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1. 全体構想 ※補足資料A.全体構想 参照
次世代エネルギー・社会システム実証地域としての位置づけ
1）本提案の特徴
住民の視点に立ち、暮らしやすさ（QOL の向上）と省エネ及び CO2 削減を両立させ、住民が自然環境と共生するモデル都
市、
“スマートシティ”を“柏の葉”に構築する。
• 大規模ネットワークとの相互補完: 電力系統側と地域社会のエネルギー管理の相互補完によりエネルギーの安定供給
とエネルギー源の低炭素化を実現する。
• エネルギーの効率活用: 地域が創る再生可能エネルギーを最大化するとともに、電力及び熱エネルギーの最適な活用方
法を検討する。
• 低炭素化とQOL向上の両立: 日々の暮らしから生じるCO2 排出量を削減すると同時に生活の質を向上させる仕組みを構
築し、ライフスタイルを革新する。
• 実証システムの事業化: 柏の葉をショーケースにするとともに、事業化に必要なモデルや規格を整備して国内外への事
業展開を目指す。
• 強力な推進体制: スマートシティ企画株式会社（以下「SC企画」
）とは、快適な低炭素都市（スマートシティ）を設計
し、国内外に展開することを目的として設立された会社である。SC企画は、イーソリューションズ株式会社（以下「es」
）
、
SAP AG（以下「SAP」
）
、株式会社日建設計（以下「日建設計」
）
、シャープ株式会社（以下「シャープ」
）
、日本ヒューレ
ット・パッカード株式会社（以下「日本HP」
）及び三井不動産株式会社（以下「三井不動産」
）が出資または費用拠出に
より参画する「スマートシティプロジェクト」を運営管理している。なお東京電力株式会社（以下「東京電力」
）がオ
ブザーバとして参加している。
2）柏の葉（柏市）の優位性
柏の葉は、東京近郊に位置する公・民・学の連携が取れた次世代型環境都市であるため、実証実験の場として相応しく、
また、国内外へ発信する｢ショーケース｣ の場としても相応しい地域である。
• 先駆的温暖化対策: 柏市は、地球温暖化対策条例をわが国の市区町村で 2 番目に制定し、柏市地球温暖化対策計画では
「2030 年に 25％削減（2000 年比）」の目標を掲げている。特に柏の葉地域は、低炭素モデル重点エリアとして選定さ
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れ、
「柏の葉国際キャンパスタウン構想」のもと「2030 年に 35％削減（2000 年比）」の目標を掲げている。
• 都市開発との同期: 「柏の葉キャンパス駅」周辺は、三井不動産が主体となり次世代環境都市を開発中であるため、最
先端技術を導入しやすい環境にある。
• 豊富なエネルギー関連の既存実証実験: 集合住宅、商業施設の｢見える化プロジェクト｣（経済産業省 平成 21 年度地域
省エネ家電二酸化炭素削減量可視化事業）
、東京電力による「公衆電源プロジェクト」
、次世代交通システムを実証する
「ITS実証実験モデル都市プロジェクト」などを実施している。
• 環境意識の高い住民: 市民の環境保全活動と実証実験に対する意識・コミットメントレベルが非常に高い。市の支援の
もと、市民団体、企業、大学教員が協力して運営する「柏の葉街エコ推進協議会」や「柏環境ステーション」では、環
境啓発活動や環境実証実験を実施している。
• 民生部門と交通部門からのCO2 削減推進: 柏市では、民生部門と交通部門から温室効果ガスの約 60％を排出している
（平成 20 年度）ため、本実証による大幅な削減効果が期待できる。
• 「ショーケース」に有利な立地: 都心から鉄道で 30 分圏内であり、成田空港にも近いため、国内外からの視察に便利
で、日本の環境行政や最新の環境技術を多くの方に訴求できる。
3）全体構想
スマートシティ“柏の葉”では、再生可能エネルギーの効率活用、ライフスタイルの低炭素化、次世代交通システムの確
立、事業化について、3 段階のフェーズに分けて実現を目指す。
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事業化の具体化
• 導入効果ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの改良
• ｼｮｰｹｰｽの拡充
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･ 次世代道路交通ｼｽﾃﾑ(ITS)と
EVｲﾝﾌﾗとの連携
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･ ｺﾐｭﾆﾃｨとしての経済性、
低炭素化、QOL評価
・ 事業化ﾉｳﾊｳの体系化

