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次世代エネルギー・社会システム実証地域提案書

愛知県豊田市における『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実証プロジェクト
愛知県豊田市（◎）、トヨタ自動車株式会社（○）、株式会社デンソー、 人口： 423,016 人
中部電力株式会社、東邦ガス株式会社、シャープ株式会社、トヨタホ ※実証地は愛知県豊田市
ーム株式会社、富士通株式会社、株式会社東芝、KDDI 株式会社、株式 ※人口は平成 22 年 1 月 1 日現在
会社サークル K サンクス、三菱重工業株式会社、株式会社豊田自動織
機、株式会社ドリームインキュベータ
（協力：愛知県）
担当者名及び 担当 豊田市
連絡先
所属 経営政策本部 環境モデル都市推進課
氏名 阿久津 正典
電話：0565-31-1212（代）
担当 トヨタ自動車株式会社
所属 技術統括部 先端・先行企画室
氏名 岡島 博司
電話：0565-28-2121（代）
1 全体構想
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）実証の目的／狙い
 国／地域（先進国／発展途上国等）ごとのニーズの差を理解しつつ、低炭素社会システムを構築し、輸出する。
 地方都市型の低炭素社会システムを構築し、豊田市をショーケース化するとともに、実証後もまちづくりとして展
開し、他都市へも横展開する。
（２）着眼点／実証内容の基本方針
 家庭セクター（家庭＋交通）に着目し、将来の家庭（10 年後イメージ）を想定した環境下で実証を行う。
 当セクターは温室効果ガス排出量が多くかつ増加傾向にある上に、発生源が分散しているため削減が難し
く、低炭素社会構築に向けチャレンジが必要。また日本の産業政策の観点からも、国際競争力を有する企
業の多い当セクターにて、課題抽出と解決策を理解することは一大テーマと認識している。
 また、現在の課題でなく、将来の社会状況を実証環境に設定した実証を行うことで、中期的な技術課題を
洗い出すことを方針とする
 PV が普及し、グリッドパリティが成立した社会、等
 社会コストを闇雲に上げずにコミュニティ単位で全体最適が可能となる低炭素社会システムを構築する。
 個々の家庭／生活者のみならず、コミュニティにまでマネジメント単位を拡げながら低炭素に寄与する社
会システムの最適解を導く。
 システムを不必要に肥大化させるのではなく、低コストで市場（生活者）の受容性が高いシステム開発を
目指す。それ故、CO2 削減効果に加えて、費用対効果、生活者の受容性（逆に不満）、生活の質の向上など
の多面的な軸でシステム評価を行ない、低社会コストと低炭素社会システム構築の両立を目指す。
 なお、社会コストの観点に立つと、
（非金銭的なものも含む）『生活者インセンティブ』の設計が重要であ
り、積極的に実証に取組む。
 グローバル競争を意識した取組を行なう。
 低炭素化という観点では国内において実証が困難あるいは必要性が希薄な技術であっても、グローバル市
場では重要と思われる技術を意識して実証・課題抽出に挑む。また、本実証実験より得られた示唆を踏ま
え、どのような製品・技術・ノウハウを、どの単位で、どのような組み合わせで、どのエリア向けに展開
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すべきか検討する。
（３）実証の運営方針
 オープン性／中立性を確保するガバナンスを導入する。
 国内外の有力他サイトと積極的に連携する。
 上記により、国内外の最前線の状況を理解しつつ、強い企業が協調・切磋琢磨する実証を展開する。
 また、豊田市とその周辺地域は技術力を有した地元優良企業も多く、実証から見えてくる技術課題を共有し、競争
力のある技術やソリューションについての連携も行なう。
 なお、こうした実証運営を可能にするために、技術の事業性評価だけでなく、国内外の企業戦略・産業政策まで幅
広く理解しているプレーヤーがプロジェクトマネジメントを担当する。
（４）５年後の想定成果物
 国にとっては、社会コストを抑えた地方都市型低炭素社会システムのモデルと課題が明らかになり、産業政策（育
成）上、必要な制度設計や国際標準等への取組の方向性とアクションが明確になる。
 産業にとっては、国内外で展開が可能な低炭素社会システムと課題が明らかとなり、それを踏まえた企業戦略が明
確化される。
（５）豊田市で実証を行なうメリット
 豊田市は『環境モデル都市』として既に低炭素社会構築に向けた取組に着手済みであり、また EV・PHV タウン構想
や ITS 実証実験モデル都市として導入を開始している次世代自動車や交通システム等の既存設備を活用した実証の
加速化が期待できる。
 トヨタ自動車の立地拠点として、住民の理解・協力が得られやすく、コミュニティ単位での実証参加者の確保が容
易で、また、必要に応じて柔軟に実証規模のスケールアップにも取組みやすい。
 実証に不可欠な地域のエネルギー企業（中部電力、東邦ガス）や商業施設（サークル K サンクス）がコアメンバー
として参加しており、そこに国内の有力企業が集まった実証実施体制となっている。
 環境モデル都市及び中心市街地活性化基本計画認定市、ITS 実証実験モデル都市としての取組と併せて、今後、低
炭素社会システムの実験的導入を想定する『低炭素社会モデル地区』では、本実証で得られた知見や課題をフィー
ドバックしながら、実際の低炭素まちづくりや新たな産業・ビジネスへの展開・普及を想定しており、本実証の成
果を継続的に内外に訴求できる。

