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はじめに 

 

 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

より検討がスタートし、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月から実

証事業をスタートさせてきたところである。 

 以後、実証事業のマスタープランづくりや、平成２３年度予算の

採択等のプロセスを通じ、各実証事業の目的やこれを達成するため

の手段が明確になってきたところである。 

 そこで、今般、実証事業の内容を整理し、とりわけ東日本大震災

以後、関心が高まっているスマートグリッド、スマートコミュニテ

ィの現状と今後の方向性を中間的にとりまとめるものである。 
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１．スマートコミュニティについて 

太陽光や風力を始めとした再生可能エネルギーはエネルギーセ

キュリティの向上や CO2の削減の観点から、我が国にとって重要な

エネルギー源である。 

住宅用太陽光発電等の再生可能エネルギーが配電部門に大量導

入された場合、系統への影響が避けられない。これに対応するため

には、近年技術進歩が著しい IT技術や蓄電池の技術を用い、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「スマートグリッド」が非常に有力な技術である。 

さらに、エネルギー全体の有効利用を促進するためには、電力だ

けでなく、エネルギー最終需要の半分を占める熱エネルギーや、近

年需要の伸びの著しい運輸部門でのエネルギー利用の効率化も視

野に入れて、全体として最適なシステムを構築しなければならない。 

そうした意味で、家庭・オフィス・商業施設・交通など、生活の

様々なシーン全体を総合的に俯瞰し、全体としてエネルギーの最適

利用を地域レベルで進める、「スマートコミュニティ」ともいうべ

き、次世代のエネルギー・社会システムを構築することが必要とな

る。 

さらに、再生可能エネルギーの一層の導入促進を背景として、世

界的にスマートグリッド・コミュニティのニーズが高まっているこ

とを踏まえれば、我が国の優れた新エネルギー・省エネルギー・ス

マートグリッド技術を国際的に展開できる可能性は非常に高い。こ

れにより、世界のエネルギー需給バランスの改善やＣＯ２削減に貢

献できるとともに、我が国の新たな成長につなげることもできる。 

こうした積極的な国際展開を可能とするため、鍵となる技術やシ

ステムについての国際標準づくりをリードするとともに、システム

全体で需要を獲得するための関連企業のフォーメーションづくり

が求められているところである。 
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２．次世代エネルギー・社会システム協議会・実証事業 

２－１．次世代エネルギー社会システム協議会の設置 

 このような状況を踏まえ、経済産業省では、平成２１年１１月

に省内横断的なプロジェクトチーム「次世代エネルギー・社会シ

ステム協議会」を設置し、系統安定化、国際標準等の関連研究会

での検討状況の整理や企業・団体のヒアリングを通じて翌年１月

に「次世代エネルギー・社会システム」の在り方を中間的にとり

まとめた。 

 

＜中間とりまとめのポイント＞ 

・スマートグリッドの構築に向けてのコンセプトの整理 

・電力に加え、熱エネルギー、交通システムを含めた総合的な

エネルギー利用の在り方として「次世代エネルギー・社会シ

ステム」構築の必要性 

・中長期的には地域レベルでのエネルギーマネジメントシステ

ムが電力ネットワークの負荷を低減しつつ、電力ネットワー

クが地産地消モデルのバックアップとしても機能するという

相互補完関係が構築される可能性があること 

・実証事業の必要性とポイント 

・国際展開の重要性 

・国際標準の策定の必要性 

・時間フレームに応じた対応の概要・ロードマップの必要性 

 

２－２．次世代エネルギー・社会システム実証地域の選定 

「次世代エネルギー・社会システム協議会」中間とりまとめを

受け、スマートコミュニティに関する各種の技術的課題（地域・

家庭・ビルのエネルギーマネジメントシステムの確立や蓄電池の

制御技術等）や社会的課題（エネルギー需給の状況に応じた需要

家インセンティブの体系の検討など）を検証する実証地域を平成

２２年２月末から公募し、同年４月８日に横浜市、豊田市、けい

はんな学研都市（京都府）、北九州市を選定した。 
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実証地域の選定後、選定地域では自治体と地域の企業が中心と

なって実証プロジェクトのマスタープランをそれぞれ策定し、同

年８月１１日に各自治体の首長及び代表企業から経済産業大臣、

副大臣、政務官へ手交された。本実証プロジェクトは、各自治体

のリーダーシップの下、参加企業だけでなく、自治体自身も本プ

ロジェクトへ予算や人材を拠出する形で、自治体・住民・企業・

国の共同プロジェクトとして、平成２６年度まで実施される予定

である。 

 

２－３．次世代エネルギー・社会システム実証事業 関係省庁連絡

会議の設置 

スマートコミュニティづくりは、エネルギーだけでなく、通信、

環境、地域づくり等、様々な行政分野に跨る課題を抱えている。

こうした課題を効率的に解決するため、経済産業省のみならず、

関係省庁が連携して、それぞれの省庁の有する知見や政策資源を

投入することが必要となる。 

 

そのため、平成 21年１月に「次世代エネルギー・社会システ

ム実証事業 関係省庁連絡会議」を開催し、内閣官房（地域活性

化統合事務局、国家戦略室）、総務省、国土交通省、農林水産省、

環境省、文部科学省の連携の下で、実証地域の重ね合わせ（平成

22年の環境省の「チャレンジ 25地域づくり事業」では横浜市、

けいはんな学研都市）や、実証成果の活用（北九州市では総務省

の「環境負荷軽減型地域 ICTシステム基盤確立事業」の通信技術

の成果を本実証予算で活用）を行うとともに、スマートコミュニ

ティ・アライアンス（後述）に設置された国際標準化ワーキング

内の通信サブワーキングにおいては、総務省と経済産業省で、国

際標準提案のための共同作業等を行っている。 
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２－４．実証プロジェクトの開始 

平成２２年度は、実証地域に導入される機器やシステムの設

計・開発やプロジェクト実施に当たっての事前調整（住民参加の

募集や事前説明など）が行われてきた。 

平成２３年度からは約１５０億円の予算を確保し、実証地域に

実際に機器やシステムが本格的に導入され、地域の住民が参加す

る実証事業が本格的にスタートする。 

個別の実証事業の作り込みに当たって、留意した点は次のとお

りである。 

 

・ エネルギーマネジメントシステムの構築。様々な生活シー

ンに対応できるよう、家庭、オフィス、商業施設、病院、

工場など多様な場での実証を行い、それにつながるハード

の機器やソフトのインセンティブスキームも様々な組み

合わせを用意し、相互比較が可能となるよう、できるだけ

多様な実証データを収集。 

・ 蓄電池の制御技術や利用形態と劣化の相関関係の確立。こ

れについても、様々なシーンでの様々な組み合わせを実証

し、多様なデータを収集。 

・ ビジネスモデルの確立。トレードオフ関係にある「快適さ

を損ねない省エネ・新エネの導入」と「機器やシステム導

入のコスト」を両立される最適点を探すため、需要家の声

も踏まえながら様々な実証データを比較検証し、ビジネス

展開につなげる。家庭であれば世帯の大きさや共働きかど

うか、ビルであればオフィスか商業施設かなど、ライフス

タイルに応じてきめ細かく検証し、初期投資が数年のうち

に回収できるようなモデルの確立を目指す。 

・ 標準の整備。多様な企業が各地域で様々な機器、システム

の実証を行うことを踏まえ、それぞれが「ガラパゴス化」

しないよう、スマートコミュニティ・アライアンスの標準

ＷＧでの活動などを通じて、インターフェイスや安全性等

の面での標準化を実施。 
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２－５．実証事業の具体的内容 

 