4） 取り組み内容の骨子
【再生可能エネルギーの効率活用】
• 再生可能エネルギーの導入: “柏の葉”に適した再生可能エネルギー（太陽光発電システム、ヒートポンプ給湯機など）
の積極導入を促進すると共に、太陽光発電システムがある住居の消費エネルギー、発電量について実測値を収集し、需
要家側の 24 時間負荷特性シミュレーションを通じてモデル化を実施する。
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• 熱・未利用エネルギーの活用: 大型業務用ビルに対するBEMSの導入によるエネルギーマネジメントやヒートポンプ・コ
ジェネ設備の経済性・環境性を検証する。
【ライフスタイルの低炭素化】
• エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化: 民生部門のCO2 排出量削減に向けて、戸建、集合住宅にスマートメーターを
設置し、エネルギー消費量及びCO2 排出量の“見える化”を家庭単位から始め、個人単位への拡張を実施する。また、
インセンティブ制度（カーボンポイント）を活用し、間接デマンドレスポンスや直接デマンドレスポンスによるエネル
ギー消費動向やCO2 削減量の変化の検証を行う。
• 安心・安全な低炭素ライフ: 屋外では、太陽光発電付き多目的街路灯の導入による防犯・災害時対応能力の向上などを
実現し、また、住居内のHEMSを活用し、火災報知、ガス漏れ検知等、防犯センサー、人感センサー等に関する情報を収
集・管理することで、住民の安全・安心の確保を検討する。
【次世代交通システムの確立】
• 次世代モビリティの実現: 電気バス、EVカーシェアリング、電動サイクルのサービス環境を整備し、便利な低炭素交通
システムとして次世代モビリティを確立する。
【事業化】
• シミュレーションの確立: 都市に再生可能エネルギー及びその効率的活用の仕組みを導入することによるCO2 排出削
減効果を検証するためのシミュレーション手法を確立する。また実測値をもとにシミュレーション手法の検証・改良を
行い他地域においても活用可能とする。
• 「ショーケース」の構築: 柏の葉をスマートシティの｢ショーケース｣とする。市民が誇れる街としてPRするとともに、
国内外にスマートシティ構想を展開するためのマーケティングツールとして活用する。
• 社会システムのモデル化: 実証実験を通じて経済性・環境性を実測し、評価することで、低炭素社会を実現する社会シ
ステムのモデル化を検討する。地域のニーズや制約条件に対応できる自由度を持たせることで、国内外へ展開可能な汎
用モデルの確立を目指す。
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２－１. 大幅な省エネルギー、CO2 削減目標
具体的な取組み方針

削減の程度及びその見込みの根拠

２－２．再生可能エネルギーの大規模導入 （再生可能エネルギーの効率活用）

CO2 削減量: 257t-CO2/年 （2-2 参照）

太陽光発電システム及びヒートポンプ給湯機を積極的に導入する。また、太陽光発
電システムのある住居の消費エネルギー、発電量について実測値を収集し、需要家
側の 24 時間負荷特性シミュレーションを通じてモデル化を実施する。
２－３．業務用ビルのエネルギーマネジメント （再生可能エネルギーの効率活用） CO2 削減量: 11,250t-CO2/年 （2-3
エネルギー消費量の多い比較的大型な既存業務用ビルに BEMS を導入し、省エネ施 参照）
策を実施し、収集データをもとに改善する。これにより、業務用ビルでのエネルギ
ー消費量傾向と省エネ施策の有効性を確認し、
街区レベルでのエネルギー削減のた
めの基礎データとして活用する。
２－４．熱・未利用エネルギーの活用 （再生可能エネルギーの効率活用）

CO2 削減量: 590t-CO2/年 （2-4 参照）

現在開発途中である柏の葉キャンパスの 148 街区における建物間熱融通及び排熱
の積極的な利用と、ヒートポンプ、コジェネレーションなど電気及びガスによる複
合エネルギー利用を行うことにより、
熱エネルギーなどのエネルギーの面的利用の
有用性について検討する。
２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化 （ライフスタイルの低炭素化） CO2 削減量: 276t-CO2/年 （2-5 参照）
戸建、集合住宅にスマートメーターを設置し、エネルギー消費量及び CO2 排出量の
“見える化”を家庭単位から始め、個人単位への応用を試みる。さらに、間接デマ
ンドレスポンス及び直接デマンドレスポンスについてインセンティブ制度
（カーボ
ンポイント）を設けて検証する。
注）カーボンポイント：擬似的な通貨、公共での利用を想定

２－６．安心・安全な低炭素ライフ （ライフスタイルの低炭素化）

CO2 削減量: 13t-CO2/年 （2－6 参照）

太陽光発電装置付き多目的街路灯（スマート街路灯）の導入により、夜間照明、監
視カメラ、災害時の携帯電話充電などのサービスの提供を可能とし、また、住居内
の HEMS を活用し、火災報知、ガス漏れ検知等、防犯センサー、人感センサー等に
関する情報を収集・管理することで、住民の安全・安心の確保を検討する。
CO2 削減量: 681t-CO2/年 （2－7 参照）

２－７．次世代交通システムの確立
EV カーシェアリング、電動レンタサイクル、オンデマンド電気バスのサービス環
境を整備し、便利な低炭素交通システムとして次世代モビリティを確立する。また
カーボンポイントによる利用を可能とすることで、低炭素化への意識を高める。
更に、EV 内蓄電池の未利用時間帯を利用した電力供給能力の平準化や緊急時の充
放電実験を行い、エネルギーの有効利用の可能性を実証する。
フォローアップの方法
２－８．シミュレーションの確立 （事業化）

土地利用計画に基づき、地域内のエネルギー消費量試算を行うことによりエネルギー削減量の定量的評価を行う。また、実
証地域での実測値を用い、試算結果との検証を行うことで、その有用性を確認する。また、試算では熱エネルギーなどの地
域内融通によるエネルギーの面的利用効果も合せて検討を行う。その他、蓄電設備最適導入量の試算を行い、実証地域での
実測値との検証を行うことで、その有用性を確認する。
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２－２． 再生可能エネルギーの大規模導入 （再生可能エネルギーの効率活用）
取組方針
太陽光発電システム及びヒートポンプ給湯機を積極的に導入する。また、太陽光発電システムのある住居の消費エネルギー、
発電量について実測値を収集し、需要家側の 24 時間負荷特性シミュレーションを通じてモデル化を実施する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