2/13

２－１ 大幅な省エネルギー、CO2 削減目標
本実証では、主要注力分野である家庭・交通両セクターで下記の削減目標を設定している。
 家庭セクター：▲20％（スマートハウス単体では▲70％以上）
 交通セクター：▲40％
また、実証エリアである豊田市では、既に環境モデル都市アクションプランに基づき、中期目標 2030 年 30％削減、長期
目標 2050 年 50％削減に向けて CO2 削減プロセスを開始しており、家庭、交通のセクターにおいても次世代自動車の普及や
太陽光発電の普及をはじめとする取組を強力に推進している。
本実証では、一義的かつ量的な CO2 削減効果のみならず、いかに社会コストを抑えた費用対効果の高い低炭素社会システ
ムを構築するかを最重要課題に設定している。故に、生活者の生活単位（住宅 1 戸、自動車 1 台、コミュニティ 1 単位等）
当たりの質的な削減効果を重視し、主に％による削減率表記を採用している。加えて、低炭素社会システム構築に向けた生
活者に対する非金銭的インセンティブの付与、生活者の受容性及び QoL 等の複合的指標を踏まえた実証効果測定を実証計画
に織り込んでいる。
具体的な取組方針
削減の程度及びその見込みの根拠
①家庭内でのエネルギー有効利用
2005 年時点の平均的な住宅比で、▲20％（ｽﾏｰﾄﾊｳｽの普及
 家庭に導入した各種省エネ・創エネ・蓄エネ機器を HEMS 率予測を考慮，削減量としては平均約 0.6t-CO2/年/戸）
により統合・制御し、次世代自動車搭載蓄電池の電力源 の CO2 削減効果を見込む。
活用（V to H 等）も含めたエネルギーの有効利用方法を ｽﾏｰﾄﾊｳｽ単体では、2005 年時点の平均的な住宅比で、
実証する
▲70%以上を期待。
②コミュニティでのエネルギー有効利用
 エネルギーマネジメントシステムの導入により、コミュ  HEMS 普及拡大に伴う追加省エネ効果とそのネットワ
ニティ内での HEMS のネットワーク化による余剰グリーン ーク化によるコミュニティ単位のマネジメント効果
電力の有効活用及び負荷平準化等の検証を行う
により、上記①に加えて、▲2～10％の追加 CO2 削減
効果を期待する。
 再生可能エネルギーを導入し、コミュニティ単位で熱・  全量化石燃料によるエネルギー供給の場合と比して
電気エネルギーの効率的かつ面的な有効利用を可能にす ▲50％の CO2 削減効果を見込む
る
 次世代自動車搭載蓄電池を活用し、施設向け電力供給可  本取組は CO2 削減目的では無い。
能性を実証する
③低炭素交通システムの構築
エコカーの普及、エコドライブ、公共交通への転換、交通
 次世代自動車（PHV、EV、FC 車/バス、パーソナルモビリ 流整序などにより運輸部門でのＣＯ２排出量を 2030 年ま
でに▲40％（▲32 万 6 千トン）削減する見込み
ティ等）及び充電／補給設備を導入する
 各種公共交通インフラ整備や ITS を活用した交通流整序
に加え、末端交通システムの効率化やエコドライブ等を
実現する
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生活者行動支援によるライフスタイルの変革・インセンティ 本取組は間接的に生活者への行動変化を促すもの及びシ
ブ効果の検証
ミュレーションであるため、直接的な CO2 削減効果は見込
んでいない。なお、HEMS 活用による家庭内 CO2 削減効果は
 市民への環境学習の導入
 住民自治組織を活用した地域エコ行動の促進