再生可能エネルギーの導入が需要サイドで進むと、これまで供

給サイドのみで担ってきた需給の調整機能の一部を需要サイド

で担うポテンシャルが生じる。 

このような需要サイドの需給調整の役割を果たすものが、家や

ビル、工場のエネルギーマネジメントシステム（HEMS、BEMS、FEMS）

及び車載蓄電池のマネジメントを核とした交通システム、そして、

それらを統括しつつ上位の系統との結節点となって家、ビル、工

場、交通システムを含めた地域全体のエネルギー需給を調整する

地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）である。 

これまでのマイクログリッド実証等では、エネルギー供給サイ

ドの状況にあわせて、地域で蓄電池やコジェネにより再生可能エ

ネルギーの不安定性を克服する需給制御技術の実証が行われて

きた。 

「次世代エネルギー・社会システム実証」では、これまで実証

されてきた技術を更に進化させ、家やビルといった生活シーンで、

需要家への経済的インセンティブを通じた需要抑制・創出を取り

入れつつ、個別の機器（ヒートポンプや燃料電池、照明、家電、

定置用・車載用蓄電池）を「賢く」制御し、HEMS、BEMS、FEMS、

交通システムを構築していく。 

そして、これらのシステムの更に上位のレベルで地域全体で再

生可能エネルギーを効率的に活用していく CEMSを構築し、個別

のシステムと連携し合うことによって、全体として地域や生活シ

ーンでの需給を、快適さを損ねずに最適にバランスさせる社会シ

ステムの構築を目指す（個別事業の詳細は別紙参照）。 

その際、定量的な目標と、その目標の実現に向けたアプローチ

を仮説として具体的に設定し、実証の期中、事後に、成果をしっ

かり検証できるようにする。 
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図－１：実証事業の目標と階層（平成２３年度「次世代エネル

ギー・社会システム実証事業」公募要領より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２：実証事業の定量目標について 
 全体目標 家庭部門 業務部門 運輸ほか 

横浜 2005年比:約

64,000ｔ-CO2/年

削減 

1世帯当たり CO2 

最大 30%削減 
1棟当たりCO2最

大 30%削減 
CO2 15%削減（EV

ｼｪｱ・充電ｽﾀﾝﾄﾞﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
豊田 2005年比:約7994

ｔ-CO2/年削減 

2005年比:約 182ｔ

-CO2/年削減 

2005年比:約 30．

5ｔ-CO2/年削減 

2005年比:約7781

ｔ-CO2/年削減 

けいはん
な学研都
市 

2014年 

1.6t-CO2/人・年

（2007年比 51％

削減） 

2007年比：63％

削減 

2007年比：54％

削減 

2007年比：38％

削減 

北九州 市内一般街区と

比較して 50％の

CO2削減 

1世帯当たりトー

タル 35％削減 

全体で 40％CO2

削減 

－ 

＊事業の進捗に伴い精査・見直しをおこなう予定 

 

家庭部門 業務部門 産業部門 運輸部門

メガソーラー等地
域全体での取組
と位置づけられ

るもの

全体目標

再エネ 省エネ 再エネ 省エネ 再エネ 省エネ 再エネ 省エネ

デマンドレ
スポンス

見える化
行動支援

デマンドコ
ントロール

料金／ポイント
インセンティブ

蓄電池
ＶtoH

デマンドレ
スポンス

デマンドコ
ントロール

見える化
行動支援

料金／ポイント
インセンティブ

メガソーラー

熱の面的
利用ＥＶへの充

電促進

車単体の
効果

エコドライブ
支援※家庭部門と同様

エコドライブ
支援

自家発電されたＰＶ
の発電量を表示して
利用を促すなど

料金変動、ポイント
システムを用いて、Ｐ
Ｖの宅内利用を促す
など

再エネの余剰発電
量を蓄電して後で使
うなど

宅内のエネルギー消
費量を表示するなど
して使用量の削減を
促すなど

料金変動、ポイントシ
ステムを用いて、宅内
のエネルギー使用量
の削減を促すなど

例えば、再生可能エネルギーの有効利用
とエネルギー使用量の削減で、化石燃料を
使用量を削減するなど。

実証に当たって明確にすべき事項
ⅰ誰が実施するのか
ⅱどこで実施するのか（想定される対象者の特性と規模）
ⅲ導入する機器の種類とその機能、台数、設置場所
ⅳ機器の運用方法と組み合わせ
ⅴ住民が参加する実証メニューの仕組み
（例えば、デマンドレスポンスを用いる場合には、具体的なインセンティブメニューを
どのように決定するのか。）

ⅵ住民が参加する項目については暮らしの快適さとの両立を検証するための方法
ⅶどのようなデータを集めるのか
ⅷそれをどのような方法で検証・評価するのか
ⅸ検証・評価の結果どのような結論が期待されるのか
ⅹこれを実現するために必要となるコストの総額
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１．家庭のエネルギーマネジメント（HEMS） 

家庭では、住宅用太陽光発電等に代表される再生可能エネル

ギーを効率良く利用すると同時に、暮らしの快適さを損ねるこ

となく省エネルギーを進める必要がある。 

その中枢機能を担うのが、ホームエネルギーマネジメントシ

ステム（HEMS）である。ＨＥＭＳがエネルギーの需給状況に応

じて、創エネルギー機器（太陽光発電、ヒートポンプ、燃料電

池等）や蓄電機器（家庭用蓄電池、電気自動車やプラグインハ

イブリッド等の次世代自動車）、家電製品等の需要機器を制御し、

最適な需給バランスを実現する。 

本実証では、以下の図－１のように、様々なバリエーション

の各実証事業を行い、多様で豊富なデータを収集することとし

ている。これにより、家庭の世帯構成やライフスタイル等に応

じてきめ細かいメニューを用意し、機器・システムの経済合理

性を追求することとしている。 

 

図－１ 家庭のエネルギーマネジメント 

 

 

電 気

蓄電池なし 蓄電池有り 蓄電池or車

熱
な
し

見える化ハウス
（北九州）
デマンドレスポンスに対
応した住宅で、家電の消
費量の見える化により省
エネや再エネ利用促進喚
起（ダイワハウス）

蓄電ハウス（北九州）
家庭内の蓄電池を制御することで、ＰＶ利用促進、
ピークカット、負荷移行（積水化学①）

モビリティ活
用ハウス
（豊田）
蓄電池もしくは
ＰＨＶを各戸に
導入し、太陽光
発電の自家消費、
ＨＰによる蓄熱
もしくはＦＣに
よる熱電併給で
電気と熱トータ
ルで効率活用
（トヨタ・デン
ソー・中電）

蓄電池シェアハウス（横浜、北九州）
マンションや戸建住戸間で蓄電池をシェアし、1件あ
たりの導入コストを下げるとともに電池寿命をのばす
（積水化学②、ＮＴＴドコモ）

直流ハウス（北九州）
直流給電によりＰＶからの電力を蓄電を含めて変換ロ
ス無く利用する（シャープ）

熱
有
り

Ｈ
Ｐ

電化ハウス
（けいはんな）
ＨＰの自動制御により、
電気を熱として貯蔵（東
芝①、三井丌動産、関
電・オムロン①）

蓄電池×ＨＰハウス（けいはんな）
ＰＶ電力の蓄電に加え、ＨＰにより熱としても貯蔵することで、
再生可能エネルギーの利用率向上、（東芝②、関電・オムロン
②、パナソニック、日鉄エレックス）

