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実証事業の全体像

豊田市実証の概要

家庭セクターに注目し、生活動線に沿ってエネルギー/交通の最適化を目指す

家庭セクターに注目し、生活動線に沿ってエネルギー/交通の最適化を目指す

BRT豊田市駅

家庭内（家庭部門）
家庭内（家庭部門）

生活圏全体（地域全体のエネマネ）

移動先（業務部門）
移動先（業務部門）

移動（交通部門）
移動（交通部門）

HEMSHEMS EV/PHV 充電/電力供給
FCバスITS高性能パーキング

TDMS**を介した交通需給制御の最適化とEDMS連携TDMS**を介した交通需給制御の最適化とEDMS連携 次世代型FCﾊﾞｽｼｽﾃﾑの導入次世代型FCﾊﾞｽｼｽﾃﾑの導入
豊田市役所

水素ステーションﾜﾝﾏｲﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨｼｪｱﾘﾝｸﾞを通じた次世代型末端交通ｼｽﾃﾑの導入ﾜﾝﾏｲﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨｼｪｱﾘﾝｸﾞを通じた次世代型末端交通ｼｽﾃﾑの導入コンビニ

コンビニ
スーパースマートスクール

次世代自動車の導入促進次世代自動車の導入促進

蓄電池付き商用施設向け蓄電・蓄熱EMSの導入蓄電池付き商用施設向け蓄電・蓄熱EMSの導入 EDMS(ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾃﾞｰﾀ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｼｽﾃﾑ）EDMS(ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾃﾞｰﾀ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｼｽﾃﾑ）
見える化/行動支援/制御指令に係るｼｽﾃﾑの運用見える化/行動支援/制御指令に係るｼｽﾃﾑの運用

見える化/行動支援/制御見える化/行動支援/制御
勤務先（オフィス・工場 等）

普及型EDMS連動ｽﾏｰﾄ充電ｼｽﾃﾑの導入普及型EDMS連動ｽﾏｰﾄ充電ｼｽﾃﾑの導入

太陽光パネル付充電器 ｴｺﾎﾟｲﾝﾄの活用ｴｺﾎﾟｲﾝﾄの活用
V to SchoolV to School

各種省エネ/蓄エネ/創エネ機器の導入各種省エネ/蓄エネ/創エネ機器の導入 ｼｪｱﾘﾝｸﾞ車両100台

安価な深夜電力を活用した充電安価な深夜電力を活用した充電 災害時の避難場所への緊急放電災害時の避難場所への緊急放電災害時の避難場所への緊急放電災害時の避難場所への緊急放電
公共交通利用促進公共交通利用促進 コンビニ

67棟の新築分譲住宅

ｽﾏｰﾄ充電ｼｽﾃﾑ（9式27基）
* 平成23年度** Traffic Data Management System（交通需給管理システム）の略称

総事業費：29.2億円総事業費*：26.9億円 総事業費：4.9億円 総事業費：19.9億円 上記の目標に加え、生活者の満足度（QoL）と低社会コストを実現可能な低炭素社会システムを構築する
自治体の費用負担環境モデル都市アクションプラン関係予算（約56億円）（うち本実証関連予算 約7億円）

� 低炭素社会モデル地区整備（造成・PR棟） 約2.8億円
� エコカー購入支援 （個人／事業者向け）約3.4億円
� 公用車エコカー化 （PHV7台／全体38台） 約0.75億円
� 環境学習・エコポイント（ポイント原資等）約0.15億円

実証の目標

CO2削減目標

（2005年比2014時点）：

豊田市実証対象範囲で、

約8,000t-CO2/年
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豊田市実証全体の実施スケジュール

9月より実証用住宅の引渡しを開始し、いよいよ社会実証をスタート

H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014）
実証ﾓｼﾞｭｰﾙ

開発システムの導入/運用/実証（データ分析/アンケート調査 等）

EDMS企画/設計/開発

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ企画/設計

追加機能、連携対象の拡大に向けたシステムの企画/設計/開発

最適な機器/制御法の開発

データ解析/生活者支援

パターンの抽出

EDMSとの連携/全国展開の検討

導入システムの改良/規模の拡大

ｽﾏｰﾄ充電ｼｽﾃﾑ導入 EDMS連携制御機能の追加

FCバス実験車製作

実証運用開始ﾜﾝﾏｲﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨｼｪｱﾘﾝｸﾞ用車両/ｼｽﾃﾑの開発

実証用住宅67戸

分譲/機器導入

実証用導入

機器開発

運行実証・VtoX（非常用電源）実証

9月から実証用

住宅（第一期）

引渡し開始

（7月から機器

導入開始）

各種導入システ

ム･車両の検討・

開発

市内の複数の

商業施設で2月

から実証開始

9月からEDMSの

サービス開始

家庭内

（家庭部門）

家庭内

（家庭部門）

移動

（交通部門）

移動

（交通部門）

移動先

（業務部門）

移動先

（業務部門）

生活圏全体

（地域全体の

エネマネ）

23年度の活動

6月より実証住宅（第1期14棟）を販売開始し、既に完売

6月より実証住宅（第1期14棟）を販売開始し、既に完売

低炭素社会モデル地区

を活用した「見える化」

蓄電複合システム化技術開発／ＮＥＤＯ委託

地域ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ開発事業費補助金／経済産業省

ﾎﾟｲﾝﾄ付与開始

供給側（FCﾊﾞｽ、ｼｪｱﾘﾝｸﾞ車両）

の制御開始

TDMS技術開発

実地

運用開始

商業施設用充蓄電ｼｽﾃﾑ

の設計開発

実証用住宅順次拡大（～230戸）
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実証を踏まえた国内外におけるビジネスモデル（一例）