①・②にて試算織り込み済みである。
 HEMS 活用による電力消費の『見える化』や『行動支援』
（含む、コミュニティ単位での『見える化』・『行動支援』）
 エコポイントの有効活用
 低炭素社会モデル地区の整備
 国内クレジット制度の応用検討
⑤グローバル展開に向けた戦略検討
本取組は CO2 削減が目的ではない。
 本実証実験より得られた示唆を踏まえ、上記標準化検討
と並行し、どのような製品・技術・ノウハウを、どの単
位で、どのような組み合わせで、どのエリア向けに展開
すべきか等を検討する
フォローアップの方法
技術の事業性評価及び国内外の企業戦略・産業政策を幅広く理解している本実証の中心プレーヤーであるトヨタ自動車・ド
リームインキュベータ及び提案主体である企業、まちづくりを担う豊田市、及び本実証に参画する全ての企業とのコンソー
シアムにより、全体協議会（年 2 回）及び個別実験モジュール毎の分科会（月 1 回）等の報告会を定期的に開催し、CO2 削
減に向けた取組状況の把握・削減効果の把握を行なうものとする。
④
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２－２ ①家庭内でのエネルギー有効利用
取組方針
各種省エネ・創エネ・蓄エネ機器を家庭に導入し、次世代自動車搭載蓄電池の電力源活用（V to H）も含めた包括的な電
力授受を HEMS でコントロールすることで、エネルギーの効率的な有効活用を実現する。なお、HEMS では機器の制御に止ま
らず、宅内の電力消費量・PV の発電量・各機器の制御状況の『見える化』や、これを活用した『生活者行動支援』に踏み込
んだ開発を目指す。
こうした HEMS を装備した住宅の導入と電気事業者の削減効果により 2005 年比で約▲20％の CO2 削減を目指す。
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
総事業規模 主体
時期 省エネ・ 削減の見込み・フォ
CO2

１）省エネ・創エネ機器（太陽電池・燃料電池など）に加 約 45 億円
え、蓄エネ機器（各種家庭用蓄電池、エコキュート、
次世代自動車）機器を、多様な組み合わせで大規模に
導入する
 ５年間で HEMS 装備住宅 70 戸、次世代自動車 75 台の
使用を想定
２）次世代自動車搭載蓄電池の電力活用（V to H）の可能
性を検証する
３）HEMS の導入と機器の制御技術確立
 家庭内機器（家庭用蓄電池含む）の制御からスタート
し、余剰グリーン電力の家庭用蓄電池/PHV/EV への充
電、宅内の電力消費量・PV の発電量・各機器の制御状
況の『見える化』（HEMS 専用端末・PC・TV・モバイル
端末（マルチキャリア対応）を想定）や、これを活用
した『生活者行動支援』が可能なシステムに進化させ
る
 HEMS による宅内のマネジメントの効果検証を進める
中で、将来的に HEMS とスマートメーターを併用する
上での、それぞれのあり方を検討する
 5 年で 70 戸の家庭に導入する
４）インセンティブ効果の検証（※詳細は２―５で説明）
 『見える化』や『生活者行動支援』
、エコポイントに
よるインセンティブ効果の検証
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トヨタ自動 H22
車、トヨタホ ～26
ーム、デンソ
ー、シャー
プ、中部電
力、東邦ガ
ス、KDDI、豊
田自動織機、
豊田市、サー
クルK サンク
ス等