Ｆ
Ｃ

コジェネハウス
（けいはんな）
ＦＣの自動制御により、
家庭内の電気と熱需要を
一体制御（大ガス・オム
ロン①）

蓄電池×コジェネハウス（横浜、けいはんな、北九州）
ＦＣを蓄電池と組み合わせて定常運転させ、効率を高める。ま
た、ＦＣ１台を２戸でシェアして住戸間で電力・熱融通を行う
（東ガス、西ガス、大ガス・オムロン②）

×

×

×

（充放電対応
可能自動車）

ＯＲ

ＯＲ
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なお、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の下では、太

陽光発電の余剰分を電力会社に買い取ってもらえるために、蓄

電等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が

ある。 

したがって、これらの家庭用のＨＥＭＳシステム・機器が広

く社会に普及していくのは、再生可能エネルギーの固定価格買

取制度が終了した後、あるいは固定価格買取制度中であっても、

太陽光発電の買取価格が低下し、蓄電インセンティブが増す状

況になった場合のことだと想定される。 

 

２．ビルのエネルギーマネジメントシステム（BEMS） 

ビルのエネルギー消費は、事務所（21％）、ホテル・旅館

（19％）、スーパーやコンビニ等の店舗を含む卸・小売業（11％）、

病院（11％）の順で多い（「エネルギー白書 2010」より）。 

また、ビルのエネルギー消費は、用途の違いによって需要パ

ターンが大きく異なる。事務所ビルでは冷暖房熱源や空調搬送、

照明・コンセントが同程度のバランスで消費されるのに対し、

店舗では、照明やコンセントの需要が大きく、病院やホテルで

は給湯需要が大きい（日建設計総合研究所資料より）。 

これらの特性の違いに加え、エネルギー制御の手段・対象（経

済的インセンティブの付与によりビルオーナーや従業員など施

設滞在者といった人を介した制御を行うか、機器を直接的に自

動制御するか）に応じて、幅広い実証メニューを用意し、需要

家のニーズに応じたビジネスモデルを構築することとしている。 
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図－２ ビルのエネルギーマネジメント 

 

３．交通 

交通分野でも、再生可能エネルギーの利用を促進したり、さ

らなる省エネルギーを進める取組を実証する。 

そのため、車載蓄電池や車載用燃料電池の電力充放電制御な

どの技術の実証や、運転アドバイスなどドライバーの利便性を

高めるソフトの実証を行う。また、車単体にとどまらない交通

システム全体の変革への取組として、車載電池の二次利用や充

電施設におけるピークカットなどの技術実証、ポイントインセ

ンティブによるモーダルシフトや、エネルギーマネジメントと

の一体運用などの社会実証を行う。 

  

制御手段・対象

手段 間接制御（経済的インセンティブあり） 直接制御（経済的インセンティブなし）

対象 ビルオーナー 従業員など施設滞在者 機器

種
別

事
務
所
ビ
ル

大規模ビル群
管理（横浜）
系統状況に応
じて、管理下
にあるビル
（オーナー）
に対してＤＲ
量を割り当て
指令（東芝）

中小ビル群管理（京阪奈）
管理下にある各ビルの従業員レベルでの行
動支援（ポイントインセンティブ）
（山武・三菱商事）

既存インフラ活用モデル（横浜）
導入実績が多い潜熱蓄熱槽で空調制御を行うと
ともに蓄電池でピークカット（大成建設）

従業員参加型ビルの省エネ（北九州）
初期投資の余力があまりない小規模ビル向
けに、機器・システムの導入を最小限に抑
えた従業員の省エネに対する行動支援を行
う（安川情報システム）

ダイナミックプライシング対応型ビル制御
（北九州）
ダイナミックプライシングと連動した蓄電池の
充放電制御、空調、照明の自動制御、EVの充電
制御（日鉄エレックス、三菱重工）

店
舗

スーパーマーケットモデル（横浜）
蓄電でピークカットを行うとともに、EVの
充放電やピーク時の来客抑制などにポイン
ト付不（日揮）

車載用蓄電池活用モデル（横浜）
大型ショッピングモールにてコジェネレーショ
ンと蓄電池と組み合わせて熱主運転することに
より、運転効率化をはかるとともに、ピーク時
電力を継続的に削減（明電舎）

病
院
・
ホ
テ
ル

ー

ホテルモデル（京阪奈）
部屋の利用率にムラの生じる条件で、空
調・給湯の集中熱源方式から個別制御への
転換や需要の集約を行う（富士電機）

病院モデル（北九州）
治療室や病棟、共用部など設備の優先度づけを
行い、病院の特性に応じた制御システムの作り
込み。また、医療行為（透析）について必要と
なる熱源を太陽熱と蓄熱で賄う（日鉄エレック
ス・富士電機）
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図－３ 交通分野のエネルギーマネジメント 

 

４．産業・その他（FEMS） 

既にかなりの省エネが進んでいる産業分野についても、地域

のエネルギーマネジメントが導入されることを契機として更な

る省エネや再生可能エネルギーの利用推進の可能性がないかど

うかについて実証を行う。 

 

５．地域のエネルギーマネジメント（CEMS） 

スマートコミュニティのエネルギーマネジメントシステムは、

地域レベルでの分散的な制御を行うものであるが、その在り方

は需要の特性や既存の系統への依存度の強さに応じて変化する。 

本実証では４つの典型的なパターンについて、システムを構

築し、今後の実ビジネスへの展開に向けたメニューを整備する

こととしている。 

  

交通システム

車自体の新たな価値 交通システム

技
術
の
実
証

次世代自動車や宅送車両からの充放電技術を用
いたエネルギーマネジメント（横浜、豊田、け
いはんな、北九州）（トヨタ、日産）

車載用蓄電池の定置用蓄電池としての二次利用
（けいはんな）（三菱商事）

ＦＣバス／ＦＣフォークリフトの系統連携
（豊田、北九州）（トヨタ）

蓄電池制御によるＥＶ充電のピーク需要カット
（横浜）（ＪＸ）

ソ
フ
ト
の
実
証
（
社
会
実
験
）

車載器情報からの運転アドバイス（北九州）
（ＪＸ）

需要家行動の変化を促すことによる交通分野の
ピークシフト（豊田市）（トヨタ）

公共交通へのシフトを促すバス乗車ポイント
システム（けいはんな）（三菱重工）

×
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図４ 地域のエネルギーマネジメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単一部門（家庭）のみの制御 複数部門の総合制御

系
統
依
存
度
が
高
い

住宅団地型
業務ビル、大学、住宅900戸が対象。消費を見える化
し、丌要丌急の電気をカット。また、省エネをした場
合等にエコポイントが付くなどのインセンティブを付
不。（関西電力・三菱電機・三菱重工）

広域大都市型
3地域（ビジネスエリア、集合住宅エリア、戸建住宅エリ
ア）で大型蓄電池による制御、地域エネルギーマネジメン
トシステムと大規模系統との相互補完実証。（東芝・東京
電力）

系
統
依
存
度
が
低
い

戸別住宅型
67戸の新築住宅でデマンドサイドマネジメントの実
施。暮らしの中で次世代自動車の使い方を実証するこ
とで、電池のデータ収集や最適な充電器の設置につい
て検証。（中部電力・トヨタ）

地方中核都市型
新日鐵の特定供給エリアで実証。地域内の全ての需要家に
スマートメーターを設置し、需給状況に応じて電力料金を
変動させるリアルタイムプライシングを実施。八幡製鉄所
を基幹系統と見立て、系統と の役割分担を実証。（富士電
機システムズ・ソフトバンク）