主体

時期

規模
①太陽光発電システムの導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

アップの方法

40

柏市

平 成 40（kW）×850（kWh/kW）

百万円

シャープ

22 年 ×328（g-CO2/kWh）/1000（g）
=11.2t-C02/年

・教育機関: 合計 40kW
市立柏高校

省エネ・CO2削減の見込み・フォロー

:10kW、花野井小学校 :10kW、

松葉二小学校 :10kW、中原中学校

:10kW

・戸建住宅:380kW （100 戸分）
（柏市による補助金 1kW あたり 2 万円）

380

柏市

平 成 380（kW）×800（kWh/kW）

百万円

シャープ

22 年 ×328（g-CO2/kWh）/1000（g）
=99.7t-C02/年

・教育機関：
大学 2 校：100kW

100

地元大学

平 成 100（kW）×850（kWh/kW）

百万円

シャープ

23 年 ×328（g-CO2/kWh）/1000（g）
=27.9t-C02/年

・オフィス、商業、ビル:
148 街区: 120kW

120

三井不動 平 成 120（kW）×850（kWh/kW）

百万円

産

23 年 ×328（g-CO2/kWh）/1000（g）

シャープ
・教育機関：
北部中央地区新設小学校: 70kW
②ヒートポンプ給湯機の導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

=33.5t-C02/年

70

柏市

平 成 19.5t-C02/年

百万円

シャープ

24 年

70

東京電力 平 成 650kg-CO2/年×100 台

百万円

が認知・理 22 年 =65t-CO2/年
解活動な

・戸建住宅へのヒートポンプ給湯機の導入を促進する

どを通じ

戸建住宅 : 100 戸分

て導入促
進を支援
③太陽光発電システム検証用シミュレーションの確立

80

シャープ 平 成 -

・太陽光発電システムが設置された住居の消費エネルギー、

百万円

日建設計

24 年

発電量について実測値を収集し、需要家側の 24 時間負荷特

東京電力 ～

性シミュレーションを通じてモデル化を実施する。

(ｵﾌﾞｻﾞｰ 平 成

・ゼロエミッションハウスを実現するために、必要な蓄電池
容量を試算する。
・地域全体で、需要家側から系統へ流れる電力量を試算する。
課題
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ﾊﾞ)

25 年

２－３． 業務用ビルのエネルギーマネジメント （再生可能エネルギーの効率活用） ※補足資料 B.BEMS 参照
取組方針
エネルギー消費量の多い既存業務用ビルに BEMS を導入し、収集データをもとに省エネ施策を実施し、エネルギー効率を改
善する。これにより、業務用ビルでのエネルギー消費量傾向と省エネ施策の有効性を確認し、街区レベルでのエネルギー削
減のための基礎データとして活用する。また、本実証では、｢２－８．シミュレーションの確立 ｣に述べるシミュレーショ
ンを実施する計画であるため、シミュレーションにより得られた値と実測値との比較を行うことにより、その経済性・環境
性、利用可能性を確認する。また、本実証では、BEMS より得られるデータにより、熱・電力のトータルエネルギーの外部デ
マンド制御を行い、省エネ効果などの有用性を確認する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事 業 規 主体

時期

模
①既設業務用ビルへのBEMSの導入
*｢２－５.エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアップの
方法

604

日建設計

平 成 30,000m2×5 棟

百万円

東京電力

23 年 ×25.0kg-CO2/m2
=3,750t-CO2/年

シャープ

・エネルギー消費量が多い既設業務用ビルへ BEMS を導入し、

三井不動

データ収集及び省エネを促進する。

（NEDO H20 年度成果

産

・業務用ビル 5 件に BEMS を導入し、省エネを実施する。

報告書より）

・業務用ビル 5 件の負荷パターン、エネルギーデータの
収集・整理及び省エネ効果を検証する。
②既設業務用ﾋﾞﾙへのBEMSの追加導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

604

日建設計

平 成 30,000m2×5 棟

百万円

東京電力

24 年 ×25.0kg-CO2/m2

シャープ

～

・エネルギー消費量が多い既設業務用ビルへ BEMS を追加的

=3,750t-CO2/年

三井不動 平 成

に導入し、データ収集及び省エネを促進する。

産

・業務用ビル 5 件に BEMS を追加導入する。

25 年 （NEDO H20 年度成果
報告書より）

・業務用ビル 5 件の省エネ施策を見直し、10 件の省エネを
実施する。
・業務用ビル 10 件の負荷パターン、エネルギーデータの
収集・整理及び省エネ効果を検証する。
③既設業務用ビルへのBEMSの追加導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

604

日建設計

平 成 30,000m2×5 棟

百万円

東京電力

26 年 ×25.0kg-CO2/m2

・エネルギー消費量が多い既設業務用ビルへ BEMS を追加的

シャープ

=3,750t-CO2/年

三井不動

に導入し、データ収集及び省エネを促進する。

産

・業務用ビル 5 件に BEMS を追加導入する。
・業務用ビル 10 件の省エネ施策を見直し、15 件の省エネを
実施する。
・業務用ビル 15 件の負荷パターン、エネルギーデータの
収集・整理、省エネ効果を検証する。
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（NEDO H20 年度成果
報告書より）