ローアップの方法

年時点の平
均的な住宅比で、▲
20％
（ｽﾏｰﾄﾊｳｽの普及
率予測を考慮，削減
量としては平均約
0.6t-CO2/年/戸）の
CO2 削減効果を見込
む。
ｽﾏｰﾄﾊｳｽ単体では、
2005 年時点の平均
的な住宅比で、
▲70%以上を期待。
※2005

※実証用家庭 1 戸当
たりの年間 CO2 排出
量を各種仮定を設定
の上、試算し、効果
をモニタリングする
-

-

２－３ ②コミュニティのエネルギーの有効活用
取組方針
HEMS をコミュニティ内でネットワーク化し、コミュニティ単位でのエネルギーマネジメントシステムを構築することで、
地域単位でのエネルギー使用の最適化／有効利用をはかり、グリーンエネルギーを余すことなくコミュニティ内で有効に活
用していく。こうした取組により前述①の取組に加えて、▲2～10％の CO2 追加削減を目指す。
また、大規模災害時等を想定し、次世代自動車搭載蓄電池から商業施設・公共施設等向け電力供給の可能性を検証し、次
世代自動車のコミュニティ内での活用方法を模索する。
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
総事 主体 時期 省エネ・ 削減の見込み・フォローアップの方法
業規
模
１）エネルギーマネジメントシステムの構築
約 22 富 士 H22 ※HEMS 普及拡大に伴う追加省エ
 コミュニティ内でオープンかつセキュアな HEMS ネット 億円 通 、 ～26 ネ効果とそのネットワーク化に
KDDI 、
よるコミュニティ単位のマネジ
ワークを構築し、コミュニティ内の余剰グリーン電力の
東芝
メント効果により、上記①に加え
有効活用や、家庭用蓄電池・EV/PHV 充電による余剰電力
東邦ガ
て、▲2～10％の追加 CO2 削減効
負荷の平準化等の効果検証を行なう
ス、豊
果を期待する。
 将来的には HEMS だけではなく、市街地に設置された充
田 市
※コミュニティ当たりの年間家
電装置、各種センサーからも様々なデータを収集し、需
（愛知
庭セクターCO2 排出量を各種仮定
要家（車、人、家）単位やコミュニティ単位で、電力の
県）、ト
を設定の上、試算し、効果をモニ
需給予測・最適化制御のシミュレーションを行い、下記
ヨタ自
タリングする
２）取組とも連携する
動車、 H22 ※本取組はモニタリング機能を
２）中規模グリッド用エネルギーマネジメントシステムの構
豊田自 ～26 考慮したものであり、直接的な
築検討
動 織
CO2 削減効果は見込んでいない
 中規模グリッドのエネルギーマネジメントを想定したシ
機、サ
ステムを検討する（※海外展開を想定）
ークル H23 ※全量化石燃料によるエネルギ
３）ハイブリッド型エネルギーマネジメントシステムの構築
K サン ～24 ー供給の場合と比して約▲50％
 再生可能エネルギー
（木質バイオマス及び排出生ゴミ等）
クス、
を導入したコミュニティレベルでの熱／電気の面的利用
の CO2 削減効果を見込む
三菱重
及び複合的エネルギーマネジメントシステムの確立
工等
 あいち森との緑づくり事業等を活用し、地域間伐材確保
を推進する
４）自動車蓄電池エネルギーの有効活用
H22
※本取組はCO2 削減目的では無い
 コンビニ・公共施設（学校等を想定）向け電力供給（※
～26 ※家電機器への影響、電力容量の
災害時の利用を想定）
妥当性、電気安全性に関し、モニ
 V to H や施設向け電力供給から、V to G の課題を洗い出
タリング（電圧・電流・グランド
す（※海外展開を想定）
電流モニタ計測）を実施
５）定置用蓄電設備の商用施設等への導入
※本取組による CO2 削減効果は、
H22
 コンビニ等商用施設の電力需要の平準化、再生可能エネ
～26 EV の普及による貢献。
ルギー有効利用、ピーク負荷の回避及び EV 普及のための
インフラ拡充