横浜市けいはんな

北九州市
豊田市

金沢地区

港北ニュータ
ウン地区

みなとみ
らい地区
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２－５－１．経済的インセンティブ 

スマートコミュニティにおいては、需要家側が主体的に自ら

や地域の需給状況に応じて、「賢く」エネルギーを利用し、また

供給することが求められる。ただし、そのためには、需給状況

に関し、正確な情報を得られなければ、そうした行動に結びつ

かない。こうした需給状況の情報は、価格シグナルやポイント

インセンティブといった経済的インセンティブの形で提供され

ることが一般的である。（デマンドレスポンスとも呼ばれる。） 

具体的なメニューは、①電気料金かポイントインセンティブ

か、②プラスのインセンティブだけか、マイナスのインセンテ

ィブ（一種のペナルティ）も含むのか、③事前調整のみか、リ

アルタイムでの調整も含むのか、等によって分けられる。 

実証地域では、これらのメニューを組み合わせることによっ

て、どのメニューにどの程度ユーザーが応じるか等の弾力性等

をデータ分析し、ユーザーの満足度と、再生可能エネルギーの

有効利用や省エネルギー、CO2削減、系統負荷への軽減といっ

た社会的ニーズが最適にバランスするインセンティブのあり方

を検証する。 

これらの結果は、家庭やビルの ESCO事業の展開にとって有益

であるほか、電力会社にとっても設備投資コストの削減への寄

与、電気料金制度の設計に当たってのインプリケーションとな

ること等が期待される。 

各実証地域でのインセンティブの特徴等は次のとおり。 

 

○横浜市のインセンティブ 

横浜市では、ポイントインセンティブを、需給バランスの

改善に資する行動をとった場合（プラスの場合）に付与する。

まずは、翌日の需要と供給予測に基づいて前日に、さらに需

給改善の見込みが得られない場合、当日の予約を行う。 
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○豊田市のインセンティブ 

豊田市の実証プロジェクトでは、ポイントインセンティブ

を付与する。太陽光発電の発電状況に基づき、０～３倍の範

囲でポイントを付与する。 

また、需給が逼迫する時にエネルギー利用を行った場合は

マイナスポイントを付与し、最終的には損をする仕組みも導

入することで、ユーザーの実証への協力がより期待できるよ

うな工夫がされている。 

 

○けいはんな学研都市のインセンティブ 

けいはんな学研都市の実証事業においては、ポイントイン

センティブを付与する。インセンティブの仕組みとしては、

気象情報を基に予想するＰＶ発電量や、家庭・業務・運輸等

各部門における需給予想、また必要により系統側（本実証で

は系統模擬システム）の要請も踏まえたデマンドレスポンス

要請を、前日計画、当日計画、およびリアルタイムの実績に

基づく当日指令の３段階で実施した後、評価期間における目

標達成度合いを「評価値」として評価して各需要家にポイン

ト換算する。 

また、ＣＯ２排出目標量についても、評価期間における目

標達成度合いを「評価値」として評価して各需要家にポイン

ト換算する。 

 

○北九州市のインセンティブ 

北九州市については、電気事業法の「特定供給」に該当す

るため、実際の電気料金制度を改定して、実証実験を行う。 

時間別（昼間／ピーク／夜間／深々夜）、曜日（平日／休日）、

季節（夏／その他／軽負荷／低負荷／最低負荷）で基本料金

を基本単価として設定する。 

さらに、前日予測に基づき係数を基本単価に乗じる形で翌

日単価を設定、通知し、当日にはピークシフト又は需要創出

のために１／５～５倍の範囲で単価を通知する。 

また、このような電気料金に加え、住民が地域の環境や電

力系統に貢献する行動をとった場合にもインセンティブを付

与する。  
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２－５－２．新たなビジネスの可能性 

別紙で示した、実証地域の個別事業に関する技術と経済合理

性が確立すれば、消費者がエネルギーの種類、エネルギーの買

い方、作り方、使い方を自由に決め、エネルギーの種類（安い

エネルギーか、よりクリーンなエネルギーか、災害にも自立対

応が可能なエネルギーか、等）を選択することができるように

なり、各種の機器やシステムが自立的に普及していくこととな

る。 

さらに、こうした選択肢の拡大を前提に、２－５－６．のデ

マンドレスポンスも組み合わせた、次のような新たなサービス

が出てくることも想定されるところであり、実証事業を通じて、

各企業、自治体が実ビジネス化に向けてこれらを初窮していく

こととなる。 

 

○新エネ＋省エネ＋経済的インセンティブの ESCOサービス 

従来までの ESCOビジネスに加え、例えば、家庭に太陽光発

電を導入し、HEMSによって再生可能エネルギーを最大限使う

とともに、経済的インセンティブを活用した「お任せ」省エ

ネサービス等を提供することを組み合わせた「エネルギー総

合管理サービス」が考えられる。家庭のエネルギーに係る費

用が削減され、太陽光発電や創エネ・蓄エネ機器等の初期投

資の回収が数年内で可能となることが考えられる。なお、リ

ース方式等の併用によって初期投資を軽減することも可能で

ある。 

 

○経済的インセンティブを活用したアグリゲータビジネス 

例えば、省エネルギー法における「共同省エネルギー制度」

において、省エネ法の義務対象者が他の省エネの取組を行う

者と共同で取組を行うことによって同法における判断基準を

達成することを認める仕組みとなれば、アグリゲーターのよ

うな第三者が消費者等の省エネルギーの取組を集約化し、義

務対象者に仲介するようなビジネスが出てくることが想定さ

れる。 
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○デマンドレスポンスサービスを活用した広告サービス 

例えば、需給が逼迫する場合にユーザーに外出を促すレコ

メンドを出すとともに、スーパーでの割引や映画館の割引チ

ケットを与えるなど、第三者が企業と需要家の仲介役となっ

て広告の提供や集客インセンティブ等の付与をビジネスにす

ることや、見える化機器や HEMS機器を無償でリースする代わ

りにテロップで企業広告を表示するビジネス等が想定される。 

 

○系統安定化に資するビジネス 

再生可能エネルギーが系統に逆潮すると周波数や電圧が不

安定となるため、系統安定化のための設備投資が必要となる

が、例えば、家やビルに蓄電池を設置することでこの問題が

回避できる。 

このような、エネルギー供給事業者の系統安定化の投資抑

制に資するビジネスや、北九州市で検討される「地域節電所」

のような、系統安定化やエネルギー供給を一括して行うビジ

ネス等も考えられる。 

 

○電気事業者の供給信頼度・設備利用率向上に資するデマンド

レスポンスビジネス 

米国では系統運用者と個々の事業者の仲介を通じて、デマ

ンドレスポンスによる電力需給の調整を行う curtailment 

service provider (CSP)と呼ばれるビジネスが存在している。

これにより、電気事業者は、ピーク需要を抑制し供給信頼度

を高めるとともに、設備利用率を改善を通じた電力コスト低

減を図っている。 

我が国においては、電気事業者が需要家と需給調整契約に

よる相対取引を行っている事例が存在しているが、例えば需

給調整契約の仲介サービス等、今後我が国の取引実態に応じ

た新たなビジネスモデルが出てくることも想定される。 
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２－６．今後の実証事業の進め方 