④既設業務用ビルからのデータ収集及びデータベース化
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

4

日建設計

平 成 4 年間総 CO2 削減量

百万円

東京電力

26 年 26,250t

・エネルギー消費量が多い既設業務用ビルに関するデータ
の収集を行う。
・業務用ビル 15 件の全収集済データを整理し、データベース

シャープ

【内訳】30,000m2×15 棟

三井不動

25.0kg-CO2/m2 程度の削減

産

効果を想定（NEDO H20 年度
成果報告書より）

を構築する。
課題

7/19

２－４． 熱・未利用エネルギーの活用 （再生可能エネルギーの効率活用）

※補足資料C.148 街区の熱・未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの活用参照
取組方針
現在開発途中である柏の葉キャンパスの 148 街区における建物間熱融通及び排熱の積極的な利用と、ヒートポンプ、コジェ
ネレーションなど電気及びガスによる複合エネルギー利用を行うことにより、熱エネルギーなどのエネルギーの面的利用の
有用性について検討する。また、地域で発生した生ゴミから製造するバイオガスや温泉のメタンガスなど、新たなエネルギ
ー源の利用可能性を検討する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

主体

時期

規模
①148 街区のCO2 排出量削減に向けた設備構成等の検討
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアップの
方法

120

三井不動 平 成 350ｔ-CO2/年

百万円

産

22 年

東京電力

～

・148 街区における CO2 排出量の低下に資する設備構成、エネ
ルギーの採用、及び建物間の熱融通、排熱等の利用につい

平成

て検討する。

24 年

・電気及びガスによる複合エネルギー設備導入を検討する。
・面的な熱利用設備と個別分散設備のベストマッチングを
検討する。
・商業・オフィス棟、ホテル・賃貸住宅棟、東大棟の３棟を
統合した熱源設備の導入を検討する。
・導入方式を比較する。
・最適な設備構成を検討する。
②148 街区の熱エネルギー源の総合利用の実施
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

530

三井不動 平 成 240ｔ-CO2/年

百万円

産

22 年

東京電力

～

・自然エネルギー及び排熱を積極的に利用する熱源・給湯シ

平成

ステムを検討し、導入する。
・太陽熱や太陽光などの自然エネルギーとヒートポンプシス
テムを活用した未利用エネルギーを用いることにより、温
熱エネルギーのクリーン化を図る。
・生ゴミバイオガス、温泉に含まれるメタンガスや地中熱な
どの未利用エネルギーの積極的な活用を図る。
課題
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24 年

２－５． エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化 （ライフスタイルの低炭素化）

※補足資料 D.ｶｰﾎﾞﾝﾎﾟｲﾝﾄの仕組み 参照
取組方針
民生部門の CO2 排出量の削減には、住民の協力によるライフスタイルの低炭素化が必要である。そのため、戸建、集合住宅
にスマートメーターを設置し、機器ごとのエネルギー消費量及び CO2 排出量の“見える化”を家庭単位から始め、個人単位
への応用を試みる。各個人の CO2 排出量の削減取組みを促すためにインセンティブ制度（カーボンポイント）や、SNS によ
る住民間のノウハウ共有の仕組みを提供する。 注）カーボンポイント：擬似的な通貨、公共での利用を想定
更に、カーボンポイントを住民に提示することで、需要側での消費エネルギーの変化の擬似的検証を行う（間接的デマン
ドレスポンスの可能性調査）
。これら一連の実証・調査の後、住民の QOL が低下しないことを確認の上で、ご協力いただけ
る家庭を対象に家電の外部制御の可能性（直接的デマンドレスポンス）についても検討する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

主体

時期

規模
①家庭のエネルギー消費量及びCO2 排出量の見える化
システムの構築及び導入

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアップの
方法

平 成 5.5t-CO2/年

300

SAP

百万円

シャープ 22 年 （一世帯の年間 CO2 排出量）
日本 HP

・家庭の消費エネルギー量及び CO2 排出量をホームディスプ

～

×45%（電気の比率）

レイ、Web ページなどに表示する「見える化システム｣

東京電力 平 成 ×10%（ｴﾈﾙｷﾞｰ削減率）

（カーボン家計簿）を構築する。

( ｵ ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ 23 年 ×100（件）
= 24.8t-CO2/年

ﾊﾞ)

・対象ユーザーとして、上記「見える化システム」を戸建住
宅 100 戸に導入する。
・伝送方法として、地域内のメッシュ構造 Wi-Fi 網の採用を
検討。
・対象ユーザーとして、上記「見える化システム」を、148 30
街区の集合住宅 200 戸に導入する。

百万円

三井不動 平 成 5.5t-CO2/年
産

24 年 （一世帯の年間 CO2 排出量）
×45%（電気の比率）
×10%（ｴﾈﾙｷﾞｰ削減率）
×200（件）
= 49.5t-CO2/年
平 成 5.5t-CO2/年

②個人単位のエネルギー消費量及びCO2 排出量の見える化

100

SAP

システムの構築及び導入

百万円

シャープ 23 年 （一世帯の年間 CO2 排出量）

・個人単位でのエネルギー消費量及び CO2 排出量を利用シー

日本 HP

～

×45%（電気の比率）

ンと合わせて追跡できるインフラを構築し、Web、携帯電話

東京電力 平 成 ×5%（追加のｴﾈﾙｷﾞｰ削減率）

などからのアクセスを可能とする。

( ｵ ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ 24 年 ×300（件）

・公衆コンセント（電源ローミング）の導入を目指し、住民
のクリーンな電力へのアクセスを促進する。
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ﾊﾞ)