６）インセンティブ効果の検証（※詳細は２－５で説明）
 コミュニティ単位でのエネルギー使用の『見える化』や
『生活者行動支援』によるインセンティブ効果の検証
CO2
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２－４ ③低炭素交通システムの構築
取組方針
次世代自動車の導入を促進するとともに、充電インフラの拡充を図る。また、ITS を導入し交通流を整序し、
エコドライブも促進していく中で、次世代自動車導入での効率的走行を実現し、温室効果ガス削減インパクト
を最大限高めていく。
一方、低炭素な公共交通網を市民に提供するために、基幹バスにハイブリッドバスを導入するとともに、FC
バスを試験的に導入する。また、現在デマンド方式で運行している地域バスに EV/PHV を導入する。さらにこ
うした公共交通機関を効率運行できるよう、公共交通優先信号やバス専用レーン等を導入する。また、市民に
対しては、パーク＆ライドを促すために、駐車場情報の提供やインセンティブの付与を行う。
こうした低炭素公共交通網の整備により、2030 年までに運輸部門で 40％（32 万 6 千ｔ）の CO2 削減（1990
年比）を目指す。
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
総事業規 主体
時期 省エネ・ 削減の見込み・フォローアップの方法
模
約 27 億 豊田市、
※１）の取組全体で▲6％の CO2 削
１）次世代自動車の導入促進
 次世代自動車普及促進のための購入 円
トヨタ自 H22～ 減効果を見込む（▲47,500ｔ：1990
補助の対象に PHV、FC カーを追加。
動車、愛 改正検 年の運輸セクター全体排出量比）
知県、サ 討
 基幹バス路線に FC バスを導入し、EV
※普及に伴う CO2 削減効果につい
ークル K
バス導入についても検討。
ては、登録台数、1 台当たりの CO2
サ ン ク H22～ 削減効果については、車載データ
 デマンドバス路線に EV/PHV を導入
ス、東邦
 あいち EV・PHV 普及ネットワークに
ロガー・通信システム・IC カード
ガス、あ
よる初期需要創出等
を活用した定量情報（走行距離・
い ち H24～ 径路・バス乗車履歴等）取得に加
EV/PHV 普
え、ユーザーアンケートによるモ
及ﾈｯﾄﾜｰ
ニタリングを実施
ｸ、愛知県
２）充電インフラの拡充
※直接的な CO2 削減効果等は見込
警察、ト H21 ～ んでいない
 公共施設に 5 年で 16 箇所 26 基の充
ランパス 22
電インフラの導入。
※あいち EV/PHV 普及ネットワーク
協議会、
 コンビニ店舗における充電インフラ
による充電施設登録数よりモニタ
KDDI 、豊 H21～
導入。
リングを実施
田自動織 事業中
機等
３）水素ステーションの設置
H22～
※ビジネスモデル検証目的であ
 中核型水素ステーションの設置
設置検 り、直接的な CO2 削減効果は見込
討
んでいない。
※４）の取組全体で▲10％の CO2
４）ITS を活用した交通流整序とエコド
削減効果を見込む（▲82,600ｔ：
ライブ促進
H22～
1990 年の運輸セクター全体排出量
 プローブ情報を活用した移動支援情
比）。CO2 排出を 6％削減できるエ
報の充実（渋滞情報の高度化、エコ
コドライバー数を 40％（市民意識
ルート情報の提供等）
調査より確認）と仮定
 充電インフラの情報提供( 既存ＷＥ
H22～
Ｂ活用等)
CO2
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５）公共交通利用促進
 公共交通優先信号 / バス専用レーン
の導入及び輸送力向上（連接/連結バ
ス運行等）の検討
 共通 IC カードの導入とパークアン
ドライド駐車場利用割引サービスの
検討
 TDM（交通需要マネジメント）の推進