２－６－１．実証事業の評価の視点 

今後は、２－４に示した、エネルギーマネジメントシステ

ムや蓄電池関係技術、ビジネスモデルの確立や標準の整備な

どを、２－５に記したとおり、定量的な目標と実現のための

手段を含めた仮説に従って進めていく必要がある。 

その際、不明確な目標や手段しか示せない実証事業を打ち

切るのは当然のことであるが、重複した実証事業の整理・統

合や、技術的には可能性があってもビジネスとしての実現可

能性に乏しい実証事業の中止など、政策資源の投入に見合っ

ただけの効果があるのか、不断に検証していかなければなら

ない。逆に、事業の途中で、それまでの成果を踏まえて事業

の目的の実現のために実証内容を変更する必要がある場合に

は、柔軟に対応しなければならない。 

特に実証事業で確立を図ろうとする家庭、ビル、地域、交

通に係る各種システムは、現時点では開発競争段階にあるた

め、需要ごとに、多数のものが構築される可能性がある。 

しかしながら、これらのシステムは気象予測（風況、日射

量、気温・湿度など）等システムの構成要素として共通のも

のが多数存在することや、供給サイドの CEMSと需要サイドの

HEMS、BEMS等がやりとりする中で需給をバランスさせていく

という意味において、HEMSや BEMS等はより近いシステムとし

て共通化できる可能性がある。 

また、CEMS、HEMS、BEMSそれぞれのシステムは規模の大き

さによっても類似性が見られ、BEMSは規模が大きくなれば

CEMSと近く、小さくなれば HEMSと近くなってくる等、ソフト

ウェアの作り込みの部分では将来的に共通化されるものも多

数あると考えられる。 
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更に、CEMSは HEMSや BEMSに指令を出す役割を有するが、

HEMSや BEMSは需要家側のエネルギーの使用方法に介入し、ユ

ーザーのコストや CO2削減の判断に応じて制御する役割を有

する等、システム制御の基本思想は異なってくると考えられ

るが、これについても、CEMSが HEMSの役割の一部を兼ねると

いったパターンも将来的には想定される。 

このようなことを踏まえつつ、本質的には類似のプロジェ

クトを、複数、政策的に支援するという非効率を排しつつ、

必要十分なタイプのシステムを開発する必要がある。 

 

こうした観点を踏まえつつ、年２、３回程度、定期的に事

業の実施主体である一般社団法人新エネルギー導入促進協議

会（ＮＥＰＣ）を中心に技術評価を実施し、実証事業の進捗

状況を点検し、個別事業の進捗管理と事業全体の整合性の確

保を行いつつ、政策資源の投入に当たっての選択と集中を図

っていく必要がある。その結果は、適時、次世代エネルギー

社会システム協議会の場を通じて定期的に発表していく。 
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２－６－２．世界への発信 

我が国と同様、世界各地でもスマートグリッド・スマート

コミュニティの実証実験とその評価が行われている。例えば、

実証事業の評価に当たり、米国エネルギー省では、スマート

グリッド社会実証のガイドラインを策定し、実証プロジェク

ト間で相互波及効果や経済効果が上がることを狙っている。 

また、このような実証事業の成果を世界で共有し、スマー

トグリッド・スマートコミュニティに関する環境整備を進め、

実証事業の成果の共有を通じて国際的な枠組み作りを行う

ISGAN（International Smart Grid Action Network）が 2010

年４月に設立され、１６カ国（日、米、英、独、仏、中、印、

韓等）及び EC、IEAが加盟している。 

我が国における実証事業は、我が国企業の技術レベルを背

景とした技術水準の高さ、ハード・ソフト両面での実証メニ

ューのバライエティの広さ、実証の規模などの点で、世界有

数のものであると考えられる。この実証成果を世界に向けて

発信することで、我が国として世界におけるエネルギー需給

の改善や技術の進歩に大きく貢献できる可能性がある。 

参考：ＩＳＧＡＮの活動分野 

①政策、標準、規制(Policy, Standard & Regulation) 

②ファイナンス、ビジネスモデル(Finance and Business 

Models) 

③利用事業者、消費者の関与(User and Consumer 

Engagement) 

④関連人材の育成(Workforce Skill and Knowledge) 

⑤技術、システム(Technology and System development) 
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２－７．実証実験を契機とした広がり 

本実証プロジェクトを契機として、より住民参加型の地域づ

くりへと広げていくため、横浜市では、本プロジェクトと連動

する形で４０００軒に住宅用太陽光発電と HEMSのセットを導

入、住民がデマンドレスポンスに参加するプロジェクトが開始

し、本年度は１０００軒の実証実験参加者の募集が行われてい

るところである。また、けいはんな学研都市では関西電力が実

証地域９００件にスマートメーターの導入を行う等の積極的取

組みがなされている。 

さらに、実証事業の推進母体として、実証地域には自治体、

実証事業の参画企業を中心にした「協議会」が設立されている

（横浜市：YSCP推進協議会、豊田市：豊田市低炭素社会システ

ム実証推進協議会、けいはんな学研都市：けいはんな次世代エ

ネルギー・社会システム実証プロジェクト推進協議会、北九州：

北九州スマートコミュニティ創造協議会）。 

これらの協議会では実証事業のプロジェクトの進捗管理及び

評価等の PDCAを行うことに加え、実証事業を直接実施する企業

以外の企業、地域の中小企業、大学等を取り込み、スマートコ

ミュニティに関する機器・システム・サービスの展開をより多

様なものとすることを目指している。 

このように、本実証実験を契機とした自治体・企業・住民の

より積極的な連携が期待される。 
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３．海外展開について 

国内では機器・製品・システムの高度化自体に力点を置きがちで

あるが、それだけではエネルギーシステムの一部品とだけなってし

まう可能性もある。加えて、海外では、性能の高い機器のみならず

性能の低い機器等であっても、これらを効率的に制御する上位のシ

ステムの開発の中に組み込み、これを「システム性能」等として国

際標準化する動きもある。 

このようなことを踏まえれば、機器の組み合わせだけでなく、制

御等のシステム複合度を高め、トータルとして付加価値を発揮する

ことも必要となる。 

今後、世界人口の半数以上が都市に居住すると言われる中で、エ

ネルギーをはじめとしたインフラ需要のニーズが増大している。イ

ンフラ整備は都市開発と共に行われ、デベロッパーをはじめとした

全体コントラクターが都市に整備されるインフラ関連の機器・シス

テムの設計・スペックを構築する立場にあり、プロジェクト全体に

占める利益の割合も高い。仮に機器やシステムだけを売るにしても、

より上流の設計への関与が必要となってくる。さらに、買い手側は

国や地方政府であることが多く、そのニーズにあった提案とするに

は、機器やシステム等にとどまらない、環境やエネルギー問題等の

ソリューションを含めた総合的な提案が必要となる。 

このような背景をもとに、海外展開や国際標準を業種横断的、官

民が連携して推進していくため、2010年４月６日、官民連携組織

の「スマートコミュニテイ・アライアンス」が NEDOを事務局とし

て設立された（2011年６月時点で参加企業は６２５社）。 

スマートコミュニティ・アライアンスでは、官民ミッションの派

遣等によりシステム導入側の政府等と直接対話を行うことで、導入

側のニーズを汲み取り、それに即した課題解決型の提案と交渉を積

み重ねることにより、より上流の設計段階からの関与を行うことを

目指して取組を進めている。 

さらに、我が国の製品・技術・システムを海外に展開するに当た

って、需給制御システム等に関する技術については、現地の系統運

用の実態や社会制度（電力制度や電力品質への要求など）により製

品・技術・システムに求められる性能やスペックも異なることから、

現地の状況に即して実証し、製品・技術・システムが現地系統の下

でも安定的に動作していくことを確認する必要がある。平成 21年
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度から開始された「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実