= 37.1t-CO2/年

150

③間接デマンドレスポンスの実証

・太陽光発電など低炭素エネルギーの利用を促す擬似的なイ 百万円

SAP

平 成 5.5t-CO2/年

シャープ 24 年 （一世帯の年間 CO2 排出量）

ンセンティブを導入。需要家側でのエネルギー消費行動の

日本 HP

×5%（追加のｴﾈﾙｷﾞｰ削減率）

変化の擬似的検証を行う。
（カーボンポイント）

東京電力

×300（件）

(ｵﾌﾞｻﾞｰ

= 82.5t-CO2/年

・太陽光発電予測を HEMS や携帯電話へ配信することで、消費

ﾊﾞ)

パターンの手動制御の検証を行う。
④直接デマンドレスポンスの実証

300

・太陽光の発電予測などに基づき、HEMS による家電（エアコ 百万円

SAP

平 成 5.5t-CO2/年

シャープ 25 年 （一世帯の年間 CO2 排出量）

ン、ヒートポンプ給湯機など）の自動制御を行うことで、

日本 HP

×5%（追加のｴﾈﾙｷﾞｰ削減率）

需要家側での電力消費行動及び CO2 排出の変化の検証を行

東京電力

×300（件）

う。

(ｵﾌﾞｻﾞｰ

= 82.5t-CO2/年

・間接デマンドレスポンスでの成果を利用し、かつ、ご協力

ﾊﾞ)

いただく家庭を募集し、外部からエアコン、ヒートポンプ
給湯機などの家電を遠隔制御し、需要家側での電力消費行
動及び CO2 排出の変化の検証を行う。
30

⑤「見える化指標」の国際提案

・上記検証の成果を活用して、エネルギー消費パターンや CO2 百万円

SAP

平成

-

シャープ 25 年
日本 HP

削減量の変化が与える影響度を表現する指標を立案する。

東京電力

・異なる地域・国においても比較可能な指標を確立し、ショ

(ｵﾌﾞｻﾞｰ

ーケース効果を最大化する。

ﾊﾞ)
70

⑥直接的な遠隔制御モデルの提案

・上記検証の成果をもとに、家庭内の機器を適切に遠隔制御 百万円

SAP

シャープ 25 年
日本 HP

するための一般化した論理モデルを作成する。
・作成にあたっては、特に再生可能エネルギーの積極的利用
や、深夜電力など系統側が低負荷時の利用促進を考慮する。

東京電力
(ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞ)

・制御論理モデル案は、国際機関への提案も検討する。
課題
・新築・既築、集合、戸建てなど、設置先や機器類の開発スケジュール
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平成

-

２－６． 安心・安全な低炭素ライフ （ライフスタイルの低炭素化） ※補足資料E.安心・安全な低炭素ﾗｲﾌ 参照
取組方針
太陽光発電装置付き多目的街路灯（スマート街路灯）の導入により、夜間照明、監視カメラ、災害時の携帯電話充電などの
サービスの提供を可能とすることで、住民の QOL 向上を図る。また、住居内の HEMS を活用し、火災報知、ガス漏れ検知等、
防犯センサー、人感センサー等に関する情報を収集・管理することで、住民の安全・安心の確保を検討する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

①スマート街路灯の導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

主体

時期

省エネ・CO2削減の見込み・フォロー

規模

アップの方法

450

三井不動 平 成 0.24(kW) × 700(kWh/kW) ×

百万円

産

23 年 100 本×328g-CO2/kWh
=5.5t-CO2/年

シャープ

・登下校経路や公園などに、CCD カメラ付きスマート街路灯を
設置し、児童の安心・安全な登下校を支援する。
・スマート街路灯が持つ通信機能を用いて災害時には、誘導
灯としての活用や街路灯のID による現在地の確認などに利
用する。
・内蔵した蓄電池システムにより、外部電源供給の利用、避
難場所の照明電源確保などを行う。
・｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に利用
する Wi-Fi 網の伝送ポイントとして活用を検討する。
・スマート街路灯: 100 本（PV 240W×100、蓄電池 2.8kWh×
100）
②スマートバス停の導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

240

地域バス 平 成 1.5(kW)×700(kWh/kW)×

百万円

会社

24 年 22 ヶ所×328g-CO2/kWh
=7.6t-CO2/年

シャープ

・バス停留所をスマート化（太陽光発電、蓄電池）すること
で、非常時用の電源の役割を担う。
・スマートバス停の情報端末装置を利用して、バスの運行状
況、地域の情報、防災情報を配信する。
・｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に利用
する Wi-Fi 網の伝送ポイントとして検討する。
・スマートバス停：22 ヶ所（PV 1.5kW×22、蓄電池 9kWh×22）
③住民見守りセンターの設置
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

平成 -

50

SAP

百万円

シャープ 24 年

・｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣で利用
する HEMS を活用し、火災報知、ガス漏れ検知等、防犯セン
サー、人感センサー等に関する情報を収集・管理すること
で、住民の安全・安心の確保を検討する。
課題
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日本 HP

２－７． 次世代交通システムの確立 ※補足資料 F.次世代交通ｼｽﾃﾑ 参照
取組方針
EV カーシェアリング、電動レンタサイクル、オンデマンド電気バスなど次世代交通サービスを整備し、便利な低炭素交通シ
ステムとして次世代モビリティを確立し、またカーボンポイントによる利用を可能とすることで、低炭素化への意識を高め
る。充電時間の集中について検証を行うとともに、カーボンポイントなどインセンティブ付与による負荷平準化の可能性を
実証する。また、EV 内蓄電池の未利用時間帯を利用した電力供給能力の平準化や緊急時の充放電実験を行い、エネルギーの
有効利用の可能性を実証する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

