○ 海外の展開に当たっては、建材は住宅建設事業者や工務店といった流通構
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造に入っていくことが必要であり、流通ネットワークの構築がキーとなる。

現地住宅建設事業者等とのパートナーリングによる販路の確立が必要とな

る。 

 

○ 市場拡大によるコストダウンが重要であることはもちろんのことだが、耐

久性や品質の高さから、導入の初期コストが高くとも、償却年数を勘案した

場合に経済性が高いことを訴求していくことも必要であるほか、顧客の投資

負担を平準化するファイナンススキームとの組み合わせが有効である。 

 

○ 加えて、発電量監視や故障探知によりメンテナンス体制の確立も必要とな

る。そのためにも、現地のネットワークを有する企業とのパートナーリング

体制の確立が重要となる。 

 

○ 例えば、イギリスでは省エネルギー推進政策の目玉として、２０１３年１

月にグリーンディール政策を開始。これは、地域の電力・ガス会社等の認定

グリーンディール業者が、二重ガラス、断熱材、新しい暖房設備等の改善点

について助言するとともに、家庭や事業者が初期投資の負担無しで断熱材等

の省エネ設備を導入し、その費用を電気・ガス料金から返済できるようにす

るスキームである。このように、地域の電力・ガス事業者等とのパートナー

リングは有力な手法となり得る。 

 

（３）政策の方向性 

 

○ 省エネ住宅を海外で展開していくには、個別の機器や断熱材など、個々の

構成要素毎に省エネ性能を評価するのではなく、家全体での省エネ性能を評

価することが重要であり、２０１３年から新築住宅の省エネ性能については、

個別要素毎の省エネ性能ではなく、住宅の全体のエネルギー消費量を 1次エ

ネルギー消費量に換算して評価する方式と改めたところ。 

 

○ また、新築住宅について見ても、省エネ基準の適合率は未だ低いため、省

エネ規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、２０２０年ま

でに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する。

これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅の位置付

け等に十分配慮しつつ、円滑な実施のための環境整備に取り組む。具体的に

は、省エネルギー対策の一層の普及や住宅・建築物や建材・機器等の省エネ

ルギー化に資する新技術・新サービス・工法の開発支援等を実施する。 
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○ 住宅で使用されるエネルギー消費機器については、これまで省エネ法に基

づくトップランナー制度を通じて省エネ性能を向上させており、これが競争

力に繋がってきた。この制度を建材にも拡張し、建材分野の省エネ性能の向

上とこれを強みとした競争力の強化を図っていく。 

 

○ このような制度的な枠組みの整備のほか、断熱材や窓については、省エネ

性能が高い製品は、そうでない製品に比べ価格が依然として高い現状にあり、

既築住宅の改修に対し、一定の省エネ性能を満たす高性能な断熱材や窓の導

入を支援し、従来品と比べ高コストとなっている高性能な建材の価格を従来

品と同等の価格まで低減し、市場への普及拡大を図る。 

 

○ 住宅の省エネ化においては、高性能な建材の採用による省エネルギー性能

の向上や再生可能エネルギーの活用により実現されるネット・ゼロ・エネル

ギー住宅の普及促進を図り、中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅化の

取組を支援する。 

 

○ 省エネルギーに価値を見出す市場、すなわちエネルギーコストが高いなど

省エネルギーニーズが高い国に対して、省エネ法やトップランナー制度とい

った省エネルギー関連制度の輸出や人材派遣等を行うことで省エネルギー

事業分野の市場拡大を目指し、我が国の持つ高い省エネルギー技術の世界市

場の獲得を支援していく。 

 

○ 我が国の省エネ法に基づくエネルギー管理の知見が反映されたＩＳＯ５

０００１（エネルギーマネジメントシステム国際規格）は、今後、新興国を

含めて世界各国で普及していくことが見込まれる。我が国としては、企業が

同規格を活用してエネルギーコストを低減するとともに、各国で戦略的にビ

ジネスに取り組めるよう、同規格の各国での普及の状況を見極めながら、普

及拡大に取り組んでいく。 
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２．次世代モビリティ 

 

２－１．電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 自動車は、そもそも部品点数が多く複雑な構造をしているため、製造に

当たっては、高度な制御技術が必要とされる。我が国自動車産業は、これ

までの国際競争を通じ、この制御技術を磨き、これまで高いシェアを獲

得・維持してきた。 

 

○ 電気自動車は従来のガソリン自動車と比べると部品点数が少なく構造

も複雑ではないものの、蓄電池に充電した電気エネルギーでモーターを駆

動するため、蓄電池に蓄えられた電気について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）制御技術など従

来のガソリン車とは異なる高度な駆動制御技術も必要とされる。ハイブリ

ッド自動車で培った我が国自動車産業が持つ強みを活かすことも可能な

分野である。 

 

○ 車載用蓄電池については耐久性、安全性等について高い要求水準が求め

られる。また技術的にブラックボックス化している領域も多く、現在のと

ころはコモディティー化していない。このため、要求される品質において、

依然として我が国企業が競争力を保っている状況となっている。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① コスト低減と商品力の向上 

 

○ 現在、電気自動車やプラグイン・ハイブリッド自動車の価格は通常のガソ

リン車と比べて、ランニングコストに優れているものの、いまだイニシャル

コストが十分に低下していないため、一般的な耐用年数でコスト回収できる

レベルには達していない。現状としては環境対応車の普及・拡大に向けて、

国からの補助金が不可欠な現状である。今後、自立的な市場を確立していく

ためには、車載用蓄電池の技術開発や量産効果によるコスト低減により、ト

ータルコストをガソリン車並みにしていくことが必要。 
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○ また、電気自動車やプラグイン・ハイブリッド自動車格は、通常のガソリ

ン車と比べて体積や重量当たりのエネルギー密度が低いことから、電気自動

車の航続距離は現在１２０～２００ｋｍであり、長距離走行が困難である。

普及に向けては、車載用蓄電池のエネルギー密度を高めるなどの性能向上に

より、航続距離を向上させることが必要。 

 

② インフラ整備 

 

○ 電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車を充電する設備は、２０１

３年６月現在で急速充電器は全国１,６７７箇所と、近年増加しつつあるも

のの、全国に約４万箇所存在するガソリンスタンドとは比較にならないほど

少ないのが現状。 

 

○ 電気自動車、プラグイン・ハイブリッド自動車の普及と充電インフラ設備

の普及はニワトリとタマゴの関係にあり、普及への第一歩としての充電イン

フラの整備は不可欠。 

 

○ また、家庭で充電するためには家庭用充電設備を設置する必要があるが、

集合住宅の場合には家に充電器を置くことが出来ないため、集合住宅におけ

る普及の壁になっている。 

 

③ 非コスト価値の訴求 

 

○ 電気自動車やプラグイン・ハイブリッド自動車は、非常時に車載用蓄電

池に貯めた電力を家庭へ給電する（Ｖ２Ｈ、Vehicle to Home）ことが可能

であり、このような機能を有する電気自動車やプラグイン・ハイブリッド

自動車が研究開発、販売されている。このように、震災時の電源としての

価値、家庭のピークカット電源としての価値等の新しい価値を顧客に対し

て訴求していくことが必要。 

 

（３）政策の方向性 

 

○ 電気自動車等の動力であるリチウムイオン電池について、エネルギー密度

等の性能を追求するとともに、製造プロセスの技術開発を進めることにより、

コスト低減に繋がるようなリチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発を

行う。 
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○ 車載用蓄電池を含め、蓄電池の高性能化を目指して、リチウムイオン電池

の性能を上回る金属空気電池等の次世代の革新型蓄電池の開発を目指して、

大学・研究機関、自動車メーカー、電池メーカー等によるオールジャパン体

制で電池反応メカニズムの解明や高性能化のための基礎技術の開発など革

新型蓄電池先端科学基礎研究（ＲＩＳＩＮＧ）を行う。 

 

○ 平成２４年度補正予算において、次世代自動車充電インフラ整備に関する

補助事業に１,００５億円の予算を計上したところ、本事業に基づき充電イ

ンフラを加速的・計画的に整備する。具体的には、自治体等の計画に基づく

充電器の設置については購入費及び工事費の３分の２、自治体等の計画に基

づかないものの公共性を有する充電器の設置、月極駐車場やマンション等へ

の充電器の設置については購入費及び工事費の２分の１、その他の施設につ

いては購入費の２分の１について補助を行うことで、１０万基以上の整備を

目指す。 

 

   
（出典）ＭＥＴＩ作成 

 

 

○ Ｖ２Ｈの普及に向けて、電気安全と車両と接続機器・制御の互換性を確保

など

次世代自動車充電インフラ整備促進事業 （平成２４年度補正予算要求額：１，００５億円）

○従来、充電器購入費の１／２補助としてきたところ、本事業では、

①補助範囲を拡充（購入費＋工事費）

②補助率を最大２／３に引き上げ

○本事業を通じて、全国に約１０万基の充電設備を設置、「ガス欠ならぬ『電欠』なき日本」

をつくる。

購入費及び工事費の２／３を補助

自治体等が策定する
ビジョンに基づく充電器

（自治体等のビジョンに基づかないものの）公共性
※
を有する充電器

月極駐車場やマンション等の駐車場へ設置する充電器

購入費及び工事費の１／２を補助

※以下のすべてを満たすことが必要
①充電設備が公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
②充電器の利用を他のサービス（飲食等）の利用を条件としていないこと
③利用者を限定していないこと

（ビジョンのイメージ） （設置場所のイメージ）

ガソリンスタンド コンビニ

テーマパーク コインパーキング

平成２５年度始めに、電欠を起こさない充電器整備のモデルプランを
全国自治体等へ配布予定。

月極駐車場

マンション

③
②

④

★①
「道の駅○○」

急速２
普通４

急速２
普通１

約100㎞

急速２

急速１

急速１
普通２

国道○○号線

県
道
○
○
号
線

⑤

《急速充電器》

《普通充電器》

（例）
①○○市○○町○○丁目
（○○番地）「道の駅○○」に
急速２基

②○○市○○町の国道○○
号線沿いに急速２基、普通１
基

③○○市○○町の○○交差
点より半径１００ｍ以内に急
速１基

④県道○○号線の○○交差
点から○○交差点までの間
（５０ｋｍごと）に急速３基

⑤○○市○○町に急速１基、
普通２基

など
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するため、電動車両用電力供給システム協議会において、２０１３年５月に

「電気自動車用充放電システムガイドライン」を制定・発行したところであ

るが、本ガイドラインを普及させていく。 
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２－２．燃料電池自動車 

 

（１）我が国企業の強み 

 

○ 燃料電池自動車については、市場化に向け世界的な開発競争が行われてい

るところだが、ガソリン自動車の触媒技術、エンジン制御技術、ハイブリッ

ド自動車の電池制御技術などを活かせば我が国自動車産業は燃料電池自動

車の分野においても強みを発揮することができると考えられる。 

 

（２）今後のビジネス戦略 

 

① コスト低減 

 

○ 市場の創出に向けた課題は、まずコストの削減であり、燃料電池自動車

の低コスト化に向け未だ燃料電池自動車全体に占める割合の高いと言われ

る燃料電池システムのコスト削減が必要。 

 

○ コスト削減に向け初期需要の確保が有効である。初期製品として、商用

車などではなく、セダンなどボリュームゾーンを狙った商品開発が有効と考

えられる。消費者による認知の向上による市場確保を図るために、市場の立

ち上がり期早期に燃料電池バスも商品化し公共交通機関における走行を行

うことも有効である。 

 

○ また、研究開発コストを低減するため、海外メーカーなどと商品の共同

開発を行うことも有効な戦略であると考えられる。 

 

  