証事業」等を通じ、国内実証で機器やシステムを確立すると同時に、

海外での異なる需要や系統の下で実証を重ね、国内だけでなく海外

にも展開可能な技術を作り上げていく。 

ファイナンス面では、インフラ輸出支援のため、スマートグリッ

ド・スマートコミュニティが、新たに、日本政策金融公庫の国際部

門である国際協力銀行部門（JBIC）による先進国の投資金融業務の

対象となった。また、輸出金融業務への適用についても、現在政令

の改正作業中である。これらをはじめとして、日本貿易保険や国際

協力機構（JICA）の枠組みも活用しながら、スマートコミュニティ

の海外展開を図る。 

 

図－３：「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」で

の実証地域と事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インド

スマート・コミュニティ
(デリー＝ムンバイ４地域)

2009年1月の首脳会談での合意に
基づき、デリームンバイ構想の下
で、スマート・コミュニティを構築。

中国

スマート・コミュニティ
(天津、共青城)

電力需要の急速な増加による
需給逼迫が見込まれる中国にて、
スマート・コミュニティ協力を推進。

トルコ

スマート・グリッド

風力発電と揚水発電を活用し
たスマート・グリッドを構築。

米国

①スマート・グリッド (ニューメキシコ州)
上位系統とつながったスマートグリッド実証事
業を実施。米国におけるショーケース効果を狙
う。

②離島型スマート・グリッド (ハワイ州)
首脳間で合意された沖縄ハワイ・プロジェクト
の一環として、ハワイ州にて離島型スマート・
グリッドを構築。

スペイン

スマート・コミュニティ

日本の電気自動車用急速充電器の
標準導入も視野に、電気自動車の
遠隔管理を可能とするシステムを構築。

フランス

スマート・コミュニティ (リヨン)

フランス第２の都市であるリヨンにて、
地域全体のエネルギー管理と電気自動
車を連携させたシステムを構築。

東アジア・ASEAN

スマート・コミュニティ

2010年10月の日アセアン首脳会合等にて、日本から
「東アジアスマート・コミュニティ・イニシアティブ」を提案。

本イニシアティブの具現化に向け、官民ミッションを派遣。
・マレーシア（昨年12月）、タイ（本年２月）
・ベトナム、インドネシア、シンガポールにも派遣予定。
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４．国際標準の動き 

スマートグリッド・スマートコミュニティの国際標準については、

アメリカ、EU、韓国、中国等でも積極的な取り組みがなされている。 

我が国ではこのような動きも踏まえつつ戦略的に対応するため、

2010年８月より開始した「次世代エネルギーシステムに係る国際標

準化に関する研究会」（経済産業省）において、我が国のスマートグ

リッド技術についての国際標準化ロードマップを策定するとともに、

我が国企業の競争優位性や市場への参入可能性を考慮して、２６の

重要アイテムを選定した。 

 

図－４：２６の重要アイテム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを踏まえつつ、スマートコミュニティ・アライアンス内に国

際標準化ワーキンググループを設置し、蓄電池、地域エネルギーマ

ネジメントシステムにつき、実証事業と連携した標準化や海外の関

係機関との意見交換等の活動を実施している。 

  

<配電自動化システム用ﾈｯﾄﾜｰｸ（仮想網）>
ＩＰ網

ＩＰ網

<ＡＭＩ用ﾈｯﾄﾜｰｸ（仮想網）>

<ＤＲ用ﾈｯﾄﾜｰｸ（仮想網）>

上位制御ｾﾝﾀ

メータ管理
システム
（MDMS）

ＤＲサーバ

制
御
情
報

空調機 PV
パワコン

太陽光発電パネル

ＰＥＶ／ＰＨＥＶ

制御装置

分電盤

一般需要家

電子式電力量計
高効率給湯器

配電線

配電用
変電所

～

蓄電池

ＩＰ網

ビル・工場

BEMS/FEMS

産業用太陽光発電

パワコン

電力会社
ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ等

配電自動化
システム
（DAS）

パワコン

蓄電池

高速充電器

充電ｽﾃｰｼｮﾝ

パワコン

1 送電系統広域監
視制御システム

2 系統用蓄
電池最適制御

3 配電用蓄電池の
最適制御

4 ビル・地域内の電
池の最適制御

5 蓄電池用高
効率パワコン

6 配電自動
化システム

7 分散型電源
用パワコン

8 配電用パワ
エレ機器

9 デマンドレスポ
ンスネットワーク

10 HEMS

11 BEMS

12 FEMS

13 CEMS

14 定置用蓄
電システム

15 蓄電池
モジュール

16 車載用蓄電池の
残存価値評価方法

17 EV用急速充
電器・車両間通信

18 EV用急速充
電器用コネクタ

19 EV用急速充
電器本体設計

20 車載用リチウムイ
オン電池安全性試験

21 車両・普通充
電インフラ間通信

22 インフラ側からの
EV用普通充電制御

23 メーター用広域ア
クセス通信

24 メーター用近距
離アクセス通信

25 AMIシステム
用ガス計量部

26 メーター通信部と上位
システムとの認証方式
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国際標準化ワーキンググループには、「蓄電池」「送配電網管理」「エ

ネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ）」「次世代自動車」「通信イ

ンターフェース」のサブワーキンググループを設置し、それぞれの

分野の標準化の検討を行っている。例えば、このうち、蓄電池 SWG

では、定置用蓄電池システムのインターフェース、安全性・信頼性

（機能安全）等を検討、送配電網管理 SWGでは WASA（送電系統広域

監視制御システム）について、IEC/TC57国内委員会と連携した標準

化の検討や、PVのパワーコンディショニングシステムの多数台性能

評価を検討している。次世代自動車 SWGは日本自動車工業会「電動

車両標準検討会」において標準化を推進、通信インターフェース SWG

については総務省と連携しながら、ITUへの規格提案を行っている。 

 