部 門

10年以内を目標

� 蓄電池容量の

最小化を目指す

� 蓄電池の単位コ

スト低減速度に

も依存

DRサービスまたはｼｽﾃﾑ

� ﾋﾟｰｸｶｯﾄ/ｼﾌﾄの支援

販売するパッケージ（例）

蓄電池付きのエネルギー

マネジメントシステム

� 蓄電池付きHEMS

� 商業施設向け蓄電・

蓄熱EMS

今後も継続的に議論を行うことにより、ビジネスモデルの幅出し/検証を行う

今後も継続的に議論を行うことにより、ビジネスモデルの幅出し/検証を行う

交通
交通

HEMS
HEMS

BEMS
BEMS

CEMS
CEMS

買い手の回収期間買い手

電力会社の設備投資抑制

� 発電所建設投資等抑制

提供する付加価値

N.A.

� 車両価格に

含まれる為

PHV/EV

� CEMSは付随サービス

の位置づけ

PHV/EVを使いやすい環境

� CEMSによりPHV/EV所有

者の利便性を高める

エネルギーコスト削減

� 家庭や商業施設での電

力購入量削減および契約

電力抑制

� 冷凍車はアイドルストップ

増により燃料コスト削減

N.A.

� 月単位の為

家庭向けESCOサービス

� CEMSの月額利用料

エネルギーコスト削減

� 契約電力・使用電力量減

生活者

電力会社 要検証・要検討

公共部門

生活者

要検証

� 社会的費用の

定量化が必要

TDMS

� 交通需給制御ｼｽﾃﾑ

渋滞に伴う社会的費用を低減

� 地域住民の利便性向上

ﾜﾝﾏｲﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨｼｪｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

� 利用者への課金

末端交通手段の新たな選択肢

� 徒歩にかわる移動手段

N.A.

� 都度課金の為

エネルギー

需要家
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CEMS（地域全体のエネマネ）における実証内容

PHVを活用し、コミュニティ内のエネルギー最適利用を実現する社会システムの構築

生活者に対して各種サービスを段階的に提供することで、

各サービスの有効性に関する実証を行う

データ収集 期間

� 実証の各サービスの比較対象データ収集

見える化 期間

� 非金銭的インセンティブの効果の検証

見える化＋DRポイント 期間

� 金銭的インセンティブの効果の検証

見える化＋DRポイント＋リコメンド 期間

� リコメンドによる生活者の行動変化の検証 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
コミュニティ電力需要予測
コミュニティPV発電量予測

（コミュニティの電力需給イメージ）

フェーズ

①

フェーズ

①

フェーズ

②

フェーズ

②

フェーズ

③

フェーズ

③

フェーズ

④

フェーズ

④

A.PV発電余剰時

� DRポイントを付与すること

で、仮想的に電力単価を

下げることで消費を促す

（プラスポイント）

B. PV発電不足時

� DRポイントを剥奪すること

で、仮想的に電力単価を

上げることで消費を抑制

（マイナスポイント）

コミュニティ 外出先の充電環境整備既存住宅の充電環境整備
学校

注： 自動制御は来年度以降に実施予定 （時）

- 3 -

データ収集データ収集 予測予測 需給調整需給調整 行動誘発行動誘発 モニタリングモニタリングイメージイメージ 発電量予測電力需要予測動的ミクロデータデータベースマクロデータ静的ミクロデータ HEMS リコメンド生成ポイント決定
調整 見える化リコメンドポイント表示 HEMS HEMSデータベース生活者ポイント●時のポイントは○ポイントです概要概要

コミュニティ内電力需要調整オペレーター オペレーター
生活者に関わる情報を収集し、データベースに蓄積する

� HEMSから電力情報、生活者行動の情報を収集
� 同様に、HEMSからPHV/EVの情報も収集

データベースに蓄積したデータを基に、各種予測を行う
� 各家庭のPV発電量予測
� 家庭の電力需要予測
� 一部、生活者の行動予測

予測に基づき、電力の最適な需要量を計算する
� 再生可能エネルギーの有効活用を実現する需要を算出
� また、必要な需要調整量の計算も実施

最適な需給バランス調整を行う
� エコポイントの付与による電力需要調整
� 見える化、行動支援、制御による行動誘導の実施

データ解析/分析により、予測、リコメンドのモデルを更新する
� 各種リコメンドの結果の収集
� 収集データの分析/解析
� EDMSの各種モデルの修正

●●に○○するといいですよ
フィードバック

行動予測
予測が"キモ"

実証内容 本実証の技術的特徴

インセンティブの基本方針