※５）の取組全体で▲16％の CO2
H22～
削減効果を見込む（▲128,000ｔ：
1990 年の運輸セクター全体排出量
比）。自動車から公共交通への転換
H24～
者 12,400 人と仮定
※IC カードによるバス乗車履歴等
を参照したフォローアップを想定
実施中
H22～
※直接的な CO2 削減効果等は見込
導入検 んでいない
討

６） パーソナルモビリティや次世代自
動車の共同利用
 充電スタンド・カーシェア向けスケ
ジューリングシステム構築
７）公共交通の利用インセンティブの付
与（※詳細は２－５で説明）
 エコポイント導入路線を全基幹バス
路線に拡大

～

H22
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-

２－５ ④生活者行動支援によるライフスタイルの変革・インセンティブ効果の検証
取組方針
省エネ/低炭素化に繋がる機器等は、実際のユーザーである生活者による積極的な導入・有効活用が為され
てはじめてその効果がもたらされるものである。そうした生活者の行動を後押しし、ライフスタイルそのもの
を進化・変革させるために、教育や啓発活動、インセンティブ等を導入し、温室効果ガスへの削減効果、生活
者の受容性、満足度/不満、費用対効果等を検証していく。
なお、本取組は間接的に生活者への行動変化を促すものであるため、直接的な CO2 削減効果は見込んでいな
い。
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
総事業 主体
時期 省エネ・ 削減の見込み・フォローアッ
規模
プの方法
１）環境学習及び啓発活動
約 19 豊田市、愛 H22 ※直接的な CO2 削減効果等
 市民に対し、教育機関/民間企業等と連携しつ 億円
知県、トヨ ～ は見込んでいない
※実施回数、アンケート等
つ幅広く環境学習の機会を提供し、積極的な
タすまいる
PR 活動を実施する
ライフ、ト
 自治区・地域会議・住宅管理組合等、地域の
ヨタ自動
自治組織を活用し、コミュニティ一丸となっ
車、トヨタ
たエコ活動を実施する
ホーム、デ
 あいち臨空新エネルギー実証研究エリアをサ
ンソー、シ
テライトとして設置し、情報発信サイトとし
ャープ、富
て活用（検討中）
士通、東芝、
KDDI 、サー H22
２）HEMS 等を活用した生活者行動支援
※直接的な CO2 削減効果等
クル K サン ～ は見込んでいない
 家庭単位/コミュニティ単位の両方で、エネル
クス、中部 H26 ※家庭用は 2-2①1)～3)、
ギー使用の「見える化」を実施
電力、東邦
 HEMS からエネルギーデータを集め、各家庭/
コミュニティ用は 2-3②1)
ガス、豊田
コミュニティにとってエネルギー利用に係わ
～2)の取組に含む
自動織機等
る最適な行動をリモートでネットワークを経
由して提案し、行動変化を促す
３）地域通貨（とよたエコポイント）の発行
H22
※直接的な CO2 削減効果等
～ は見込んでいない
 生活者の省エネ / 低炭素行動に対してポイン
トを付与し、環境対応商品との交換など商業
※流通ポイント数・取扱可
能施設数等
施設等で利用できるようにする
 現行とよたエコポイントと既存の小売業者の
発行ポイントとの連携システム
４）低炭素社会モデル地区の整備
H22
※限定的な擬似街区におけ
 ライフスタイルの変革を誘導するため、本実
～ る取組のため、直接的な CO2
証の取組を見える化し、生活者や国内外に提
削減効果等は見込んでいな
案するとともに、地元中小企業の参画・イン
い
キュベーションや環境教育の場として活用
※市内省エネ・低炭素化機
器の普及率など
５）国内クレジット制度の応用検討
H22
※本取組はシミュレーショ
～ ンであり、直接的な CO2 削
減効果は見込んでいない
CO2
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２－６ ⑤グローバル展開に向けた戦略検討
取組方針
本実証実験より得られた示唆を踏まえ、参画企業において、具体的なグローバル展開戦略を検討する。その過
程で、日本の国際産業競争力維持のために極めて重要と思われる国際標準づくりに向け、低炭素社会システム
の技術実証と併せて標準化の検討を進めていく。
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
総事業 主体
時期 省エネ・ 削減の見込み・
規模
フォローアップの方法
１）グローバル展開の検討
全実証関連各社 H22 本取組は CO2 削減
～ が目的ではない。
２）標準化検討委員会の設置と運営
H22
本取組は CO2 削減
～ が目的ではない。
３）各個別標準化検討ワーキングによる標準化検討
H22
本取組は CO2 削減
～ が目的ではない。
CO2