図－５：２６アイテムとスマートコミュニティ・アライアンスの SWG

の関係 
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５．東日本大震災を踏まえて 

５－１．震災後の変化 

東日本大震災では、分散型のネットワークの有用性も認識された。

例えば、青森県の六ヶ所村では、風力発電で家庭のエネルギーを供

給するスマートハウス実験が実施されているが、震災で電力供給が

途絶えた中にあってもエネルギーを供給し続けた。このように、再

生可能エネルギーは災害時でも家庭等の「点」のエネルギーを供給

することが可能である。 

被災地域では、電気やガス、石油のネットワークが分断され、復

旧までに数週間かかるケースもあったことから、貴重な石油をでき

るだけ切らさないために、再生可能エネルギーと蓄電池を利用した

い、という声や、今後はエネルギーネットワークにも電気、ガス、

石油、再生可能エネルギーといった複数の選択肢を提供する必要が

あるのではないか、という声が聞かれた。 

さらに、震災を機に蓄電池の需要が大きく伸び、家庭用蓄電池の

販売が相次ぎ、最低限災害時において自活できる程度のエネルギー

を確保したいという消費者ニーズも高まっている。また、エネルギ

ー供給が逼迫し、節電や負荷平準化の社会的要請が高まっており、

再生可能エネルギーや蓄電池の導入ニーズはより切迫したものと

なっている。 
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５－２．震災復興に当たって 

被災地の復興に当たり、東日本大震災復興構想会議の「『復興へ

の提言』骨子」（平成 23年６月 11日時点のもの）では、「再生可能

エネルギー等の複数のエネルギー源を組み合わせた、災害に強い、

自立・分散型エネルギーシステムを先駆的に導入。」と提示されて

いる。 

「次世代エネルギー・社会システム実証事業」の成果を踏まえつ

つ、例えば、地域の公的機関や避難所等に再生可能エネルギーや蓄

電池等を備えることによって、インフラネットワークが分断された

時であっても一定の需要を賄える程度の再生可能エネルギーのセ

キュリティインフラを整備することや、被災地の復興に当たって、

地域の再生可能エネルギーを効率良く活用する HEMS、BEMSといっ

た個々の技術や、システムを、まずは「点」レベルで順次導入し、

CEMS技術が確立した後に、これらの HEMS、BEMSシステムをネット

ワーク化し、「面」として展開する等により、スマートコミュニテ

ィの構築に繋げていくことも可能であると考えられる。 

このように、震災後の被災地のニーズや震災を踏まえた社会のニ

ーズにいち早く対応できるよう、実証事業はできるだけ前倒して実

施していくとともに、実証期間の終了を待たずに、順次できあがっ

た成果を社会に導入していくことや、実証地域による復興地域への

積極的な提案と実現に向けた協力により、震災を乗り越え、新たな

エネルギーシステムを創っていくことが期待される。 
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おわりに 

 

 これまで見てきたように、スマートコミュニティづくりの実証事

業では、需要家のタイプやライフスタイルに応じた幅広いメニュー

が実証される。 

現時点ではスマートコミュニティづくりには、高額な初期投資が

必要となる。これを、実証事業を通じて、ハード面でのシステム・

機器やソフト面でのインセンティブメカニズムの費用対効果を分析

することで、必要なものとそうでないものを区別し、できるだけ安

くて便利なものとし、ビジネスベースで普及していくことが期待さ

れる。 

 

東日本大震災以後、分散型システムの必要性が従来以上に指摘さ

れている。これまで、電気は生産即消費で均一な品質で、大規模電

源により発電された電気を、大規模ネットワークを通じて供給する

ことが最も経済合理的であり、また安定供給を可能にすると言われ

てきた。しかしながら、近年の IT技術と蓄電技術の進歩により、電

気は貯められるようになり、新エネ・蓄エネ機器を活用することで、

よりクリーンな電気や、停電時にも電気を利用できるセキュリティ

の高い電気を、一定の初期コストさえ負担すれば需要家自身が選択

できるようになってきた。同時に、暮らしの快適さを損ねることな

く、省エネを実現することも可能になってきた。 

スマートグリッド・スマートコミュニティを支える技術は、需要

家が使うエネルギーを、需要家自身が選択できるようにする技術、

需要家に選択肢を与える技術だと考えられる。 

一方で需要家の選択は多様である。そのようなエネルギーを選択

する需要家も存在するだろうが、そのような追加負担をせず従来通

りのエネルギー供給を受けたいという需要家も存在すると考えられ

る。その意味では、平成２１年１月の中間報告で示されたとおり、

我が国の全てのエネルギーシステムが中央集権型になるのでも、逆

に全てが分散型になるものでもなく、地域や需要場所での必要性や

経済性に応じて、両方のシステムが需要家の選択を通じて相互補完

的に併存していくものと考えられる。 
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次世代エネルギー・社会システム実証における 

４地域の個別採択事業について 

 

１．家庭のエネルギーマネジメント（HEMS） 

 

○見える化ハウス（HEMS） 

創熱や蓄電機器等を備えない、最も経済的なシステムであ

る。家庭にホームエネルギーマネジメントシステムを導入す

ることで、太陽光発電状況と売電状況、家電のエネルギー使

用状況、状況等に応じて家電機器を操作するリコメンドの提

示がなされる。 

 

○蓄電ハウス（HEMS×蓄電池） 

太陽光発電等、家庭で発電した電気を家庭用蓄電池に蓄電

し、これを午前や夜間に利用する等により、負荷平準化を図

ることができるシステムである。現在、住宅用太陽光発電の

５～６割は系統に逆潮していると考えられ、これらを蓄電（※）

し使うことができれば、家庭の電力の６～７割を賄うことが

できる。さらに、実証による HEMS開発では平均１～２割の省

エネルギーを目標としており、HEMSの省エネ機能とセットと

なれば、晴の日が多い季節等では家庭の電気の９割は家庭の

エネルギーで賄えるようになることも想定されている。 

   （※）５kWhを想定 

 

○蓄電池シェアハウス（HEMS×蓄電池） 

 上記のとおり、家庭に蓄電池が導入されれば相当の電気を

貯め、利用することが可能となるが、蓄電池は現時点では高

価である（注）。そのため、これを住宅地内の複数の家庭で共

同で利用することによって蓄電池の導入コストを下げるビジ

ネスモデルが想定される。 

（注）現時点では、市場で販売される家庭用蓄電池は５０万

円／ｋWh程度が相場となっている。 

 

 

 

別紙 
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○直流ハウス（HEMS＋蓄電池） 

住宅用太陽光発電では直流の電気が発電され、蓄電池にも

直流電気が貯められるが、家庭内の機器は交流仕様のため、

電力を使用する際には直交変換により１０％の変換ロスが生

じる。これらの変換ロスをなくすことで、電気をより効率的

に利用することが可能になる。このようなシステムの導入（交

流コンセントに加え直流仕様のコンセントを用意）には、追

加で１０万円程度の追加投資が必要であるが、電気料金の節

約により約８年程度で投資回収が可能となると見込まれる。 

 

○電化ハウス（HEMS×ヒートポンプ） 

太陽光等によって生じた昼間の家庭や地域の余剰のエネル

ギーを HEMSを通じて自動的にヒートポンプで熱に変え、夕方

以降の家事やお風呂に利用することにより、余剰電力対策に

貢献する。戸建て住宅以外にも、低層マンション等では屋上

の敷地面積が広い割に戸数が尐ないこと等から、このような

システムが利用されると考えられる。 

 

○コジェネハウス（HEMS×燃料電池） 

上記と同じく、地域や家庭の余剰エネルギーについて HEMS

を通じて自動的に給湯を行うことや、積極的な発電を行うこ

とで、雨の日など、家庭や地域でエネルギーが不足する場合

は燃料電池が積極的な発電を行うことも可能となる。 

 

○蓄電池×HPハウス（HEMS×蓄電池×ヒートポンプ） 

上記の電化ハウスシステムに加え、蓄電池が設置された場

合、余剰のエネルギーについて、蓄熱に加え蓄電ができるよ

うになる。 

そのため、家庭の余剰エネルギーだけでなく、地域の余剰

エネルギーを吸収する余地も大きくなるため、地域での負荷

平準化に積極的に貢献することが可能となる。後述するよう

な、地域への負荷平準化に対するインセンティブシステム等

が成り立てばよりこのようなシステムが普及すると考えられ

る。 
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○蓄電池×コジェネハウス（HEMS×蓄電池×燃料電池） 

上記のコジェネハウスシステムに加え、蓄電池を設置し、

燃料電池による発電電力を積極的に蓄電することで、家庭の

エネルギーをほぼ賄うことも可能となる。蓄電池や燃料電池

を複数家庭で所有することにより、住宅間で電力や熱を融通

することも可能となるため、より経済的に本システムを導入

することも可能になる。 

 