主体

時期

規模
①EVカーシェアリングサービス
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアップの
方法

平 成 2.1t（自動車 CO2 排出量）

400

日本 HP

百万円

三井不動 23 年 ×300 台
－2.1t×0.25

産

・CO2 排出量削減などのため、EV カーシェアリングサービス

（EV CO2 排出量）×10 台

地元企業

を展開し、実用化に対する課題の抽出、充電の制御、災害

=625t-C02/年

時の EV 充電器の域内共有の可能性を検証する。

（1 台のEV を30 世帯で共有し、

・EV カーシェアリング：10 台、EV 急速充電器：10 台

自動車 300 台を置き換えたと仮
定。自動車 2.1t/年、電気自動車
でCO2 排出量1/4 と仮定。
）

②電動レンタサイクルのサービス実施
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

平 成 2.1t×10 台

100

日本 HP

百万円

三 井 不 動 23 年

=21t-C02/年

産

（電動レンタサイクル 10 台によ

地元企業

り自動車 1 台を置き換えたと仮

・一般消費者の健康志向を背景に、電動レンタサイクルのサ
ービスを実施し、自動車への依存低下を目指す。
・電動レンタサイクル：100 台

定。自動車2.1t/年と仮定。
）

③EV充電スタンドの普及促進
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

20

柏市

平成 -

百万円

地元企業

23 年

88

日本 HP

平 成 430g-CO2/km

百万円

地元バス 24 年 （1km ﾊﾞｽ CO2 排出量）

・EV 普及を促進させるために、公衆の EV 充電スタンドの設置
を支援する。
・EV 急速充電器：5 台
④オンデマンド電気バスの導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

～

×300km×0.75×365 日

利便性の向上を図るとともに、実用化に向けた課題を抽出

平成

=35t-CO2/年

する。

25 年 (本実証のオンデマンド電気バス

・高齢者に優しい低床・低騒音の快適な電気バスを導入し、

・電気バスに最先端オンデマンドバスシステム技術を導入し、

会社

の走行距離300kmと仮定。

地域住民のバスへのアクセスを容易にし、利便性を向上さ

通常バスの1km あたりのCO2 排出

せる。

量を約430g CO2/km とし、電気バ

・電気バス：1 台、EV 急速充電器：1 台

スは通常バスの1/4 のCO2 排出量

（電気バスの開発実績のあるフラットフィールド株式会社
の協力を得る予定である。
）
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とおき計算)

⑤EVの蓄電池の有効活用
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

100

es

平成 -

百万円

シャープ

26 年

100

柏市

平成 -

百万円

日本 HP

26 年

・EV 内の蓄電池により、電力供給能力の検証や緊急時の充放
電実験を行い、エネルギーの有効利用の可能性を実証する。
（自動車会社との協力について調整中である。
）
⑥次世代ITSとEVインフラとの連携
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

・ITS 実証実験モデル都市に選定されている柏市が導入する
ユビキタスモビリティシステムとEVカーシェアリングやオ
ンデマンド電気バスなどの交通情報を統合。この取組によ
り、目的地までの移動経路をより最適化できるなど、柏市
の ITS の取組を最大化するとともに住民の QOL 向上を目指
す。
課題
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２－８． シミュレーションの確立 （事業化） ※補足資料G.ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 参照
取組方針
土地利用計画に基づき、地域内のエネルギー消費量試算を行うことによりエネルギー削減量の定量的評価を行う。また、実
証地域での実測値を用い、試算結果との検証を行うことで、その有用性を確認する。また、試算では熱エネルギーなどの地
域内融通によるエネルギーの面的利用効果も合せて検討を行う。その他、最適蓄電設備導入量の試算を行い、実証地域での
実測値との検証を行うことで、その有用性を確認する。
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業

主体

時期

規模

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアッ
プの方法

①シミュレーションの適用・改良（第 1 次）

9

es

平 成 ・年次計画に基づき導入

システム導入効果・構成をシミュレーションにより検討。

百万円

日建設計

22 年

・既存検証技術により平成 22 年導入効果の試算

東京電力

～

・既存検証技術による蓄電池の最適導入量の試算

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ)

平成

（ﾃﾞｰﾀ収集は、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ

23 年

や BEMS より自動蓄積）

・実証による負荷パターン、エネルギーデータの収集・整理

効果試算を実施
・実測ﾃﾞｰﾀ収集・整理

・導入効果試算結果と実

（サンプル数⇒住戸件数：300 件，業務ビル：5 件）

測ﾃﾞｰﾀの比較による導

・実証による計測データと試算結果の比較
・導入効果試算手法の精度向上

入効果手法の精度向上
6

es

平 成 同上

日建設計

24 年

ーションによりシステムの導入効果・構成を検討。

三井不動産

～

・既存検証技術により平成 24 年、平成 25 年導入効果を試算

東京電力

平成

・実証による負荷パターン、エネルギーデータの収集・整理

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ)