10/13

３．平成２２年度中に行う事業の内容
取組の内容
総事業規模
①家庭内でのエネルギー有効利用
約 10 億円
１） 省エネ・創エネ・省エネ機器の大規模導入
２） 次世代自動車搭載蓄電池の電力活用（V to H）
の可能性検証
３） HEMS の導入と機器の制御技術確立
②コミュニティでのエネルギーの有効活用
約 6 億円
１） エネルギーマネジメントシステムの構築
２） 中規模グリッド用エネルギーマネジメントシ
ステムの構築検討
４） 自動車蓄電池エネルギーの有効活用
５） 定置用蓄電設備の商用施設等への導入
③低炭素交通システムの構築
約 3 億円
１）次世代自動車の導入促進
 基幹バス路線に FC バスを導入
２）充電インフラの拡充
 公共施設 5 箇所、コンビニエンスストア等に
設置
４）ITS を活用した交通流整序とエコドライブ促進
 プローブ情報を活用した移動支援情報の充実
 充電インフラの情報提供
５）公共交通利用促進
 公共交通優先信号/バス専用レーンの導入
複数項目に係るもの
 充電スタンド、カーシェアリングのスケジュ
ールシステム構築
④生活者支援によるライフスタイルの変革・インセ 約 1 億円
ンティブ効果の検証
１）環境学習及び啓発活動
 環境学習施設ｅｃｏ－Ｔにおける環境学習プ
ログラムの充実及び出前講座実施
３）地域通貨（とよたエコポイント）の発行
 ポイントの発行・利用拡大
４）低炭素社会モデル地区の整備
 事業計画策定・設計等
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主体
時期
トヨタ自動車、トヨタホーム、 H22 年4 月～
デンソー、シャープ、中部電力、
東邦ガス、KDDI、豊田自動織機
等
富士通、KDDI、東芝、トヨタ自
動車、豊田自動織機、サークル
K サンクス、豊田市、三菱重工
等
豊田市、トヨタ自動車、サーク
ル K サンクス、あいち EV/PHV
普及ネットワーク、豊田自動織
機、愛知県警察、KDDI 等

豊田市（愛知県）、トヨタ自動
車、中部電力、東邦ガス他等

H22

年4 月～

H22

年3 月～

H22

年4 月～

４．取組体制等
応募主体の 役割
役割

プレイヤー

とりまとめ
とりまとめ
推進主体
推進主体
自動車

交通
ｼｽﾃﾑ

住宅

研究開発
研究開発
トヨタ
//実証
自動車 豊田市

/
HEMS

ﾄﾖﾀ自動車･
デンソー･
シャープ･
ﾄﾖﾀﾎｰﾑ･
中部電力

自動車/交通
機器・サービス インフラ

機器・
機器・
サービス・
サービス・
インフラ
インフラ
提供
提供

PHV・FC車/
FCバス
（トヨタ自動車）
EV

（検討中）
EVバス
（検討中）

自治体
豊田市

サポート

電力

ガス/熱 商業施設

協力要請

愛知県
通信/
（ ） ﾓﾊﾞｲﾙ

EM SIer

K 富士通・
中部電力 東邦ガス サークル
サンクス 東芝

住宅
機器・サービス インフラ

KDDI

発電

蓄電
家庭用蓄電池
（トヨタ自動車・
デンソー）

充電設備提供

高効率給湯器
（デンソー）

（トヨタ自動車・
トヨタすまいるライフ）

デベロッパー

太陽光発電
（シャープ 等）

水素インフラ
（トヨタ自動車
・東邦ガス）

コジェネシステム
（東邦ガス）

住宅
（トヨタホーム）

家庭用燃料電池
（東邦ガス・
トヨタ自動車）

（豊田市・サークル
Kサンクス 等）

プロジェクト
マネジメント
ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝ
ｷｭﾍﾞｰﾀ・
トヨタ
自動車

定置用蓄電池
（三菱重工業）

家電製品
（シャープ 等）

充電設備
（豊田自動織機）
カーシェアリング
（豊田市・KDDI）

行政機関内の 豊田市の連携体制
連携体制
 環境モデル都市に係る庁内推進本部を活用するなど全庁的な連携を図る。
 経営政策本部環境モデル都市推進課を本実証の連携窓口として、低炭素交通の実証を都市整備部交通
政策課が担当するなど、必要に応じた業務体制を確保する。
愛知県との連携体制
 県庁内において次世代エネルギー産業振興を担う産業労働部が、一元的な窓口として、法規制等の朱
種々の課題解決に向けた全庁的なサポート体制を整備する。
 あいち FCV 普及促進協議会及びあいち EV・PHV 普及ネットワークを活用し、本プロジェクトの情報発
信を実施していく。
地域住民等と  本実証への理解・協力を得やすい参画企業の社員個人住宅や社員寮を活用することで、スピーディー
の連携体制
にコミュニティ単位で、実証参画家庭を確保する。
 また、市内再開発地区でこれから新規着工される地域（豊田市・東山/高橋地区）のデベロッパー（ト
ヨタすまいるライフ社）と連携し、実証参画家庭を確保する。
 豊田市が目標に掲げる CO2 削減を達成した低炭素社会生活を実体験出来る『低炭素社会モデル地区』
を、本実証地として活用するのみならず、地域住民に向けたショーケースとして位置付ける。具体的
には、市内各地で実施される本実証成果の見える化、地元中小企業の参画・交流による産業インキュ
ベーション、環境学習としての活用などを通じ、広く地域住民の理解・共感を得る有機的な取組に繋
げていく。
大学、地元企 ２－４③低炭素交通システムの構築 ４）ITS を活用した交通量整序とエコドライブ促進
業等の知的資  ＩＴＳ実証実験モデル都市などの取組において地元大学、（財）豊田都市交通研究所などと連携展開
源の活用
取組全般に係るもの
 愛知県産業技術研究所による中小企業への技術支援
① 研究所内の「燃料電池トライアルコア」による技術評価支援
② 次世代自動車技術研究会の開催
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＜参考資料： 豊田市の実証エリア地図＞

豊田市

豊田市
愛知県

高橋地区：実証用住宅40戸

ＥＶ・ＰＨＶ用
太陽光等充電施設
低炭素社会
モデル地区
東山地区：実証用住宅30戸

新規基幹バス路線
（ＦＣバス導入等）
5km

：

充電施設設置予定16箇所（公共施設分）
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