○モビリティ活用ハウス（HEMS×ヒートポンプ or燃料電池×次

世代自動車） 

次世代自動車の普及が進めば、家庭の蓄電池の機能の全部

又は一部をこうした次世代自動車が担う可能性が生じる。走

行への支障なく家庭の蓄電池の機能が代替できる蓄電池の充

放電の制御技術が開発できれば、より尐ない初期投資で家庭

のエネルギーマネジメントが実現する可能性がある。車を週

末のみに利用するような状況では、車が家庭用の蓄電池の機

能を代替する可能性はさらに高まり、普及も進むと考えられ

る。 

 

○大規模ビル群管理 

大型のオフィスビルや店舗では既存型の BEMSは導入済みの

ケースが多い。そこで、統合型 BEMSにより既存の個別ビルに

導入済みの BEMSを活用しつつ、大口需要家のエネルギー情報

を集約し、系統状況に応じて、ビルオーナーを対象にしたデ

マンドレスポンスを実行する機能について実証する。また、

BEMSが入っていない小規模の建物向けには、クラウド BEMS

機能を導入する。 
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２．ビルのエネルギーマネジメント（ＢＥＭＳ） 

 

○中小ビル群管理 

中小ビル複数棟を監視制御する。従業員に直接インセンテ

ィブを与えることで、事務所ビル内で需要の大きな照明や空

調の使用削減を促す。 

 

○小規模テナントビルにおける従業員参加型の省エネ活動 

初期投資の余力があまりない小規模ビル向けには、機器・

システムの導入を最小限に抑えつつ、従業員の省エネに対す

る行動支援を行う。 

 

○既存インフラ活用モデル 

中小ビルへの導入実績が多い潜熱蓄熱槽に、太陽熱、コジ

ェネ、ヒートポンプの各機器を利用して蓄熱し、空調の制御

を行うとともに、昼間、電力需要が大きく、デマンドレスポ

ンスが発動される際などには蓄電池によりピークカットを行

う。 

 

○ダイナミックプライシング対応型ビル制御 

ダイナミックに変動する電気料金と連動した蓄電池の充放

電制御、空調、照明の自動制御、EVの充電制御を行う。 

 

○スーパーマーケットモデル 

スーパーでは、買い物客を対象に、EVの充放電や来客数に

ついて、経済的インセンティブを付与することで制御を実施

する。 

 

○車載用蓄電池活用モデル 

大型ショッピングモールにおいてコジェネレーションと車

載蓄電池をもとにした定置用蓄電池を組み合わせて熱主運転

することにより、コジェネの運転効率化をはかるとともに、

ピーク時電力を継続的に削減する。 
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○ホテルモデル 

部屋やホールの利用率に時間的ムラの生じる条件下で、空

調・給湯の集中熱源方式から個別制御への転換や需要の集約

を行う。 

 

○病院モデル 

施設ごとの優先度づけ（治療室、病棟、共用部など）を行

い、制御可能な部分については自動で制御を行う。また、加

温や消毒による熱需要の大きい透析治療について、必要な熱

源として発熱量を予測した太陽熱を２０％程度組み入れ、治

療に支障を来さないことを確保しつつ安定制御を行う。  
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３．交通 

 

○車両からの放電技術を用いたエネルギーマネジメント 

次世代自動車の普及が進めば、家庭の蓄電池の機能の全部

又は一部を自動車が担うことになり、住宅やビルでの蓄電池

としての活用が期待される。また、業務用車両についても、

コンビニ店舗に配送使用される冷蔵機能付き配送車について、

蓄電池の活用を行う。豊田市ではコンビニ配送車の店舗への

駐車中におけるアイドリングストップ防止（商用車は運輸部

門の CO2消費３７％を占める）及び蓄電池容量の小型化のた

め、店舗から車載冷蔵用蓄電池への給電を行う。一方、北九

州市では、需給逼迫時や災害時を想定し配送車の車載蓄電池

から店舗への給電を行う。 

 

○燃料電池バス、燃料電池フォークリフトの系統連系 

駐車中の燃料電池バスや稼働していないフォークリフトの

セルスタックから、系統や工場に電力供給を行う。燃料電池

バスの逆潮では 1台分の電力が体育館６０時間分の照明電力

に、家庭では１ヶ月分の電力が賄えるようになる。 

 

○電気自動車の定置用蓄電池の二次利用 

車載用として利用されていた蓄電池を二次利用し、リース

やメンテナンスサービスと組み合わせることで、戸建て、マ

ンション、ビル等の蓄電池導入コストを安く抑えることが可

能となる。 

このため、車載用電池として利用された充放電や走行履歴

をもとにした残存性能の正確に評価する技術の確立を行う。 

 

○蓄電池制御による EV充電のピーク需要カット 

次世代自動車と充電器の普及が進むと、充電ステーション

では複数台が同時充電を行うため、系統への過負荷が生じる。 

そのため、充電ステーションにあわせて蓄電池を設置し、

系統への負荷軽減や負荷シフトを行うことにより、契約電力

を低く抑えることでコストを圧縮するとともに、充電インフ

ラの普及を促進する。 



 

34 

 

 

○車載器情報からの運転アドバイス 

車が給電所を訪れた際に、車載器からの走行情報を給電所

が吸い上げ、走行履歴をもとに運転アドバイスを送信する。 

 

○公共交通へのシフトを促すバス乗車ポイントシステム 

電気バスは導入の初期コストが高くそのままでは普及しに

くい。バスに乗車すると地域で利用できるポイントを付与す

ることで実証対象地区の乗用車の１０％を公共交通機関（電

気バス）へシフトさせ、電気バスの利用率を高め料金収入を

アップさせる。 

 

○需要家行動の変化を促すことによる交通分野のピークシフト 

エネルギーマネジメントと同じく、交通に関する個人の行

動についてもインセンティブを活用することで行動誘導を行

う。 

具体的には、道路の混雑状況や、地域内のエネルギー需給

状況に応じてポイント付与の仕方を変えることで、車、バス

又はその併用といった移動手段の選択を個人に求める。 

また、雨の日等において、太陽光の出力が低下するなどに

より、家庭や地域のエネルギー供給が不足する場合には、公

共交通機関を増便し、消費者へ公共交通機関の利用のインセ

ンティブを増やすことで、公共交通機関に需要家を誘導し、

使わずに済む車の電気についてはこれを家庭や地域に供給す

ることで、需給の改善に寄与することも可能となる。 
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４．産業・その他（ＦＥＭＳ） 

 

○工場における生産計画調整  

産業部門では既に、生産計画において徹底したエネルギー

管理が行われているが、地域からのダイナミックプライシン

グへの対応を含め、需給状況や電力料金も考慮した新たな生

産計画の策定と実施について FEMS管理を実施する。 

 

○静脈系におけるエネルギーマネジメント  

下水処理施設やゴミ処理施設のエネルギー消費パターンを

地域の需給に貢献させる。また、エネルギー管理に加え、住

民へのポイントインセンティブによりごみ量を削減する。  
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５．地域のエネルギーマネジメント（ＣＥＭＳ） 

 

○横浜 

電力系統に依存しつつ、異なる特徴を持つ複数の広域地区

（住宅・商業・工業地区）の間で需給をバランスさせるシス

テム 

 

○けいはんな 

電力系統に依存しつつ、需要パターンの似通った住宅街区

の単位で、住宅と地域の蓄電池を用いて、需給をバランスさ

せるシステム 

 

○豊田 

電力系統に過度に依存せず、車（＝車載の蓄電池）を用い

て、個々の住宅単位で、需給をバランスさせるシステム 

 

○北九州 

電力系統に過度に依存せず、供給を柔軟に調整しつつ需給

をバランスさせるシステム 

 

 