25 年

es

平 成 同上

平成 25 年度実測データに基づき精度向上し、シミュレー 百万円

日建設計

26 年

ションを確立。その後、電力負荷需要予測等を実施。

三井不動産

②シミュレーションの適用・改良（第 2 次）

平成 23 年度の実測データに基づき精度向上したシミュレ 百万円

（サンプル数⇒住戸件数：+300 件，業務ビル：+10 件）
・実証による計測データと試算結果の比較
・導入効果試算手法の精度向上
③シミュレーションの確立

4

・導入効果試算手法によるビル、家庭等の電力負荷需要予測

東京電力

・導入効果試算手法による街区最適化モデルの構築

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ)

・計測データと試算結果からｸﾞﾘｰﾝ化基準を策定
・事業性の評価
④コミュニティとしての経済性、低炭素化、QOL評価

3

・最適なコミュニティの設備構成・運用システムを提案し、 百万円
事業化に向けた課題を整理

es

平成 -

日建設計

26 年

三井不動産
東京電力

課題
・BEMS 導入施設以外からの実測データの収集方法の検討が別途必要。
（Wi-Fi 等の無線通信技術の利用を検討している。
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３．平成２２年度中に行う事業の内容
取組の内容

事業規模

主体

時期

太陽光発電システムの導入

40

柏市

平成 22 年

百万円

シャープ

380

柏市

百万円

シャープ

70

東京電力が認知・ 平成 22 年

百万円

理解活動などを通

*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

・教育機関: 合計 40kW
市立柏高校

:10kW、花野井小学校 :10kW、

松葉二小学校 :10kW、中原中学校

:10kW

・戸建住宅:380kW （100 戸分）
（柏市による補助金 1kW あたり 2 万円）
ヒートポンプ給湯機の導入
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

平成 22 年

じて導入促進を支

・戸建住宅にヒートポンプ給湯機の導入を促進する

援

戸建住宅 : 100 戸分
148 街区のCO2 排出量削減に向けた設備構成等の検討
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

120

三井不動産

平成 22 年

百万円

東京電力

～
平成 24 年

・148 街区における CO2 排出量の低下に資する設備構成、
エネルギーの採用、及び建物間の熱融通、排熱等の利用
について検討する。
・電気及びガスによる複合エネルギー設備導入を検討
する。
・面的な熱利用設備と個別分散設備のベストマッチングを
検討する。
・商業・オフィス棟、ホテル・賃貸住宅棟、東大棟の３棟
を統合した熱源設備の導入を検討する。
・導入方式を比較する。
・最適な設備構成を検討する。
148 街区の熱エネルギー源の総合利用の実施
*｢２－５．エネルギー消費量/CO2 排出量の見える化｣に連携

530

三井不動産

平成 22 年

百万円

東京電力

～

・自然エネルギー及び排熱を積極的に利用する熱源・給湯
システムを検討し、導入する。
・太陽熱や太陽光などの自然エネルギーとヒートポンプシ
ステムを活用した未利用エネルギーを用いることによ
り、温熱エネルギーのクリーン化を図る。
・生ゴミバイオガス、温泉に含まれるメタンガスや地中熱
などの未利用エネルギーの積極的な活用を図る。
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平成 24 年

家庭のエネルギー消費量及びCO2 排出量の見える化

300

SAP

平成 22 年～

システムの構築及び導入

百万円

シャープ日本 HP

平成 23 年

東京電力

・家庭の消費エネルギー量及び CO2 排出量をホームディス

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ)

プレイ、Web ページなどに表示する「見える化システム｣
（カーボン家計簿）を構築する。
・対象ユーザーとして、上記「見える化システム」を戸建
住宅 100 戸に導入する。
・伝送方法として、地域内のメッシュ構造 Wi-Fi 網の採用
を検討。
シミュレーションの適用・改良（第 1 次）

9

es

平成 22 年～

システム導入効果・構成をシミュレーションにより検討。 百万円
・既存検証技術による年次（平成 22 年）導入効果の試算

日建設計

平成 23 年

・既存検証技術による蓄電池の最適導入量の試算

(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ)

・実証による負荷パターン、エネルギーデータの
収集・整理
（サンプル数⇒住戸件数：300 件，業務用ビル：5 件）
・実証による計測データと試算結果の比較
・導入効果試算手法の精度向上
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東京電力

４．取組体制等
応募主体の
役割

◎ スマートシティ企画株式会社: 応募主体。企業、柏市、大学等の知識・ノウハウ・人材などのリソー
スを取り纏め、プロジェクトを管理、運営する。
○ 柏市: 地域住民への協力要請、参加企業と地域住民の調整支援、地域開発計画と次世代エネルギー・
社会システム実証関連施策との同期を行う。
○ 東京電力株式会社: 再生可能エネルギー（太陽光発電・ヒートポンプ）の大規模導入及びエネルギー
の見える化などをサポートし、電力品質やコスト評価、CO2 削減などの取り組みに協力する。
○ イーソリューションズ株式会社: 事業プロデューシングの経験を活かし、本実証実験の事業化に向け
ての活動を推進する。
○ SAP AG: 世界1600 社以上への電力分野アプリケーション導入及び各国でのスマートグリッド関連プロ
ジェクトへの参画実績を活かし、柏の葉キャンパスにおける AMI などエネルギーマネジメント、CO2
排出管理、データ分析などに関する先進的ソフトウェアを提供するほか、日本発システムの世界展開
を後押しする。
○ 株式会社日建設計：世界市場における環境都市の設計提案の実績を活かし、柏の葉キャンパスへの次
世代エネルギー社会システム導入の街区エネルギー最適化モデルの構築を目指す。また、エネルギー
削減量の定量把握可能な導入効果試算ツール、住宅へのスマートメーター、業務用ビルへの BEMS 導入
により得られる街区エネルギー消費動向をつかむことにより、生活パターン（QOL）を考慮した低炭素
まちづくりを推進する。
○ シャープ株式会社: 世界市場における環境技術の実績と DC エコハウスの研究開発の経験を活かし、再
生可能エネルギーの導入を主導し、エネルギーマネジメントシステムの導入を推進する。
○ 日本ヒューレット・パッカード株式会社: 世界市場における発電事業会社、送電事業会社での IT 構築
実績を活かし、柏の葉キャンパスにおける CO2 見える化及びエネルギーマネジメントシステム構築を
主導し、日本発システムの世界展開を後押しする。
○ 三井不動産株式会社: 自社で推進している 148 街区を中心とした柏の葉キャンパス地域の開発事業
に、次世代エネルギー・社会システムの施策を積極的に導入してゆくとともに、柏市、かしわ環境ス
テーション運営協議会と連携し、対象地域への施策実施の導入のために地域住民との調整を行う。
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行政機関内の
連携体制
地域住民等と
の連携体制

応募主体

地域住民等体制

企業
かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会
かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会

出資および参加費拠出

大学、市民団体、市民からなる環境に関する
学習・研究・情報交流の事業を実施

ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀｰ
ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀｰ

柏市体制

ｽﾏｰﾄｼﾃｨ企画株式会社
ｽﾏｰﾄｼﾃｨ企画株式会社

連携

温暖化防止対策推進員などから構成される
地域ﾘｰﾀﾞｰ

柏の葉ｴｺｸﾗﾌﾞ
柏の葉ｴｺｸﾗﾌﾞ

市長
市長

ｲｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
SAP AG
株式会社日建設計
ｼｬｰﾌﾟ株式会社
日本ﾋｭｰﾚｯﾄ・ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ株式会社
三井不動産株式会社
株式会社日立製作所 (予定)
清水建設株式会社 (予定)

環境部
環境部
経済
経済
企画部
企画部 産業部
産業部

都市
都市 その他
その他
計画部
計画部 関係部
関係部

東京電力株式会社
東京電力株式会社

地域の環境ｸﾗﾌﾞ

連携

柏の葉街ｴｺ推進協議会
柏の葉街ｴｺ推進協議会
柏市、地域住民、大学、企業等から構成され、
ｴｺｱｸｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄ制度を実施

研究機関

柏市環境保全協議会
柏市環境保全協議会
柏市と環境保全協定を締結する事業社の
連係組織

連携

東京大学
東京大学
千葉大学
千葉大学
東京理科大学
東京理科大学
慶應義塾大学
慶應義塾大学

一般社団法人
一般社団法人
ﾌｭｰﾁｬｰﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ
ﾌｭｰﾁｬｰﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ

大学、地元企 ・地域エネルギーマネジメントシステム導入において東京大学荻本教授から技術的アドバイスをいただく
業等の知的資
源の活用

予定。
・住居のエネルギー消費量のデータ取得及びデータ解析に東京理科大学井上教授から技術的アドバイスを
いただく予定。
・オンデマンド電気バス導入にあたり、慶應義塾大学の清水教授より電気自動車の技術的協力をいただく
予定。
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実施箇所
市立柏高校
(平成22年)

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅周辺
(ららぽーと柏の葉、147街区、148街区等)

柏の葉キャンパス駅

東京大学
(平成23年)

千葉大学
(平成23年)

戸建住宅50戸 (平成22年)
ｽﾏｰﾄ街路灯50本 (平成23年)

花野井小学校
(平成22年)

松葉二小学校
(平成22年)
戸建住宅50戸
(平成22年)
ｽﾏｰﾄ街路灯50本
(平成23年)

ｽﾏｰﾄ街路灯
(平成23年)

見える化ｼｽﾃﾑ
(平成22年～24年)

電動ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ
(平成23年)

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
(平成22年)

EVｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ
(平成23年)

BEMS
(平成23年～26年)

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電気ﾊﾞｽ
(平成24年～25年)

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
(平成22年～24年)

ｽﾏｰﾄﾊﾞｽ停
(平成24年)
ﾊﾞｽ路線
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中原中学校
(平成22年)

新柏駅

太陽光発電
(平成22年～24年)

小学校(新設)
(平成24年)

補足資料A. 全体構想: 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の仕組み
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの効率活用
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの大規模導入

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの低炭素化
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量/CO2排出量
の見える化

系統電力
配電用変電所
電力網

業務用ﾋﾞﾙのｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

通信網

電力制御

CO2排出量: ●●kg-CO2
ﾎﾟｲﾝﾄ
: ○○ﾎﾟｲﾝﾄ

安心・安全な低炭素ﾗｲﾌ
ｽﾏｰﾄ街路灯
(太陽電池、蓄電池)

照明制御
空調制御

情報管理ｾﾝﾀｰ
事業化

熱・未利用ｴﾈﾙｷﾞｰの活用
屋上中央
熱源置場

次世代交通ｼｽﾃﾑの確立

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの確立
・地域内のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量試算
・ｴﾈﾙｷﾞｰ削減量の定量的評価

次世代交通ｼｽﾃﾑの確立

電力
時間帯

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電気ﾊﾞｽ EVｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ

