スマートコミュニティ ̶日本企業の取り組み ̶

はじめに
スマートコミュニティは、エネルギー・社会を豊かにする次世代の社会システムである。それは、一つの技術か
らなるものではなく、複数のシステムの集合体として構築されるものであり、様々なステークホルダがスマートコ
ミュニティの構築に向けた取組を展開してきている。
スマートコミュニティのコンセプトは、日々進化し続けており、一つの定義や、対象とする社会的課題にとどま
ることを知らない。今後、提供されるソリューションにおけるイノベーションが、コンセプトを洗練化し、社会シ
ステム全体をより良いものにしていくことが期待されている。
ここでは、JSCA １が進める世界に向けた発信活動の一つとして、スマートコミュニティの日本における取組の現
時点までの経験をまとめている。ここに記されている内容が、世界的にスマートコミュニティに対する理解を深め、
世界協調の中でスマートコミュニティの普及が進むことを願っている。

2015 年 5 月
スマートコミュニティ・アライアンス

JSCA について
スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）は、全世界にスマートコミュニティを展開していく中で、個別
企業では解決しづらい課題に対して、官民一体の対応と民同士の連携で乗り越えようと、業界の垣根を越えて
様々な企業や組織が集まり、2010 年 4 月に発足しました。
公式ウェブサイト : https://www.smart-japan.org/
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JSCA（Japan Smart Community Alliance）
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スマートコミュニティのイメージ

出所）経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/smart_community/

環境負荷の低減、エネルギーセキュリティ、エネルギーコストの低減

―

エネルギーに係るこれら 3 つの課題は、

21世紀に入ってから益々注目の的となっている。世界中で展開されている「スマートシティ」
「スマートグリッド」が、
より高度なエネルギーの供給形態として期待されている。
また、社会システムは、時代とともに人々に対して新しい利便性を提供し続けてきた。一方で今後の社会を展望
すれば、社会システムは「持続可能」でなくてはならないことが指摘されている。即ち、将来の社会システムに投入
２
される資源は質・量ともに最適でなければならない。だが同時に、社会システムは人々が QOL（Quality of Life）

を損なうことなく（むしろ向上させる）、安心・安全に暮らしていくことを担保していくことが必要となる。加えて、
日本では 2011 年 3 月に東日本大震災という未曾有の危機を経験し、災害に対してしなやかで強い（レジリエントな）
	ひとりひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことを指し、つまりある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を
送り、人生に幸福を見出しているか、ということを尺度としてとらえる概念である。

２

1

社会システムの構築が求められてきている。
これらの社会的課題に確かな解決方策を提供するために、日本では「スマートコミュニティ」の構築に向けた取組
を積極的に推進してきている。
スマートコミュニティとは、再生可能エネルギーやコージェネレーション等の分散型エネルギーを用いつつ、IT
や蓄電池等の技術を活用したエネルギーマネジメントシステムを通じて、エネルギー需給を総合的に管理し、エネ
ルギーの利活用を最適化するとともに、高齢者の見守りなど他の生活支援サービスも取り込んだ新たな社会システ
ムを構築したものを指す。社会的課題に対する包括的なアプローチとしてのスマートコミュニティは、先進的な環境・
エネルギー技術の統合によって実現される。

最先端の
ホームエリアネットワーク技術
最先端の
電力システム安定化技術
最先端の
ガス供給システム技術

最先端の
省エネルギー技術

スマート
コミュニティ

最先端の
都市インフラ設計技術

最先端の
交通システム技術
最先端の
水インフラ技術

最先端の
情報通信技術
図2

あらゆる分野の最先端技術を取り込むスマートコミュニティ

日本で取り組まれているスマートコミュニティは、スマートグリッドを包括する概念である。スマートグリッド
が電力システムを対象とした ICT によるスマート化を指すのに対して、スマートコミュニティは、電力システムの
みならず、熱供給、上下水道、交通、通信など、幅広い公共インフラを対象とし、ある定義されたエリアの社会シ
ステムをスマート化する取組である。
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スマートコミュニティ
対象を電力のみではなく、熱供給、上下水道、
交通、通信など、幅広い公共インフラを
対象としたもの。コミュニティとは、
ある定義されたエリアを対象とする意味

スマートグリッド
ICTを利用した計測制御が導入された
電力システムのこと

図3

スマートユーザー
BEMSやHEMSなどで
エネルギーを最も効率的な方法で
利用するユーザーのこと

スマート化の概念

上の図に示したスマートコミュニティのコンセプトは、現時点でのタイムフレームからの展望である。スマート
コミュニティを実現するソリューションが具体化しつつある昨今、そのコンセプトはさらなる拡がりを見せており、
このような進化が次世代の社会システムをより豊かなものとしていくことが期待されている。
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 マートコミュニティが
社会にもたらす恩恵
「第 1 章

スマートコミュニティとは」で示した通り、スマートコミュニティは様々な社会的課題の解決に

向けた次世代の社会システムである。スマートコミュニティが社会にもたらす恩恵、即ちスマートコミュニティの
構築の目的には以下のようなものが挙げられる。

環境

大幅な省CO2、
省エネルギーを可能にする
再生可能エネルギーの大量
導入を可能にする

利便性の高い交通・水道
システムなどを提供する

災害に強い安全な社会の
構築を可能にする

エネルギーの安定供給を
可能にする

地域住民の生活水準の
向上を可能にする

エネルギーコストを
最小にする

エネルギー

社会生活
図4

スマートコミュニティ構築の目的

１．大幅な CO2 の排出削減、省エネルギーを可能にする
都市の高度化が進むにつれ、一人当たりが消費するエネルギーは時代ととも増加してきたが、今後持続可能な社
会を構築する上で、社会システムは環境にやさしく、またエネルギー消費は最大限に抑えられなくてはならない。
スマートコミュニティは、この課題に対して、省エネルギー機器の積極的な導入を促すと同時に、デマンドレス
ポンス技術や各エネルギーマネジメントシステム（HEMS、BEMS、FEMS）3、電気自動車といった様々な省・新エ
ネルギーの統合技術、円滑な交通システムの導入などのアプローチから、人々が消費するエネルギーの最適化を目
指す。

	HEMS（Home Energy Management System）、BEMS（Building Energy Management System）、FEMS（Factory Energy
Management System）

３
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２．再生可能エネルギーの大量導入を可能にする
太陽光発電、風力発電を始めとする再生可能エネルギーは、世界で導入が加速化しており、電力システムは再生
可能エネルギーを最大限受け入れられるように進化を遂げなければならない。再生可能エネルギーが大量に普及し
た場合には、電力システムの電圧や周波数の変動のほか、システム全体の需要と供給のバランスを維持することが
難しくなるといった課題がある。
このような課題に対しては、例えばエネルギー貯蔵の活用や、分散型電源の統合制御技術などが非常に有効である。
スマートコミュニティは、これらの技術を組み合わせることで問題解決にあたる。

３．エネルギーの安定供給を可能にする
エネルギー供給の信頼度や電力品質の絶え間ない向上は、常に望まれることである。先に示した再生可能エネル
ギーの統合は、電力システムに悪影響を与えることが懸念されており、スマートコミュニティはこのような課題も
解決していかなければならない。
先進的な情報システムによる制御・保護技術や、近年注目を集めているエネルギー貯蔵技術などを駆使し、スマー
トコミュニティは供給信頼度の向上、電力品質の安定化といったエネルギー供給システムの安定化に寄与していく。

４．エネルギーコストを最適化する
近年注目を集めているデマンドレスポンス技術や情報通信技術を電力システムで積極的に活用することで、需要
家のエネルギーコストを最適化し、ひいては社会全体のエネルギーコストを最適化する。
スマートコミュニティは、この課題に対して常にチャレンジし続けている。

５．地域住民の生活水準を向上させる
時代とともに、人々の暮らしの利便性は向上し続けてきたが、利用できる資源には限りがある。持続可能な社会
においては、社会の構成員一人一人が資源の有限性に対して自律性を有し、資源の有効活用と管理を自ら行ってい
く必要がある。一方で、社会システムは自律的な社会の構成員の生活水準を向上させていく必要がある。
このジレンマに対し、スマートコミュニティは、人々に対して新たなサービスを提供していくことを志向している。

６．利便性の高い交通・水道システムなどを提供する
交通システムや水道システムなどの人々の生活と密接に結び付く社会インフラは、社会の高度化に伴い、現在よ
りも利便性の高いサービスを提供し続けていくことが望ましい。例えば、スマートな交通システムは、スマートフォ
ンなどの情報端末を駆使したサービスの予約や発券、位置情報の提供、音楽情報の配信、カーシェアリングなどのサー
ビスを統合し、より利用しやすいものにしていく必要がある。
また、水道システムについても、限りある水資源を有効に利用するために、最適にマネジメントを行う必要がある。
スマートコミュニティはこれらの交通システム、水道システムなども対象として、地域マネジメントの全体最適を
可能とする社会システムの実現に向けた取組であるといえる。
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７．災害に強い安全な社会を構築する
安心・安全な社会は、常に人々の願望であり続けてきた。近年の防犯技術は従来から進化を遂げており、環境・
エネルギー技術との更なる融合が望まれる。
また、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は、私たちに対して、災害に対してしなやかで強い（レジリエントな）社
会が必要であることの警鐘を鳴らした。
スマートコミュニティがレジリエントな社会を構築する上で担う役割は非常に大きい。マイクログリッドなど、
レジリエントな社会を構築するための個々の要素技術は確立されつつあるので、スマートコミュニティはこれらの
技術を統合していく。
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スマートコミュニティを構築するには、様々な要素技術を統合していく必要がある。スマートコミュニティの要素
技術となりうるソリューションには、様々なものが含まれるが、ここでは特に重要なものについての概観を記述する。

㻞㻚スマートビル㻌
㼆㻱㻮（ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル）㻌
メガソーラー㻌
風力発電㻌
GE

畜電池㻌

風力発電㻌

㻝㻚㻯㻱㻹㻿／全体統合システム㻌
情報ネットワーク㻌
バイオガス㻌

GE

太陽光発電㻌

コージェネレーション㻌

㻠㻚エネルギー貯蔵技術㻌

太陽光発電㻌

蓄電池㻌

次世代自動車㻌

廃熱利用㻌

㻢㻚スマートメーター㻌

次世代型サービスステーション㻌

㻌㻟㻚先進的な交通システム㻌

蓄電池㻌

㻞㻚スマートハウス㻌

㻌㻡㻚サービスプラットフォーム／コンサルティングサービス㻌
図5

スマートコミュニティを構築するソリューション

スマートコミュニティのコンセプトは日々進化しており、今後も、新たなソリューションが追加されていくであ
ろう。また、図 5 に示した各ソリューションについても、今後更なるイノベーションが期待されている。

１．CEMS／全体統合システム
スマートコミュニティの中核をなす CEMS は、スマートコミュニティを構築するあらゆる要素技術を統合するも
のであると同時に、地域社会に対するエネルギー・環境サービスを始めとするサービス提供のためのプラットフォー
ムである。エネルギーに関するデータだけに留まらず、環境都市としての各種データ（CO2 排出量、交通渋滞情報、
天気・気温などの気象情報など）を取得し、対象とする社会システムに対して、データの可視化やエネルギープログ
ラム（デマンドレスポンス、省エネルギープログラムなど）を提供し、更には全体最適のための運用を行っていく。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID1-01 ～ ID1-10 を参照
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２．スマートハウス／スマートビル
家庭、ビル、工場

－

これらで消費されるエネルギーの最適な利用と運用をするためのマネジメントシステム

が確立されつつある。スマートハウスやスマートビルは、これらのマネジメントシステムを活用したソリューショ
ンである。
HEMS（Home Energy Management System）は、家庭におけるエネルギーマネジメントを可能とするもので
あり、HEMS を通じて居住者はエネルギー情報確認することができ（見える化）、また家電の制御によりエネルギー
利用の最適化を行うことができる。BEMS（Building Energy Management System）と FEMS（Factory Energy
Management System）はそれぞれビル、工場におけるエネルギーマネジメントを可能とするものであり、配電・
空調・換気・照明・OA 機器などの設備や、導入されている分散型電源の最適な運用を行う。
これらのエネルギーマネジメントシステムは、前述した CEMS によって情報が統合され、社会システム全体での
最適な運用が実現する。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID2-01 ～ ID2-13 を参照

３．先進的な交通システム
近年、電気自動車などの環境負荷の低い輸送手段の普及が期待されている。これらの輸送手段の普及のために
は、充電スタンド等のインフラの整備や、エネルギーマネジメントへの統合手段としての V2G（Vehicle to Grid）、
V2H（Vehicle to Home）といった技術の確立が渇望されている。
スマートコミュニティは、情報通信技術を駆使し、輸送手段の統合的なマネジメントシステムを提供すると当時に、
他のシステム（CEMS/HEMS/BEMS/FEMS など）と連携をすることで、交通システムと社会システム全体の協調を
図っていく。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID3-01 を参照

４．エネルギー貯蔵技術
蓄電池、フライホイール、キャパシタなどのエネルギー貯蔵技術は、エネルギーシステムの安定化や、再生可能
エネルギーの統合を最大化する技術である。
「エネルギーを蓄える」というこのソリューションの特徴は、エネルギー
システムの制御・運用に新たな選択肢を与え、柔軟な社会システムに資する重要な技術である。
個々のエネルギー貯蔵装置のマネジメント技術は日本で数多く開発されてきたが、近年では、コミュニティの中
に分散していたエネルギー貯蔵装置を統合するような技術開発が進んでいる。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID4-01 ～ ID4-03 参照

５．サービスプラットフォーム／コンサルティングサービス
スマートコミュニティの構築は、一組織によってできるものではなく、多様なニーズを踏まえ、複数のステーク
ホルダが協力して取り組んでいくこととなる。このため、スマートコミュニティで展開される各サービスに共通す
る機能を備えたプラットフォームや、スマートコミュニティの普及促進のためのコンサルティングサービスが提供
され、スマートコミュニティはさらに洗練されていく。
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これらのソリューションを十分に活用し、スマートコミュニティを洗練化していくことが重要である。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID5-01 ～ ID5-06 参照

６．スマートメーター
電力などのエネルギーをデジタルで計測し、電力・ガス会社と需要家など双方向の通信機能を持ったスマートメー
ターは、自動検針やエネルギー消費量の見える化を可能にし、ホームエネルギーマネジメント機能等も有する。例
えば、電力・ガス会社と接続することで検針にかかっていた人件費などのコストダウンを図れたり、HEMS 機器と
接続することで家電などの電気使用状況の表示はもとより、太陽光発電などの家庭用分散型電源や電気自動車、家
電などのエネルギー機種を制御し節電を図れるなど、組み合わせによる多様なサービスが提供されている。
スマートグリッド（次世代電力網）の構築には欠かせない技術であり急速に普及が進んでいる。
具体的なソリューションの事例は、ANNEX の ID6-01 ～ ID6-02 参照
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日本では、スマートコミュニティの取り組みが全国で進んでおり、関連する技術開発プロジェクトや実証試験プ
ロジェクトは様々に展開されている。

１．主要な 4 つのプロジェクト
日本におけるスマートコミュニティの代表的なプロジェクトとして、2010 年 4 月から 2015 年 3 月まで実施され
た 4 つのプロジェクト「次世代エネルギー・社会システム実証事業」が挙げられる。このプロジェクトは、経済産業
省が主導した４。

けいはんなエコシティ 次世代エネルギー・
社会システム実証プロジェクト
けいはんな学研都市
住宅約700戸等を対象とし、系統の状況に応じて需要サイドで
追従を行う実証を実施。また、家庭部門のより一層の省エネに
向けた電力会社による省エネコンサルを実施

北九州スマートコミュニティ創造事業

横浜スマートシティプロジェクト(YSCP）

北九州市
天然ガスコジェネ発電によって熱と電気が供給さ
れる新日鐵住金の特定供給エリアで実証。コジェ
ネをベースロード電源と見立て、地域内の全ての
需要家180戸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ダイナミック
プライシングを実施

横浜市
住宅約4000戸、大規模ビル等約10棟を対
象とした大規模な実証。また、大型蓄電池等
を統合的に管理することで、仮想的に大規模
発電所と見立てる実証を実施

豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト
（Smart Melit）
豊田市
創エネ、蓄エネ機器を導入した67戸の新築住宅を
中心とし、バーチャルに地産地消を行う実証を実
施。また、暮らしの中における次世代自動車を含む
次世代交通システムを実証

図6

次世代エネルギー・社会システム実証事業

	各プロジェクトの詳細な内容については、ジャパン・スマート・シティ・ポータルから取得することができる。
http://jscp.nepc.or.jp/en/index.shtml

４
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２．総力を結集した取組
先述の通り、スマートコミュニティには様々な構築の目的とソリューションが含まれ、多様な視点からのアプロー
チが必要となる。上に挙げた 4 つの代表的なプロジェクトでは、包括的なスマートコミュニティ確立のために、多
数の企業・機関が参画し、日本の技術の総力を結集した技術開発・実証を行った。
表1
横浜スマートシティ
プロジェクト

（YSCP）

各プロジェクトの推進体制

横浜市、東京工業大学、UR 都市機構、丸紅、横浜スマートコミュニティ、アクセン
チュア、NTT ドコモ、NTT ファシリティーズ、オリックス、オリックス自動車、シャー
プ、JX 日鉱日石エネルギー、住友電気工業、積水ハウス、ソニーエナジー・デバイス、
大京アステージ、大成建設、東京ガス、東京電力、東芝（プロジェクトマネージャー）、
日産自動車、日揮、日揮情報システム、NEC、野村不動産、パナソニック、日立製作所、
ミサワホーム、三井不動産、三井不動産レジデンシャル、三菱地所、明電舎

豊田市低炭素社会

システム実証プロジェクト

（Smart Melit）

豊田市、愛知県、名古屋大学、アイシン精機、エナリス、KDDI、サークル K サンクス、
シャープ、新明工業、住友電気工業、セコム、セック、中部電力、デンソー、東芝、
東邦ガス、トヨタ自動車（プロジェクトマネージャー）、豊田自動織機、トヨタすまい
るライフ、豊田通商、豊田都市交通研究所、トヨタホーム、ドリームインキュベータ、
トヨタ車体、中日本高速道路、名古屋鉄道、日本ヒューレット・パッカード、日立製
作所、富士通、三菱商事、矢崎総業、ヤマト運輸、ヤマハ発動機、BMW GROUP、
BMW Japan

けいはんなエコシティ

京都府、木津川市、京田辺市、精華町、関西文化学術研究都市推進機構、関西経済連

システム実証プロジェクト

の情報化ワーキンググループ、大阪ガス、オムロン、関西電力、けいはんな、シャープ、

次世代エネルギー・社会

合会、京都府地球温暖化防止活動推進センター、UR 都市機構、エネゲート、エネルギー
同志社山手サステナブルアーバンシティ協議会、日本ユニシス、三菱自動車工業、三
菱重工業（プロジェクトマネージャー）、三菱商事、三菱電機、富士電機、古河電気工業、
古河電池、ルネサスエレクトロニクス

北九州スマートコミュニティ
創造事業

アズビル、イオン、イオンディライト、岩谷産業、内田洋行、オリックス、九州ヒュー
マンメディア創造センター、キューヘン、西部ガス、JX 日鉱日石エネルギー、ジョ
ンソンコントロールズ、シャープ、新日鐵住金、新日鉄住金エンジニアリング、新日
鉄住金ソリューションズ、新日鐵住金、積水化学工業、ソフトバンクテレコム、大和
ハウス工業、ソフトバンクテレコム、大和ハウス工業、デンソー、TOTO、凸版印刷、
トヨタ自動車、豊田自動織機、豊田通商、豊田合成、日鉄住金テックスエンジ、日本
アイ・ビー・エム、日本テレコムインフォメーションサービス、ひがしだクリニック、
富士電機（プロジェクトマネージャー）、古河電気工業、古河電池、ファミリーマート、
豊光社、本田技研工業、三菱重工業、安川電機、安川情報システム
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表2

日本の４つの代表的なスマートコミュニティプロジェクトの実施内容
横浜市のプロジェクト実施内容

CEMS

●地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）開発及び実証
●蓄電池 SCADA 実証
● 3 エリアにおける戸建て住宅向け HEMS の実証
●マンション向けエネルギーマネジメントシステムの実証

HEMS

●集合住宅における燃料電池、蓄電池を組み合わせたエネルギーマネージメント
●家庭向けサービスの利用を通じた既築集合住宅におけるエネルギーマネジメントの実証
●家庭用蓄エネルギー機器によるデマンドサイドマネジメントの実証
●ビル群管理センター（統合 BEMS）の開発と実証
a. スマート BEMS の開発と実証
b. スマート蓄熱・蓄電等により調整余力を備えることでエネルギー利用の全体最適化を目指したスマー

BEMS

ト BEMS 導入実証事業
●自動車用リチウムイオン電池を応用した定置用大型蓄電池システムの研究開発
●スマート＆コンパクトコミュニティの核となる大型商用施設向けの蓄電池システムの EMS 開発
● MM21-46 地区新築テナントビルによる CEMS 連携 BEMS 実証事業

産業・

その他

●レドックスフロー蓄電システムを活用したエネルギーマネジメントシステムの研究開発（FEMS）
●車輌からの放電技術を用いた EV、ソーラ電力充電システム、EV 予約／配車システムを利用したエネ

運輸

ルギーマネジメントシステムの開発と実証
● EV を利用したデマンドレスポンスの対応実証試験
●次世代サービスステーションにおける蓄電・充電統合システムの研究開発

－

●インセンティブ原資
豊田市のプロジェクト実施内容

CEMS

●エネルギー情報マネジメントシステム（EDMS）の研究開発及び実証検証

HEMS

●創エネ・省エネ機器と蓄電池付き HEMS の連携及び V2H システムの研究開発と実証検証

BEMS

●蓄電池付き商用施設向け蓄電・蓄熱 EMS の連携システムの技術開発
● TDMS を介した交通需給制御の最適化と EDMS 連携
●次世代型 FC バスシステムの導入

運輸

●次世代型 FC バスシステムの導入（電動車両からの電力受電盤の研究開発と実証検証）
●ワンマイルモビリティシェアリングを通じた次世代型末端交通システムの導入
●普及型 EDMS 連動スマート充電システムの導入

－
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けいはんな学研都市のプロジェクト実施内容
● CEMS の開発実証
CEMS

●ポイント管理センター
●実証試験インフラ

HEMS
BEMS
運輸

●戸建住宅における蓄電池利用技術を含めた地域と連携したエネルギーマネジメントシステムの有効性
検証
●施設ナノグリッドを対象とするエネルギーマネジメントシステムの開発
● EV 充電管理システムの構築
● HEMS（CEMS との連携のもと）実証試験インフラ

－

●実証試験インフラ
● EV 充電管理システムにおけるインセンティブ調査
北九州市のプロジェクト実施内容
●地域節電所を核とした地域エネルギーマネジメントシステムの構築（制度設計・実証評価）
●地域節電所を核とした地域エネルギーマネジメントシステムの構築（CEMS 開発、スマートメータ開発）

CEMS

●地域節電所を核とした地域エネルギーマネジメントシステムの構築（制度設計・実証評価、CEMS 開発、
スマートメータ開発、CEMS データのデータ配信サービス）
●エネルギーネットワーク最適化設計ソフトの開発

HEMS

●地域 EMS に対応した直流給電住宅のシステム構築
● CEMS と情報連携を行い協調できる HEMS 及び TEMS の実証
●需要側蓄電池を利用した BEMS の開発及び実証
●熱融通利用と電力と統合管理 BEMS 開発及び実証および節水型街区形成による CO2 排出抑制効果検証 ･
モデル化事業

BEMS

●スマートグリッドに対応した省エネシステムの導入（スマートストア）
●複合テナントビルにおける付加価値事業としての BEMS 開発と運営実証
●水素／燃料電池を活用した地域エネルギー需給バランスの調整
●スマートミュージアムを実現させる新エネルギーマネジメントシステムの開発
●商業施設における地域と連携したエネルギーマネジメントシステムの有効性検証

産業・

その他
運輸
蓄電

●工場エネルギーマネジメントシステム（FEMS）の構築
●蓄電複合システム化技術開発
●電圧調整装置を活用した太陽光連系実証
●次世代サービスステーションにおけるエコドライブ総合支援システムの開発
●燃料電池電気自動車からの V2H による電力平準化効果の実証
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３．主要な成果
4 つのプロジェクトは、2015 年 3 月で終了した。各プロジェクトとも、二酸化炭素の削減や需要ピークの削減を
始めとした様々な成果が得られた。このような成果を着実に積み上げ、より洗練されたスマートコミュニティの構
築に向けた取組を継続的に実施していくことが必要となる。
表3
横浜スマートシティプロジェクト

（YSCP）

各プロジェクトの主な成果

●大規模商業施設、オフィスビルのデマンドレスポンスで、15% 程度の
ピークカットを達成
●需 要家側蓄電池、集配信システム、需給調整用蓄電池を監視制御し、
系統との協調を図る蓄電池 SCADA を開発

豊田市低炭素社会システム実証
プロジェクト

●E
 DMS（エネルギー情報マネジメントシステム）からのサービス提供によ
り、EDMS 未導入世帯に比べて 15~25% 程度の CO2 削減を達成

（Smart Melit）
けいはんなエコシティ

次世代エネルギー・社会システム実証

●家庭需要家 700 軒を対象としたデマンドレスポンスで、約 2 割のピー
クカットを達成

プロジェクト

北九州スマートコミュニティ創造事業

●ダイナミックプライシングの提供により、一般的な従量電灯契約の家
庭に比べて 18 ～ 22% のピークカットを達成

注：各実証事業の成果の詳細は、一般社団法人新エネルギー導入促進協議会のウェブサイトで公開されています。

レジリエントに向けた取組の加速
2011 年 3 月の東日本大震災を契機に、日本におけるスマートコミュニティの取組は益々加速している。一般社
団法人新エネルギー導入促進協議会（NEPC）は、2012 年初頭から災害に対してしなやかで強い（レジリエントな）
スマートコミュニティの在り方について検討をしてきた。NEPC が取りまとめる「スマートコミュニティ導入促進事
業」、
「スマートエネルギーシステム導入促進事業」では、東日本大震災の被災地を舞台に、レジリエントなスマート
コミュニティの構築に向けたプロジェクトが立ち上げられている。
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①岩手医科大学新病院エネルギー
センター施設整備事業
岩手県紫波郡矢巾町

⑥フォックスバーデンスパ・ドーム
スマートエネルギーシステム
導入促進事業
岩手県岩手郡滝沢村
（現滝沢市）
⑦宮古市スマートコミュニティ
導入促進事業

②イオンタウン釜石スマートエネルギー
システム導入事業

岩手県宮古市
⑧気仙沼市スマートコミュニティ
構築事業
「気仙沼モデル」

岩手県釜石市
③北上市スマートコミュニティ
導入促進事業

宮城県気仙沼市
⑨石巻スマートコミュニティ
導入促進事業

岩手県北上市

宮城県石巻市
⑩
（仮称）
積水ハウス株式会社東北工場
スマートエネルギーシステム導入事業
④会津若松地域スマートコミュニティ
導入促進事業
Aizu Sustainable Community
福島県会津若松市
⑤山元町コンパクトシティ型
スマートコミュニティ導入事業
宮城県亘理郡山元町

宮城県加美郡色麻町
⑪
「Ｆ－グリッド」
を核としたスマート
コミュニティ事業
宮城県黒川郡大衡村
⑫イケア仙台スマートエネルギー
システム導入事業
宮城県仙台市
⑬地方独立行政法人宮城県立こども病院
スマートエネルギーシステム導入事業
宮城県仙台市

図7

レジリエントに向けた新たな取り組みの例
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レジリエントに向けた新たな取り組みの実施内容

プロジェクト

実施内容

①岩手医科大学新病院エネルギー
センター施設整備事業

大学附属病院エネルギーセンターに、太陽光発電、蓄電池、電気自動車、コージェ
ネレーションシステムおよび地中熱利用システムを導入し、災害時の診療機能を維
持するために必要な電力・熱を供給するとともに、避難所となるエネルギーセンター
の照明、空調および簡易医療機器等に必要な電力・熱を供給する

②イオンタウン釜石スマートエ
ネルギーシステム導入事業

新設する大型ショッピングセンターに、太陽光発電と蓄電池を導入し、災害時の一
時避難収容場所となるフードコートエリアの照明、携帯電話の充電、局所的な暖房・
送風等のコンセント負荷へ電力を供給する

③北上市スマートコミュニティ
導入促進事業

市役所本庁舎及び複数拠点に設置された太陽光発電設備及び蓄電池を、CEMS によ
り監視・制御し、市関連施設の自家消費電力量の合計値にて、本庁舎における目標
の達成を目指す

④会津若松地域スマートコミュ
ニティ導入促進事業
Aizu Sustainable Community

エネルギーコントロールセンターの構築、バイオマス資源を活用した熱供給による
まちづくり、太陽光発電／蓄電池の導入促進を地域防災対策と連動させて実施する

⑤山元町コンパクトシティ型ス
マートコミュニティ導入事業

沿岸地域メガソーラー発電、余剰土地を利用した夏秋いちご栽培用 PV 発電、地域
新電力による電力供給、非常用電源供給、EV 循環バス、農業の AI 化※、高齢者見守
※ 農業情報科学
り、災害情報伝達などを実施する

⑥フォックスバーデンスパ・ドー
ム スマートエネルギーシステ
ム導入促進事業

住宅団地内の温浴施設に、太陽光発電、蓄電池および温泉熱利用システムを導入し、
災害時の情報収集に必要な機器や暖房等に電力を供給するとともに、温泉熱利用シ
ステムにより貯湯したお湯を簡易入浴等に使用する

⑦宮古市スマートコミュニティ
導入促進事業

CEMS、BEMS、ESCO 型サービス、太陽光・バイオマス・小水力等の再生可能エ
ネルギー、植物工場、コージェネレーション、PHV と小型モビリティによるカーシェ
アリング、給電設備（EV 等）、蓄電設備の導入を検討する

⑧気仙沼市スマートコミュニティ
構築事業「気仙沼モデル」

水産加工業者 9 社 13 工場が入居する第１赤岩水産加工団地及び平成 26 年度オープ
ン予定（事業採択時点）の第２赤岩水産加工団地に対して，デマンドレスポンスシス
テム及び自立型エネルギーシステムを導入する

⑨石巻スマートコミュニティ導
入促進事業

横浜スマートシティプロジェクトでの開発技術・ノウハウを活かし、低炭素なエコ
タウン、災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくりを災害公営住宅を中心とし
たモデル地区でを展開する

⑩
（仮称）積水ハウス株式会社東
北工場スマートエネルギーシ
ステム導入事業

住宅部材の製造工場に、蓄電池、電気自動車およびコージェネレーションシステム
を導入し、既設の太陽光発電システムと併せ、災害時の避難所となる体験型展示場
の照明、空調および給湯等に必要な電力・熱を供給する

⑪
「Ｆ－グリッド」を核としたス
マートコミュニティ事業

トヨタの工場を核として、コジェネ、PV 等の自家発電設備から作ったエネルギー（電
気・熱）をＦ－グリッド CEMS により制御・最適化を図りながら、工業団地内の需
※Ｆ＝ factory
要家へ効率的にエネルギー融通を行う特定供給を実施する

⑫イケア仙台スマートエネルギー
システム導入事業

家具・雑貨等販売の大型店舗に、太陽光発電システム、電気自動車、電動フォーク
リフトおよび太陽熱利用システムを導入し、災害時の緊急支援物資（家具、日用品、
食料品）の供給に必要となる照明および空調等に電力・熱を供給する

⑬地方独立行政法人宮城県立こ
ども病院スマートエネルギー
システム導入事業

小児高度専門医療施設に、太陽光発電、蓄電池およびコージェネレーションシステ
ムを導入し、災害時の診療機能を維持するために必要な電力・熱を供給する
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海外諸国との共同開発

これまで、日本におけるスマートコミュニティの事例を見てきたが、スマートコミュニティの開発は日本国内に
とどまらず、世界的な展開を見せており、日本は世界各国と協力してプロジェクトを進めている。以下に示される
5 つの国際的なプロジェクトは、いずれも各地域におけるステークホルダと日本の企業との協力で進められている
プロジェクトであり、世界的なスマートコミュニティの拡大に向けたベンチマークとなっている。なお、これらの
プロジェクトは NEDO（国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構）の主導で進められている。

アメリカ ニューメキシコ州

（ロスアラモス郡、アルバカーキ市）

フランス リヨン市

スペイン マラガ市
インドネシア ジャワ島

図8

アメリカ ハワイ州 マウイ島

5 つの国際的なプロジェクト
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表5

5 つの国際的なプロジェクトの実施内容

需要約 2 ～ 5MW 規模の配電フィーダーに 1MW の太陽光発電を導入した系統で、スマート
アメリカ

グリッドを実証した。具体的には、1.8MW 規模の蓄電池を利用した太陽光発電による変動を

ロスアラモス郡

の太陽光発電の余剰を住宅レベルの蓄電池で吸収する電力系統と HEMS の協調運転などを実証

ニューメキシコ州

吸収し運転することが可能なマイクログリッド運用や、モデルスマートハウスを使った系統側
した。
新開発エリア（メサデルソル）に建設された既存ビルに、ガスエンジン、リン酸形燃料電池、蓄

アメリカ

熱層などを導入し、電力を自活できるマイクログリッドとして運用できるビルを構築し、さら

アルバカーキ市

証した。併せて、アメリカ側が導入した 500kW の太陽光発電の出力変動をビルの分散電源で

アメリカ

マウイ島に設置されている総出力 7.2 万 kW の風力発電システムと電力系統を用いて、IT（情

マウイ島

EV の運用・充電制御システムなどの実証を行う。

ニューメキシコ州

ハワイ州

に系統停電時には、独立して電力を供給することが可能な供給信頼度の高いビルシステムを実
緩和する実証も行った。
報技術）を活用しながら、配電系統や需要家側負荷の制御、複数タイプの急速充電器を含めた
グランリヨンが進めている都市再開発事業の中核事業として位置づけられ、４つのタスクから
成る。
１．再エネや蓄電池などを積極的に導入し、ビル内の消費量を上回るエネルギーを生み出すポ

フランス
リヨン市

ジティブ・エナジ－・ビルティング（PEB）の構築
２．太陽光発電を活用した EV 管理システムと EV カーシェアリングシステムの導入
３．既存住宅におけるエネルギー消費量の「見える化」による住民の省エネルギー行動の促進
４．１から３のタスクで収集するエネルギー情報を取り纏め、地域全体で活用するための指標
を提示するコミュニティマネジメントシステム（CMS）の構築

スペイン
マラガ市

EV 管理システムや急速充電設備などの EV インフラと、電力マネジメントや情報連携を行うプ
ラットフォームを構築し、幅広いジャンルから募った個人・法人の参加者を得て、その行動変
革を促すことで、EV の大量充電による電力系統への負荷を低減する技術を実証する。
工業団地をターゲットに、電力品質安定化と環境に優しい低炭素社会を両立するために、以下
のようなスマートコミュニティ関連技術を導入・実証する。

インドネシア
ジャワ島

・電力品質の安定化技術（大容量 UPS による高品質電力供給、電圧安定化装置、配電自動化）
・デマンドサイドマネジメントシステム導入による省エネ（EMS を基盤とする DSM による需
要抑制、FEMS による省エネ促進）
・基盤となる ICT プラットホーム（高品質な通信インフラ、クラウド基盤）

次世代の地域社会を構築するに当たり、地域が抱える課題は様々である。上に示した 5 つの国際プロジェクトの
対象地域においても、優先課題がそれぞれに異なっている。このような地域ごとに異なるニーズに対し、5 つのプ
ロジェクトはそれぞれの優先課題を抽出し、課題解決のための直接的なソリューションを提供することを目的に立
ち上げられた。
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表6

5 つの国際的なプロジェクトにおける優先課題と提供されるソリューション
優先課題

アメリカ

ニューメキシコ州

ソリューション

●太陽光発電などの分散型電源が大量導入

●太陽光発電の大量導入時における技術的

されているロスアラモス国立研究所やサ

課題（需給問題、周波数変動）の対応を中

ンディア国立研究所などがあるニューメ

心に、蓄電池、マイクログリッド、予測

キシコ州は、スマートグリッド分野で最

技術、スマートハウスの開発を行う。

先端の取組を行う意欲がある。
●島であるがゆえに、燃料の海上輸送に伴
アメリカ
ハワイ州

うリスク・コストの観点から、再生可能
エネルギーの大量導入を可能にすること
が重要である。
●世界遺産に登録されている街であり、環

フランス

境規制に厳しい。

リヨン市

●自 動車の増加による CO2 の排出量の増

スペイン

●スペインでは輸送交通部門のエネルギー

マラガ市
インドネシア
ジャワ島

加と交通渋滞が懸念される。
消費量の抑制が課題である。
●工業団地の電力インフラの整備が不十分

●島型のマイクログリッドソリューション
を提供する。
● EV の充電マネジメントを行い、再生可
能エネルギーの出力変動を補完する。
● HEMS と BEMS を利用して、建物のエネ
ルギー消費を効率化する。
● EV カーシェアリングを統合的にマネジ
メントする。
● EV のインフラを整備し、また統合的な
マネジメントを構築する。
●電 力システムの安定化技術（電力品質マ

であることから、電圧変動や停電が発生

ネジメント技術、配電自動化システム）

し、工場設備の運転などに支障をきたす。

を中心にソリューションを提供する。

これまでに見てきたように、日本では様々なスマートコミュニティプロジェクトが展開され、このような経験を
通じて先進的な技術・ソリューションが確立されてきた。しかし、国際的な協力プロジェクトにおいては、日本の
企業だけのソリューションを提供するのではなく、その国や地域に適した技術を十分に見極めながらスマートコミュ
ニティを構築していかなければならない。
5 つの国際的なプロジェクトは、その国や地域で中心的な役割を担う企業・機関と、日本の企業・機関の密接な
連携の下、ソリューションが開発されている。このような経験は、両者にとって、お互いに対する深い共通理解を
与え、スマートコミュニティをより上質なものとするであろう。
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表7

5 つの国際的なプロジェクトにおける海外企業・機関と日本のコラボレーション
● NEDO
●東芝

米国ニューメキシコ
プロジェクト

●清水建設

●日立

●京セラ

●ニューメキシコ州
●ロスアラモス国立研究所

●シャープ

●日本ガイシ

●サンディア国立研究所

●日本電気

●明電舎

●ニューメキシコ州立大学

●富士電機

●東京瓦斯

●ニューメキシコ電力会社
● MDS

●三菱重工業
●古河電気工業
●古河電池
●サイバーディフェンス
●伊藤忠ソリューションズ
●伊藤忠商事

●関電工

● NTT ファシリティーズ
●アクセンチュア
米国ハワイ

プロジェクト

フランスリヨン
プロジェクト

● NEDO

●ハワイ州

●日立製作所

●マウイ郡

●みずほ銀行

●ハワイ電力

●サイバーディフェンス研究所

●ハワイ州立大学

● NEDO

●グランリヨン共同体

●東芝

●リヨン開発公社

●東芝ソリューション

●ブイグ

●トランスデブ

●プロキシウェイ
●グランドリヨンハビタ住宅供給公社

スペインマラガ
プロジェクト

インドネシアジャワ
プロジェクト

● NEDO

●マラガ市

●三菱重工業

●エンデサ

●三菱商事

●テレフォニカ

●日立製作所

●アイエサ

● NEDO

●エネルギー鉱物資源（MEMR）

●住友商事

●電力公社（PLN）

●富士電機

●スルヤチプタ工業団地

●三菱電機
● NTT コミュニケーションズ
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第 6 章 スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）
経済産業省では、環境と経済の両立が可能な低炭素社会の構築に向け、再生可能エネルギーの大幅導入と次世代
自動車等の新たな需要に対応しつつ、電力の安定供給を実現することが必要であるとして、系統安定化や国際標準
等について部分的に検討をはじめていたが、こうした検討を横断的にとりまとめ、統一的に進めるため、有識者を
集めて「次世代エネルギー・社会システム協議会」という省内の横断的なプロジェクトチームを 2009 年に設置した。
2010 年に発表した中間とりまとめの中では、以下のように言及されている。
次世代エネルギー・社会システムの海外展開を見据え、
「スマートコミュニティ関連システムフォーラム」及びス
マートグリッドに関する知見が集積する独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と緊密な
連携をとりつつ、今年 2 月に官民組織を立ちあげ、海外展開のための国際標準化や業界標準を検討する分野の
特定、スマートグリッド関連機器において、国際的に我が国の競争優位にある分野の分析を行うとともに、フォー
メーションづくりの「場」とする。
こうして 2010 年 4 月に設立されたのが「スマートコミュニティアライアンス（JSCA）」で、2015 年 5 月末現在の
会員数は 282 法人である。この産業界と政策機関が一体となった JSCA の事務局は NEDO（国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構）が務め、経済産業省の支援を受けている。

会員：282法人

会
幹

※2015年5月末現在

電力、ガス、自動車、情報通信、
電気機器、建設、商社、大学・
研究機関、政府系機関など

図9

長：三菱電機
事：伊藤忠商事、関西電力、清水建設、東京ガス、
東芝、トヨタ自動車、日揮、日本電信電話、
パナソニック、日立製作所

事務局：

支

援：経済産業省

JSCA の概要

JSCA は、日本におけるスマートコミュニティの中枢の検討の場として、スマートコミュニティの洗練された技
術開発の推進と普及阻害要因を取り除くために、アライアンスに含まれる企業・機関が業界の垣根を越えて問題解
決にあたっている。

国際連携

国際戦略

JSCAの活動領域

国際標準化

スマートハウス
スマートビル
図 10

JSCA の活動領域
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国際連携サブワーキンググループ
スマートコミュニティ／スマートグリッドという領域は、国際的な関心事となっており、世界各地で関連組織が
誕生し、先進的な取組を行っている。JSCA はこれらの組織と連携し、ベストプラクティスや技術・政策課題、普
及戦略について共有している。
今後、以下の図に示すアライアンスのネットワークにある組織体との連携について強化していくと同時に、新た
なパートナーとの連携の在り方についても検討を行っていく。

覚書

メンバー

政府の枠組

民間の枠組

メンバー

メンバー

事務局
図 11

JSCA を取り巻くアライアンスネットワーク

GSGF とは
Global Smart Grid Federation の略。5 月末現在、JSCA を含む 18ヶ国・地域のアライアンス（企業同士の同
盟）が加盟。オーストラリア、カナダ、デンマーク、EU、フランダース、フランス、イギリス、インド、ノル
ウェー、アイルランド、イスラエル、日本、韓国、メキシコ、オランダ、台湾、トルコ、アメリカ。インドの
India Smart Grid Forum や台湾の工業技術院のように政府色が強い場合もある。議長は GE エナジーの Paddy
Turnbull、副議長は JSCA 事務局長で NEDO 理事の国吉浩。
ISGAN とは
International Smart Grid Action Network の略。5 月末現在、日本（経済産業省と NEDO）を含む 25ヶ国・
地域でスマートグリッドを推進する政府系組織が加盟。国際エネルギー機関（IEA）の実施協定でもある。オー
ストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、中国、デンマーク、EC、フィンランド、フランス、ドイツ、
インド、アイルランド、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェイ、ロシア、シンガポール、
南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、アメリカ。議長はイタリアの公的研究機関である RSE S.p.A. の
Michele de Nigris、副議長はアメリカエネルギー省のRussell Conklin、事務局は韓国スマートグリッド事業団。
SGIP とは
Smart Grid Interoperability Panel の略。インターオペラビリティ（相互運用性）によって、系統の改新を安全
かつスピーディに行おうとするアメリカの団体で、加盟するのは企業や団体、研究所など様々。議長はテキサ
スの独立運用系統機関である ERCOT の David Forfia、副議長は電力エンジニアリング・コンサルティング会
社である EnerNex の Erich Gunther。
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国際戦略ワーキンググループ
日本を中心に進められているスマートコミュニティの構築は、日本に留まることなく、第 5 章で紹介した国際プ
ロジェクトのように、国外でも進められるべきである。JSCA の国際戦略ワーキンググループでは、海外における
スマートコミュニティの円滑な導入を行うための戦略の策定を目的に、日本企業と海外のステークホルダ（政府、イ
ンフラユーザー、企業など）との協働の在り方について検討している。これまでに北米、欧州、アセアン地域に、日
本から官民訪日団を派遣し、意見交換をするとともに、協力に関する覚書を交わすなどの取組をしてきた。

北米

アセアン

アメリカ

マレーシア

欧州

タイ

フランス

ベトナム

ベルギー

インドネシア

ドイツ

図 12

ミッション派遣のこれまでの実績

国際標準化ワーキンググループ
現在、スマートコミュニティ／スマートグリッドの分野では、国際標準化の動きが進みつつある。JSCA は、日
本としての国際標準化に対する積極的な貢献を推進していくことを目的として、以下のような活動を行ってきた。
●経済産業省が策定した国際標準化重点分野の戦略検討
● WASA（Wide Area Situational Awareness）5 、エネルギー貯蔵インターフェース、スマート都市インフ
ラ評価指標等の国際標準化活動の推進
● SGIP（スマートグリッド相互運用性パネル）や IEEE 等の標準化団体との協力関係の活用
●マイクログリッド技術などのユースケースの開発
JSCA は引き続き国際標準化への積極的な貢献を行っていきたいと考えている。

	送電系統における広域の状態監視技術を指す。

５
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スマートハウス・ビル

ワーキンググループ

スマートハウス／スマートビルは、
「第 3 章

スマートコミュニティを可能とする技術」において示した通

り、スマートコミュニティを構築するに当たっての重要なソリューションの一つである。JSCA は、スマートハウ
ス／スマートビル関連技術の早期実現に向け、スマートメーター・HEMS・BEMS 等の情報プラットフォームの整備、
構築に向けた活動を実施している。
これまでの成果には、以下のようなものが含まれる。
●スマートハウスの定義と概念モデルの構築
●スマートハウスの評価項目の整理
● HEMS 機器の通信方式の仕様策定
●運用マニュアルの整備
●デマンドレスポンス手法の検討
●早稲田大学 EMS 新宿実証センター６の開設
●神奈川工科大学 HEMS（ECHONET Lite）認証支援センター７の開設

	本センターに関する詳細は、以下の URL からダウンロードできる。
http://www.hayashilab.sci.waseda.ac.jp/RIANT/WEMS.pdf

６

	本センターに関する詳細は、以下の URL からダウンロードできる。
http://sh-center.org/shen/DL/center_guide_1305.pdf

７
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ANNEX
「第 3 章

 マートコミュニティの
ス
ソリューションシート

スマートコミュニティを可能とする技術」に記したスマートコミュニティを構築する上でのソ

リューションについて、日本の企業がこれまでに構築してきた具体的な事例をシート形式でまとめる。
（これらの事
例はあくまで一例であり、各プロバイダ企業からの情報をそのまま記載したものである）
ID

ソリューションの名称

プロバイダ

ページ

CEMS ／全体統合システム
1-01

＜ハワイ＞日米共同の島嶼域スマートグリッド実証事業

株式会社日立製作所

27

1-02

＜英国＞グレーターマンチェスター実証

株式会社日立製作所

29

1-03

マイクロエナジーマネージメントシステム・μEMS

株式会社 東芝

31

日揮情報システム株式会社

32

1-04

人とエネルギーの調和を実現する日揮情報システムの

エネルギーマネジメントシステム（EMS）
：J+EMSherpa

1-05

スマートコミュニティがめざす未来

株式会社 NTT ファシリティーズ

33

1-06

工業団地のスマート・エネルギー・マネジメント

清水建設株式会社

37

1-07

既成市街地のスマート化ソリューション

清水建設株式会社

38

1-08

熱源最適制御システム『Energy Quest®』

新日本空調株式会社

39

1-09

電力管理システムとポイントサービス

株式会社ライフネット

40

1-10

水素社会を拓く「つくる」
「つかう」
「つながる」技術

本田技研工業株式会社

41

スマートハウス／スマートビル
2-01

スマート BEMS

株式会社 東芝

42

2-02

統合 BEMS

株式会社 東芝

43

2-03

ホームソリューション

株式会社 東芝

44

2-04

Fujisawa サスティナブル・スマートタウン

パナソニック株式会社

45

2-05

集合住宅におけるエネルギーマネジメント

東京ガス株式会社

46

2-06

スマートグリッドと PHV 連携による ADR 実証

トヨタ自動車株式会社

47

2-07

スマートマンションソリューション

三菱電機株式会社

48

日揮グループ

49

株式会社アーク情報システム

50

富士通株式会社

51

富士通株式会社

52

2-08
2-09
2-10
2-11

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）

商業施設向けエネルギマネジメントシステム（EMS）実証
LoCas-1「電力使用量の見える化＋需要予測」
戦略経営に効果的なエネルギーデータ活用
Enetune-BEMS

発電ロスの早期発見による機会損失防止
Venus Solar

2-12

スマートビル（マイクログリッド、スマート BEMS）

清水建設株式会社

53

2-13

ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）

清水建設株式会社

54
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ID

ソリューションの名称

プロバイダ

ページ

先進的な交通システム
3-01

次世代交通システム：Ha:mo 実証

トヨタ自動車株式会社

55

エネルギー貯蔵技術
4-01

スマートバッテリ

株式会社 東芝

56

4-02

バッテリ - キャパシタハイブリッド蓄電システム

日揮グループ

57

4-03

スマートエネルギーを支える技術

日本電気株式会社

58

サービスプラットフォーム／コンサルティングサービス
5-01

IBM サービスデリバリープラットフォーム（SDP）

日本アイ・ビー・エム株式会社

59

5-02

スマートコミュニティ・コンサルティングサービス

株式会社 NTT データ経営研究所

60

5-03

eco kaizen

5-04
5-05
5-06

Net Optimizer with EXPRIMG

（風力専用送電線最適計算プログラム）
スマートコミュニティを支える重要技術 /
製品の安全性検証をサポート

スマートエネルギー関連の分析サービス

アイフォーコム・スマートエコロジー
株式会社

61

株式会社アーク情報システム

62

株式会社 UL Japan

63

株式会社住化分析センター

64

スマートメーター

26

6-01

スマートメーターシステム

三菱電機株式会社

65

6-02

スマートメーター “SmaMeⅡ-TypeH”

東光東芝メーターシステムズ株式会社

66

ID：1-01

ID:1-01
ID:1-01

＜ハワイ＞日米共同の島嶼域スマートグリッド実証事業

＜ハワイ＞日米共同の島嶼域スマートグリッド実証事業
＜ハワイ＞日米共同の島嶼域スマートグリッド実証事業
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所
Overview
株式会社日立製作所

日立のスマートシティは、情報と制御の融合ソリューショ
㻌 Overview
ンを軸に、再生可能エネルギーの大幅な導入などの社会
㻌 Overview
㻌日立のスマートシティは、情報と制御の融合ソリューションを軸
的要請と、居住者の
QOL（生活の質）の両立をめざして
㻌日立のスマートシティは、情報と制御の融合ソリューションを軸
に、再生可能エネルギーの大幅な導入などの社会的要請と、

います。日立は、このスマートシティの海外展開を積極
に、再生可能エネルギーの大幅な導入などの社会的要請と、
居住者のQOL（生活の質）の両立をめざしています。日立は、こ
的に推進しており、国立研究開発法人新エネルギー・産
居住者のQOL（生活の質）の両立をめざしています。日立は、こ
のスマートシティの海外展開を積極的に推進しており、独立行
業技術総合開発機構
（NEDO）が実施する「島嶼域スマー
のスマートシティの海外展開を積極的に推進しており、独立行
政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施
トグリッド実証事業
（正式名称：Japan U.S. Island Grid
政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施
ject）
Pro
」
（以下、NEDO ハワイ実証と記す。）の委託先と
する「島嶼域スマートグリッド実証事業（正式名称：Japan
U.S.
する「島嶼域スマートグリッド実証事業（正式名称：Japan
U.S.
して、ハワイ州、ハワイ電力、ハワイ大学、米国国立研
Island
Grid Project）」（以下、 NEDOハワイ実証と記す。）の委託
究所などと共同で
2016 年度末まで実証事業を実施して
Island Grid Project）」（以下、
NEDOハワイ実証と記す。）の委託
先として、ハワイ州、ハワイ電力、ハワイ大学、米国国立研究
います。
先として、ハワイ州、ハワイ電力、ハワイ大学、米国国立研究
所などと共同で２０１６年度末まで実証事業を実施しています。
2030
年、発電量の 40% を再生可能エネルギーに
所などと共同で２０１６年度末まで実証事業を実施しています。
２０３０年、発電量の４０％を再生可能エネルギーに
ハ２０３０年、発電量の４０％を再生可能エネルギーに
ワ イ 州 で は、RE（Renewable Energy： 再 生 可 能 エ
ハワイ州では、RE（Renewable
Energy：再生可能エネルギー）と
ネルギー）
として、風力発電を中心にバイオマスや
PV
ハワイ州では、RE（Renewable
Energy：再生可能エネルギー）と
して、風力発電を中心にバイオマスやPV（Photovoltaic：太陽光
（Photovoltaic：太陽光発電）などの導入が進んでおり、
して、風力発電を中心にバイオマスやPV（Photovoltaic：太陽光
発電）などの導入が進んでおり、２０３０年には全体発電量の４
2030 年には全体発電量の 40% が RE に置き換わる予定で
発電）などの導入が進んでおり、２０３０年には全体発電量の４
す。このような急速に
RE 普及が進む状況に加え、島嶼域
０％がREに置き換わる予定です。このような急速にRE普及が進
アメリカ
０％がREに置き換わる予定です。このような急速にRE普及が進
アメリカ
電力系統であるという特徴から、RE
の出力変動に伴う周
む状況に加え、島嶼域電力系統であるという特徴から、REの出
ハワイ州マウイ島
む状況に加え、島嶼域電力系統であるという特徴から、REの出
ハワイ州マウイ島
波数変動問題や、低圧配電系統に接続される
PV
増加に伴
力変動に伴う周波数変動問題や、低圧配電系統に接続される
力変動に伴う周波数変動問題や、低圧配電系統に接続される
う晴天時の電圧上昇問題などが発生しています。これらの
PV増加に伴う晴天時の電圧上昇問題などが発生しています。㻌
PV増加に伴う晴天時の電圧上昇問題などが発生しています。㻌
諸問題を軽減し、RE
比率 40% の目標を達成するため、今
これらの諸問題を軽減し、RE比率４０％の目標を達成するため、
後大規模導入が見込まれる
EV（Electric Vehicle：電気自
これらの諸問題を軽減し、RE比率４０％の目標を達成するため、
今後大規模導入が見込まれるEV（Electric
Vehicle：電気自動 EV
動車）
に着目し、マウイ島全体で EV の充電を制御する
今後大規模導入が見込まれるEV（Electric
Vehicle：電気自動
車）に着目し、マウイ島全体でEVの充電を制御するEV管理シス
管理システム
（EVECC：EV Energy Control Center）を
車）に着目し、マウイ島全体でEVの充電を制御するEV管理シス
テム（EVECC：EV
Energy Control Center）を導入。さらに、同島キ
導入。さらに、同島キヘイ地区の需要制御や
PV による電
テム（EVECC：EV Energy Control Center）を導入。さらに、同島キ
ヘイ地区の需要制御やPVによる電圧問題を軽減するため、通
圧問題を軽減するため、通信機能を備えたスマート
PCS
ヘイ地区の需要制御やPVによる電圧問題を軽減するため、通
（Power Conditioning System）
やホームゲートウェイな
信機能を備えたスマートPCS（Power
Conditioning
System）や
信機能を備えたスマートPCS（Power Conditioning System）や
どの機器も導入。さらに、EV からの放電機能を利用した
ホームゲートウェイなどの機器も導入。さらに、ＥＶからの放電
ホームゲートウェイなどの機器も導入。さらに、ＥＶからの放電
V2G
（Vehicle to Grid）
機能を利用したV2G（Vehicle
to技術の確立および、それらを統
Grid）技術の確立および、それ
機能を利用したV2G（Vehicle
to Grid）技術の確立および、それ
合して、VPP
（Virtual
Power
Plant/ 仮想発電所）技術の
らを統合して、VPP（Virtual
Power
Plant/仮想発電所）技術の確
らを統合して、VPP（Virtual
Power
Plant/仮想発電所）技術の確
確立を目指します。日立は実証研究責任者として全体を
立を目指します。日立は実証研究責任者として全体を取りまと
立を目指します。日立は実証研究責任者として全体を取りまと
取りまとめ、スマートグリッド環境を構築していきます。
め、スマートグリッド環境を構築していきます。
め、スマートグリッド環境を構築していきます。

㻌 Competence
Competence
㻌
Competence

ハワイで行われている6つの先進的な取り組み
ハワイで行われている6つの先進的な取り組み
ハワイで行われている
6 つの先進的な取り組み
日立は本実証実験で６つの先進的な取り組みを実施しています。その１つ目は、大量導入された再生可能エネル
日立は本実証実験で６つの先進的な取り組みを実施しています。その１つ目は、大量導入された再生可能エネル
日立は本実証実験で６つの先進的な取り組みを実施しています。その１つ目は、大量導入された再生可能エネ
ギーの効率的な利用です。
ギーの効率的な利用です。
ルギーの効率的な利用です。
アドバンスト・ロードシフトという技術を活用し、従来か
アドバンスト・ロードシフトという技術を活用し、従来か
アドバンスト・ロードシフトという技術を活用し、
１．効率
４．セキュリティ
１．効率
４．セキュリティ
らある電力の需要予測に、再生可能エネルギーの発
らある電力の需要予測に、再生可能エネルギーの発 大量の再生可能
従来からある電力の需要予測に、再生可能エネル
システムの安全性を実現
大量の再生可能
システムの安全性を実現
*1
*1 network
M2MM2M
network
電予測を加えることで、エネルギーの高効率利用を実
ギーの発電予測を加えることで、エネルギーの高
するセキュリティの確保
電予測を加えることで、エネルギーの高効率利用を実エネルギーの効率的利用
エネルギーの効率的利用
するセキュリティの確保
アドバンスト・
Ｍ２Ｍネットワーク
効率利用を実現します。２つ目は、再生可能エネ
現します。２つ目は、再生可能エネルギー特有の急激
アドバンスト・
Ｍ２Ｍネットワーク
現します。２つ目は、再生可能エネルギー特有の急激 ロードシフト技術
セキュリティ技術
ロードシフト技術
セキュリティ技術
ルギー特有の急激な需給変動への対応です。
な需給変動への対応です。
な需給変動への対応です。
２．安定化・バランス
５．垂直統合
２．安定化・バランス
５．垂直統合
例えば急に風が止んだ場合に、風力発電における
例えば急に風が止んだ場合に、風力発電における生
例えば急に風が止んだ場合に、風力発電における生
直接制御による急激
分散制御によるきめ細かい
直接制御による急激
分散制御によるきめ細かい
生活への影響が出ないように配慮しながら、各家
活への影響が出ないように配慮しながら、各家庭の
活への影響が出ないように配慮しながら、各家庭の な需給変動への対応
エネルギーコントロール
な需給変動への対応
エネルギーコントロール
庭の機器や、EV
充電を直接制御し、電力の使用量
機器や、EV充電を直接制御し、電力の使用量をコント
機器や、EV充電を直接制御し、電力の使用量をコント
ダイレクト・
ダイレクト・
μＤＭＳ
μＤＭＳ
をコントロールします。その他、EV の大量普及に ロードコントロール技術
ロードコントロール技術
ロールします。その他、EVの大量普及に対応する設
ロールします。その他、EVの大量普及に対応する設
対応する設備・システムの確立、システムの安全
Ｓｔａｔｉｏｎ
６．スマートシティセンター
Ｓｔａｔｉｏｎ
６．スマートシティセンター
備・システムの確立、システムの安全な運用を実現す ３．ＥＶ３．ＥＶ
備・システムの確立、システムの安全な運用を実現す
な運用を実現するセキュリティの確保、分散制御
ＥＶ大量普及に対応する
全体最適化と
ＥＶ大量普及に対応する
全体最適化と
るセキュリティの確保、分散制御によるきめ細かいエ
るセキュリティの確保、分散制御によるきめ細かいエ
によるきめ細かいエネルギーコントロール、スマー 設備・システムの確立
設備・システムの確立
ＱＯＬの両立
ＱＯＬの両立
ネルギーコントロール、スマートシティセンターを中心
ネルギーコントロール、スマートシティセンターを中心
トシティセンターを中心とした情報制御基盤の確
*1： Machine-to-Machine
*1： Machine-to-Machine
Ｍ対ＮのＥＶ充電
Ｍ対ＮのＥＶ充電
情報制御基盤
情報制御基盤
マネジメントシステム
とした情報制御基盤の確立などを通じて、ハワイ州マ マネジメントシステム
立などを通じて、ハワイ州マウイ島における低炭
とした情報制御基盤の確立などを通じて、ハワイ州マ
素社会の実現とクオリティオブライフ
（QOL）の実
ウイ島における低炭素社会の実現とクオリティオブラ
ウイ島における低炭素社会の実現とクオリティオブラ
現の両立をめざしています。
イフ（QOL）の実現の両立をめざしています。
イフ（QOL）の実現の両立をめざしています。
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Phase 1

㻌 Phase 1
㻌
EVのバッテリを活用した余剰エネルギー吸収や周波数変動のコントロールを実施
㻌 Phase 1
㻌
EVのバッテリを活用した余剰エネルギー吸収や周波数変動のコントロールを実施
200台超のEVとキヘイ地区40軒の住民を対象
風力
発電
EMS

EMS

EVEC
C
Billing,
EVECC
EVEC
Billing,
Membership
Membership
C
Incentive
Incentive
Billing,
EVECC

Billing,
Membership
Membership
Incentive
蓄電池
Incentive

Battery

風力
発電

火力
発電

太陽光
発電

ICT
火力
発電
電力線

太陽光送電
発電

送電

ADMS
配電網制御システム
ADMS ＤＭＳ
配電網制御システム

ICT

にした実証
(最終的な目標はEVを活用したEV-Virtual
200台超のEVとキヘイ地区40軒の住民を対象
Power Plantの確立)
にした実証
(最終的な目標はEVを活用したEV-Virtual
Power Plantの確立)

変電所
電力線
配電変電所
変電所
配電変電所

ICT
ICT

配電
Distribution

ＤＭＳ

風力発電
急速充電器

ICT
ICT

配電
電力線
Distribution

蓄電池

Battery

風力発電
急速充電器

PV with
電力線
Smart
PCS
PV with
Smart
PCS
太陽光発電

低圧変圧器
LV
Transformer
Smart PCS
MicroＤＭＳ
L3 Chargers
μＤＭＳ
急速充電器
普通充電器
太陽光発電
低圧変圧器
LV
Transformer
Smart PCS
MicroＤＭＳ
L3 Chargers
μＤＭＳ
急速充電器
EVECC: EV Energy Control Center, ADMS: Advanced Distribution
Management System,
普通充電器
LV: Low Voltage, DOE: Department of Energy

太陽光発電
太陽光発電

蓄電池
EVボランティア

蓄電池
マウイ全島

EVボランティア

マウイ全島

EVECC: EV Energy Control Center, ADMS: Advanced Distribution Management System,

LV:㻌 Low Voltage,
Phase
2 DOE: Department of Energy
Phase 2
㻌
Phase
2
・EVバッテリを分散電源として活用し、EVバッテリの充放電機能を用いた実証
（充放電機能：V2H（Vehicle
to Home）及びV2G（Vehicle to Grid）技術）
・EVバッテリを分散電源として活用し、EVバッテリの充放電機能を用いた実証
・VPP（Virtual
Power Plant）技術の確立
（充放電機能：V2H（Vehicle
to Home）及びV2G（Vehicle to Grid）技術）
・EVボランティアの目標数をPhase
1と合わせて500台に拡大
・VPP（Virtual Power Plant）技術の確立
・EVボランティアの目標数をPhase 1と合わせて500台に拡大

V2H (Vehicle to Home)
V2H (Vehicle to Home)

V2G (Vehicle to Grid)
V2G (Vehicle to Grid)

VPP (Virtual Power Plant)
VPP (Virtual Power Plant)

Virtual Power Plant (VPP): EVや蓄電池、家側のエネルギーといった分散電源をアグリゲートすることで
Virtual Power Plant (VPP): EVや蓄電池、家側のエネルギーといった分散電源をアグリゲートすることで
仮想発電所としてシステム全体で最適なエネルギー活用を実現するもの
仮想発電所としてシステム全体で最適なエネルギー活用を実現するもの

Contact
Info
Contact
Info
Contact
Info
株式会社日立製作所㻌
http://www.hitachi.co.jp/products/smartcity/index.html
株式会社日立製作所㻌
http://www.hitachi.co.jp/products/smartcity/index.html
http://www.hitachi.co.jp/products/smartcity/index.html
株式会社日立製作所
㻌㻌 ●本資料に記載の内容は予告なく変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
●本資料に記載の内容は予告なく変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
●本資料に記載の内容は予告なく変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
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＜英国＞グレーターマンチェスター実証
＜英国＞グレーターマンチェスター実証
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所
㻌 Overview
Overview
㻌 需要家側のヒートポンプを利用したアグリゲーションビジネスの確立
需要家側のヒートポンプを利用したアグリゲーションビジネスの確立
電力取引（擬似的）

電力取引市場

アグリゲーション技術実証
電力
アグリゲーション機能

（将来）

電
力
取
引

アグリゲータ

電力取引
（システム連携）

運用管理機能

通信管理機能

電
力
取
引
計
画

電
力
収
集
計
画

ヒートポンプ技術実証

ヒートポンプ
アグリゲーション機能

管運
理転
機デ
能ー
タ
収
集

デマンド
レスポンス信号

データ処理機能

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ

ヒ

制ー
御ト
機ポ
器ン

個
別
需
要
計
画
機
能

プ

電
力
計
測
器

通
信
機
器

モニタリング㻛
コントロール

共通機能

セキュリティ機能

相互接続機能

ICTプラットフォーム技術実証
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実証の目的

本実証事業の目的は、日本の優れたヒートポンプ暖房温水器（以下、ヒートポンプ）技術と ICT 関連
技術により英国のエネルギーシフトを推進し、低炭素化社会の実現に寄与する技術・システムを実証
することです。2013 年 6 月から 12 月末まで行った実施可能性調査では、英国の制度、規制などの
調査、住宅公社、配電会社などのステークホルダーへのヒアリング、共同検討などを実施してきまし
た。その調査結果を踏まえ、2014 年 4 月より実証を開始しています。
実証事業では、公共住宅の暖房を既設のガス燃焼式温水器からヒートポンプに置き換えるとともに、
アグリゲーションシステムを導入し、各住宅のヒートポンプをコントロールします。これにより、各
住宅の電力使用量を調整するとともに、その電力調整量を取りまとめ小口需要家の電力需給調整能力
を検証します。また、ヒートポンプとともに設置する温水タンク、および住宅の蓄熱機能を利用し、
電力調整時に生じる居住者への影響を調べることでデマンドレスポンスの実現性を検証します。これ
らを通じて、住宅を対象としたアグリゲーションシステムの実現性およびビジネスモデルの確立をめ
ざします。
実証事業内容
テーマ１. 住宅の小口消費電力を負荷調整能力として利用するアグリゲーション技術・システム実証

（１）ヒートポンプの導入（ダイキン）
本実証事業では、エネルギー負荷調整能力源として電気式ヒートポンプおよびガスハイブリッドヒートポン
プを断熱性能の高い公共住宅に約 600 台設置し、既設のガス燃焼式温水器からヒートポンプへ置き換えた場合
の暖房・給湯費の削減効果があることを実証します。なお、実施可能性調査においては一定の条件下でのシミュ
レーションでは、削減可能性があることを確認しています。

（２）
「アグリゲーション機能」の開発（日立）
本実証事業では、ヒートポンプの負荷を調整する「ヒートポンプアグリゲーション機能」と、それぞれのヒー
トポンプの負荷調整機能を束ね電力市場との取引を行う「電力アグリゲーション機能」の 2 つの機能で構成され
る、
「アグリゲーション機能」を開発します。
「ヒートポンプアグリゲーション機能」とは、需要家の快適性を維持
しながらヒートポンプの直接制御を行うことで、負荷調整能力を確保する機能です。これにより、家の断熱性
能などの外部要因や、需要家の家族構成、生活パターンなどの需要家特性がエネルギー消費量や電力需要調整
に与える影響について検証します。
「電力アグリゲーション機能」は、ヒートポンプの負荷調整能力を集約し、電
力取引の市場や事業者との売買を行う機能です。なお、本実証事業においては既存アグリゲーターとの連携を
行うシステムを開発し、擬似的な取引を行います。

（３）ICT プラットフォーム構築（日立）
セキュリティや通信技術に関する英国の規格を考慮し、
「アグリゲーション機能」の実現に十分な機能構造、お
よびリアルタイム性を確保したデータ処理機能、システムの信頼性と拡張性を実現させるICTシステムを構築し、
検証を行います。
テーマ２. ビジネスモデルの構築（みずほ、ダイキン、日立）

実施可能性調査では、ヒートポンプの普及カーブを想定し、英国の電力取引市場関係者、ヒートポンプベン
ダー、アグリゲーターそれぞれが WIN-WIN の関係を成立させるビジネスモデルの提案とその検証を行いまし
た。今後は、実証中あるいは実証後に、ヒートポンプを利用したアグリゲーションビジネスモデルを検討し、普及・
拡大をめざします。また、アグリゲーションビジネスモデルの前提となるヒートポンプの普及促進シナリオを
策定し、これを支える政策を提案します。

Contact Info
株式会社日立製作所

電話：03-3258-1111（大代表）

●本資料に記載の内容は予告なく変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
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マイクロエナジーマネージメントシステム・μEMS
マイクロエナジーマネージメントシステム・μEMS
マイクロエナジーマネージメントシステム・μEMS
株式会社
東芝
株式会社
東芝
株式会社
東芝
Overview
東芝は、総合電機メーカーとして送配電系統からビル・オフィス、住宅にいたる幅広い分野の製品やシステ
Overview
Overview
ムを組み合わせ、先端・最適なトータルエネルギーソリューションを提供し、低炭素社会の実現に貢献してい
㻌 東芝は、総合電機メーカーとして送配電系統からビル・オフィス、住宅にいたる幅広い分野の製品やシステムを
㻌 東芝は、総合電機メーカーとして送配電系統からビル・オフィス、住宅にいたる幅広い分野の製品やシステムを
きます。

組み合わせ、先端・最適なトータルエネルギーソリューションを提供し、低炭素社会の実現に貢献していきます。㻌
組み合わせ、先端・最適なトータルエネルギーソリューションを提供し、低炭素社会の実現に貢献していきます。㻌
（グリッド監視制御装置）
次世代送配電ネットワーク㻌
スマートグリッド㻌
次世代送配電ネットワーク㻌
スマートグリッド㻌
■
μ μμEMS
㻱㻹㻿（グリッド監視制御装置）
㻱㻹㻿（グリッド監視制御装置）
スマートグリッドの頭脳にあたるコア製品であり、
㻌 スマートグリッドの頭脳にあたるコア製品であり、再生可能
㻌 再生可能エネルギーの有効利用や電力のより一層の安
スマートグリッドの頭脳にあたるコア製品であり、再生可能
エネルギーの有効利用や電力のより一層の安定供給を実現
Transmission
エネルギーの有効利用や電力のより一層の安定供給を実現
PV PV WT WT BESSBESS
Transmission
定供給を実現するシステムです。需要家の電力需要を
Substation
SubstationLines Lines
するシステムです。需要家の電力需要をリアルタイムで把
するシステムです。需要家の電力需要をリアルタイムで把
リアルタイムで把握・予測しながら、電力の需給バラ
握・予測しながら、電力の需給バランスを自動制御します。㻌
握・予測しながら、電力の需給バランスを自動制御します。㻌
ンスを自動制御します。

・経済性㻌
発電計画の最適化により燃料コストを削減
・経済性
・経済性㻌㻌 㻌㻌発電計画の最適化により燃料コストを削減㻌
㻌 㻌㻌発電計画の最適化により燃料コストを削減㻌
蓄電システムを活用して、エネルギー効率
・効率化
・効率化㻌
㻌
㻌㻌蓄電システムを活用して、エネルギー効率と㻌
・効率化㻌 㻌 㻌㻌蓄電システムを活用して、エネルギー効率と㻌
と質を向上
質を向上㻌
質を向上㻌
再生可能エネルギーの大量導入をサポート
・環
境
・環境㻌
㻌㻌㻌再生可能エネルギーの大量導入をサポート㻌
・環境㻌
㻌㻌㻌再生可能エネルギーの大量導入をサポート㻌
低炭素化社会を実現
㻌㻌㻌低炭素化社会を実現㻌
㻌㻌㻌低炭素化社会を実現㻌

EV

EV

HEMS
HEMS BEMS
BEMS FEMS
FEMS

■発電予測・スケジューリング機能
発電予測・スケジューリング機能

発電予測・スケジューリング機能
・PV 発電予測
・㻼㼂㻌発電予測㻌
・㻼㼂㻌発電予測㻌
・需要予測
・需要予測㻌
・需要予測㻌
・蓄電池の充放電スケジューリング
・蓄電池の充放電スケジューリング㻌
・蓄電池の充放電スケジューリング㻌

μ㻱㻹㻿㻌㻦㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌
μ㻱㻹㻿㻌㻦㻌㻹㼕㼏㼞㼛㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌
㻌㻮㻱㻿㻿㻌㻌㻦㻌㻮㼍㼠㼠㼑㼞㼥㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻿㼠㼛㼞㼍㼓㼑㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌
㻌㻮㻱㻿㻿㻌㻌㻦㻌㻮㼍㼠㼠㼑㼞㼥㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻿㼠㼛㼞㼍㼓㼑㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌

■
発電モニタ
＆ 制御機能
発電モニタ㻌＆㻌制御機能
発電モニタ㻌＆㻌制御機能
・単線結線図を基本とした
HMI インターフェース
・単線結線図を基本とした㻴㻹㻵インターフェース㻌
・単線結線図を基本とした㻴㻹㻵インターフェース㻌
・電力潮流の安定化制御
・電力潮流の安定化制御㻌
・電力潮流の安定化制御㻌

需要
需要
電力潮流
電力潮流
PV出力
PV出力
蓄電池出力
蓄電池出力
周波数
周波数

㻌 㻌
Competence
Competence
Competence
㻌 本マイクロエナジーマネージメントシステム・μ
㻱㻹㻿は、東芝が長年培った電力会社向け㻱㻹㻿の技術を惜しみな
㻌 本マイクロエナジーマネージメントシステム・μ
㻱㻹㻿は、東芝が長年培った電力会社向け㻱㻹㻿の技術を惜しみな
く投入して、スマートグリッド向けに開発したものです。天候に左右され、出力が不安定となる再生可能エネルギー
く投入して、スマートグリッド向けに開発したものです。天候に左右され、出力が不安定となる再生可能エネルギー
本マイクロエナジーマネージメントシステム・μEMS は、東芝が長年培った電力会社向け EMS の技術を惜し
の大量導入でも独自の安定化技術とノウハウでサポートします。㻌
みなく投入して、スマートグリッド向けに開発したものです。天候に左右され、出力が不安定となる再生可能
の大量導入でも独自の安定化技術とノウハウでサポートします。㻌
 エネルギーの大量導入でも独自の安定化技術とノウハウでサポートします。
再生可能エネルギーの出力変動をμ 㻱㻹㻿の蓄電池制御で吸収（変動を打ち消すように蓄電池を高速制御）
 再生可能エネルギーの出力変動をμ 㻱㻹㻿の蓄電池制御で吸収（変動を打ち消すように蓄電池を高速制御）
 電力需給逼迫時に㻴㻱㻹㻿、㻮㻱㻹㻿及び㻲㻱㻹㻿サーバーと連携し消費電力を低減（デマンドレスポンス）

■ 電力需給逼迫時に㻴㻱㻹㻿、㻮㻱㻹㻿及び㻲㻱㻹㻿サーバーと連携し消費電力を低減（デマンドレスポンス）
再生可能エネルギーの出力変動をμEMS の蓄電池制御で吸収（変動を打ち消すように蓄電池を高速制御）
 㻱㼂急速充電システムと連携し、脆弱な配電系統への系統連係をサポート（蓄電池の放電で充電をサポート）

■ 㻱㼂急速充電システムと連携し、脆弱な配電系統への系統連係をサポート（蓄電池の放電で充電をサポート）
電力需給逼迫時に HEMS、BEMS 及び FEMS サーバーと連携し消費電力を低減（デマンドレスポンス）
■ EV 急速充電システムと連携し、脆弱な配電系統への系統連係をサポート（蓄電池の放電で充電をサポート）

Contact
Info
Contact
Info
Contact Info

株式会社東芝㻌 コミュニティ・ソリューション社㻌 技術企画部㻌 鈴木
株式会社東芝㻌 コミュニティ・ソリューション社㻌 技術企画部㻌 鈴木
Tel
: 044-331-0652
コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
株式会社東芝
Tel : 044-331-0652
Fax
:
044-548-9558
Tel
Fax: :044-331-0652
044-548-9558
Email
: kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
Fax
:
044-548-9558
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
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人とエネルギーの調和を実現する日揮情報システムの
人とエネルギーの調和を実現する日揮情報システムの
エネルギーマネジメントシステム
（EMS）
：J+EMSherpa
エネルギーマネジメントシステム（EMS)：J+EMSherpa
日揮情報システム株式会社
日揮情報システム株式会社
Overview
㻌 Overview
㻌 日揮グループは、工場や病院等の建設、設備保守におけるエネルギー管理のノウハウを基にエネルギーマ
日揮グループは、工場や病院等の建設、設備保守におけるエネルギー管理のノウハウを基にエネルギーマネジ

メントシステム（EMS）を活用し、お客様が最適にエネルギーを使用できるためのシステムとサービスを提供し
ネジメントシステム（EMS）を活用し、お客様が最適にエネルギーを使用できるためのシステムとサービスを提
ます。
供します。

㻌 Competence
Competence
 人とエネルギーの調和システムは、施設が再生可能エネルギー機器や蓄電池を導入している場合、余剰電力
■ 人とエネルギーの調和システムは、施設が再生可能エネルギー機器や蓄電池を導入している場合、余剰電力
を予測し、周囲の電気自動車の利用者に施設での充電を促すことで、周辺地域全体でのエネルギーの効率利
を予測し、周囲の電気自動車の利用者に施設での充電を促すことで、周辺地域全体でのエネルギーの効率利
用に貢献する仕組みです。
用に貢献する仕組みです。
 エネルギーを無駄なく、不便なく、有効利用できる意識を利用者が持つことで、省エネルギー行動が継続しま
■ エネルギーを無駄なく、不便なく、有効利用できる意識を利用者が持つことで、省エネルギー行動が継続し
す。また、エネルギー利用者の行動を促すため、商業施設等では集客効果が期待でき、事業に活用できます。㻌
ます。また、エネルギー利用者の行動を促すため、商業施設等では集客効果が期待でき、事業に活用できます。

Service
㻌
Service

 J+EMSherpaの導入により見える化されたデータを使い、お客様の節電目標が継続的に達成されることや、新し
■ J+EMSherpa の導入により見える化されたデータを使い、お客様の節電目標が継続的に達成されることや、新
い視点での分析、最適な設備の導入や入れ替えの提案といった月次のオプションサービスがご提供できます。
しい視点での分析、最適な設備の導入や入れ替えの提案といった月次のオプションサービスがご提供できます。
 オプション：コスト削減アドバイス、削減アクションに対する評価と改善、サマリー報告／傾向分析
■ オプション：コスト削減アドバイス、削減アクションに対する評価と改善、サマリー報告／傾向分析

Contact
ContactInfo
Info

日揮情報システム株式会社
日揮情報システム株式会社

Tel :: 045-345-7000（大代表）
Tel
045-345-7000（大代表）
URL :http://www.jsys.co.jp
http://www.jsys.co.jp
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ID:1-05
スマートコミュニティがめざす未来

スマートコミュニティがめざす未来

株式会社 NTT ファシリティーズ

株式会社ＮＴＴファシリティーズ
Overview

Overview
NTT
ファシリティーズは日本の通信を支えてきた ICT・エネルギー・建築の技術
㻌
を組み合わせ、
「Smart & Safety」をテーマに省エネルギーで安心な街づくりに貢
177ファシリティーズは日本の通信を支えてきたＩＣＴ・エネルギー・建築の技術を組
献しています。
み合わせ、「6PDUW 6DIHW\」をテーマに省エネルギーで安心な街づくりに貢献して
います。
㻌

●Smart な街づくり
ICT
を活用して「限りあるエネルギーや資源を賢く効率的に使用する」。そんな社会の望みに応えるの
●6PDUWな街づくり
が,&7を活用して「限りあるエネルギーや資源を賢く効率的に使用する」。そんな社会の望みに応えるのが
NTT ファシリティーズの Smart な街づくりです。
●177ファシリティーズの6PDUWな街づくりです。
Safety な街づくり
●6DIHW\な街づくり
NTT
ファシリティーズは、災害時でも街が機能を継続する Safety な街づくりを実現できるよう活動
177ファシリティーズは、災害時でも街が機能を継続する6DIHW\な街づくりを実現できるよう活動を続け
を続けています。

ています。

67(3

ビル・マンション単体

67(3

スマート群管理

（アグリゲーションサービス）
熱供給会社

67(3

スマートコミュニティ
電気事業者

電気事業者
熱供給会社

メガソーラー

蓄電池
%(06サーバ

6PDUW *UHHQ,7\%XLOGLQJ
クラウド型%$6%(06「),7%(06」
モニタリングサービス「5HPRQL」

5HPRQL

小規模ビル

&(06サーバ
),7%(06

スマートビル

5HPRQL

小規模ビル

),7%(06

スマートビル

Competence

㻌
Competence

6PDUW＆6DIHW\な街づくりを実現するつのステップ
Smart
＆ Safety な街づくりを実現する 3 つのステップ

ステップでは、省エネルギーで耐震性の高いビル建築をベースに、その建物で活動する人が自然と
・•ステップ
1 では、省エネルギーで耐震性の高いビル建築をベースに、その建物で活動する人が自然
節電を行い、非常時にもエネルギーの止まらないソリューションを提供します。
と節電を行い、非常時にもエネルギーの止まらないソリューションを提供します。

ステップでは、複数のビルのエネルギーを一元的に管理することで総合的な省エネを図る環境を提
・•ステップ
2 では、複数のビルのエネルギーを一元的に管理することで総合的な省エネを図る環境を
供するとともに、ビル入居者にエネルギー情報を配信し啓発を促します。また、デマンドレスポンスに
提供するとともに、ビル入居者にエネルギー情報を配信し啓発を促します。また、デマンドレスポ
対応してネガワット（節電）を生むソリューションも実現します。
ンスに対応してネガワット
（節電）を生むソリューションも実現します。

ステップでは、太陽光発電などの自然エネルギーを有効に活用してポジワット（発電）を発生させ、
・•ステップ
3 では、太陽光発電などの自然エネルギーを有効に活用してポジワット（発電）を発生させ、
非常時にはこれら自然エネルギーを自立的に使用し%&3の確保も行います。コミュニティ内では廃
非常時にはこれら自然エネルギーを自立的に使用し
BCP の確保も行います。コミュニティ内では
熱なども有効に活用し、電力だけではなくエネルギーをトータルにマネジメントする6PDUW＆ Smart ＆
廃熱なども有効に活用し、電力だけではなくエネルギーをトータルにマネジメントする
6DIHW\な街を実現します。
Safety
な街を実現します。
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STEP1 ビル・マンション単体

STEP1 ビル・マンション単体
高騰するエネルギー
コストを抑える
⾼騰するエネルギー

コストを抑える

・ビル／建物自体を省エネ化

「GreenITy
Building」
・ビル／建物⾃体を省エネ化

・エネルギー使用量の
「見える化・見せるか・自動制御」
「GreenITy Building」

「エネルギーモニタリングサービス
Remoni」
・エネルギー使⽤量の「⾒える化・⾒せるか・⾃動制御」

・自動制御で確実な節電
「エネルギーモニタリングサービスRemoni」
・⾃動制御で確実な節電
⾃動制御で確実な節電
「照明自動制御システム
SLC」
・ICT
を活用した独自のビル・エネルギーマネジメントシステム
「照明⾃動制御システム
SLC」
・ICTを活⽤した独⾃のビル・エネルギーマネジメントシステム
「FITBEMS」

「FITBEMS」

・ビル運用をフルサポート

・ビル運⽤をフルサポート
ライフサイクルコストを 「高機能ビルマネジメント」
ライフサイクルコストを
「⾼機能ビルマネジメント」
最小化
・ビル設備の信頼と安全をサポート

最⼩化

既存ビルの資産化
既存ビルの資産化
価値向上

価値向上

・ビル設備の信頼と安全をサポート

「監視・保守ソリューション」

「監視・保守ソリューション」

・停電時に止まることのない太陽光発電システム
・停電時に⽌まることのない太陽光発電システム

「停電対応型陽光発電システム」
「停電対応型陽光発電システム」
・通信モジュール搭載で利便性を向上する
・通信モジュール搭載で利便性を向上する

「電気自動車用急速充電器」
「電気⾃動⾞⽤急速充電器」
・災害リスクから建物の健康診断
・災害リスクから建物の健康診断

「耐震診断」
「耐震診断」

CLOUD
節⽔制御

データ収集
モニタリング装置

50％節⽔
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節⽔型
制御バルブ

STEP2 スマ
スマート群管理
ト群管理
「ネガワットアグリゲーション」と
STEP2 スマート群管理
「RemoniスマートWatcher2.0」による節電行動喚起

「ネガワットアグリゲーション」と
NTTファシリティーズは
NTTファシリティ
ズは、「ネガワットアグリゲ
「ネガワットアグリゲーション」と「RemoniスマートWatcher2
ション」と「Remoniスマ トWatcher2.0」
0」
「Remoni
スマート
Watcher2.0」
による節電行動喚起

の提供を通して、エネルギーの複数ビル群管理に向けた取り組みを推進しています。
NTT ファシリティーズは、
「ネガワットアグリゲーション」と「Remoni スマート Watcher2.0」
の提供を通して、エネルギーの複数ビル群管理に向けた取り組みを推進しています。
「ネガワットアグリゲーション」

当社がお客さまの節電を支援することでネガワット（＝節電）を創出し、そのネガワッ
「ネガワットアグリゲーション」
トを集め、電力会社に提供する一方、お客さまへはネガワット量に応じた協力金を還
当社がお客さまの節電を支援することでネガワット（＝節電）を創出し、そのネガワットを集め、
元するサ
元するサービスです。
ビスです
電力会社に提供する一方、お客さまへはネガワット量に応じた協力金を還元するサービスです。

「RemoniスマートWatcher2.0」
「Remoni スマート Watcher2.0」
Webブラウザのツールバー上で、施設の使用電力や目標値を、ビル入居者や訪問者
Web ブラウザのツールバー上で、施設の使用電力や目標値を、ビル入居者や訪問者に対してわ
に対してわかりやすく「見せる化」するアプリケーションソフトです。電力会社からの節
かりやすく「見せる化」するアプリケーションソフトです。電力会社からの節電要請があった場
電要請があった場合の通知機能を搭載することで、施設の利用者全員に主体的な
合の通知機能を搭載することで、施設の利用者全員に主体的な節電行動を促し、月々の使用電力
の低減に貢献します。
節電行動を促
節電行動を促し、月々の使用電力の低減に貢献します。
使 電力 低減
献 ます
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STEP3
スマートコミュニティ
㻌

STEP3 スマートコミュニティ

点から面へのモデルケース報告
㻌

点から面へのモデルケース報告

北上市あじさい型スマートコミュニティ

北上市あじさい型スマートコミュニティ

岩手県北上市では経済産業省のスマートコミュニティ導入促進事業を活用した事業に取り組ん
岩手県北上市では経済産業省のスマートコミュニティ導入促進事業を活用した事業に取り組ん
でいます。
でいます。
北上市がメガソーラーなど資産を所有し、その電力を新たに設立した北上新電力
（特定規模電気
北上市がメガソーラーなど資産を所有し、その電力を新たに設立した北上新電力（特定規模電
事業者）を通じて市公共施設等へ電力供給する地産地消モデルです。
気事業者）を通じて市公共施設等へ電力供給する地産地消モデルです。
既存建物・施設に分散電源を配置し、CEMS
により負荷制御を行い、対象となる市関連施設の
既存建物・施設に分散電源を配置し、&(06により負荷制御を行い、対象となる市関連施設
使用電力の
20% 以上を再生可能エネルギーで賄うことを目標としています。
の使用電力の以上を再生可能エネルギーで賄うことを目標としています。
また、災害等停電時は分散電源から供給することが可能で、レジリエントな街づくりを実現して
また、災害等停電時は分散電源から供給することが可能で、レジリエントな街づくりを実現してい
います。
ます。
北上新電力及びエネルギーマネジメントは 2015 年 4 月より事業開始しています。
北上新電力及びエネルギーマネジメントは年月より事業開始しています。
NTT ファシリティーズは、太陽光発電設備の整備・運営や CEMS による新電力の需給計画、エ
177ファシリティーズは、太陽光発電設備の整備・運営や&(06による新電力の需給計画、エネ
ネルギーマネジメントの実施を担当しています。
ルギーマネジメントの実施を担当しています。
北上市におけるスマート化の導入は、スマートコミュニティの実現に向けた自治体による主導的
北上市におけるスマート化の導入は、スマートコミュニティの実現に向けた自治体による主導的な
な取り組みに道を開くものです。全国の小さな自治体でも展開できるコンパクトなスマートコ
取り組みに道を開くものです。全国の小さな自治体でも展開できるコンパクトなスマートコミュニティ
ミュニティモデルとなることが期待されています。

モデルとなることが期待されています。

エネルギー
マネジメント

(9充電器
蓄電池

(9

39
再生可能エネルギー比率％

,QWHUQHW

買電

北上新電力

電力会社
新電力

Contact
InfoInfo
Contact

株式会社
NTT ファシリティーズ
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
Tel
:
03-5444-5486
Tel : 03-5444-5486
Email
: community@ntt-f.co.jp
Email
: community@ntt-f.co.jp

36

ピークカット用兼
災害対応電源

BEMS

&(06

メガソーラー

水力発電

本庁舎

支庁舎

売電

BEMS

防災拠点（複数）
ソーラーパーク
オフィスアルカディア
39

蓄電池

(9充電器

39

(9
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工業団地のスマート・エネルギー・マネジメント
工業団地のスマート・エネルギー・マネジメント
清水建設株式会社

清水建設株式会社

Overview
㻌 Overview
㻌 工工業団地におけるエリア全体のエネルギーマネジメントシステムとマイクログリッドを提供。㻌
■
業団地におけるエリア全体のエネルギーマネジメントシステムとマイクログリッドを提供。

■複複数施設群のピークカット、ピークシフト、デマンドレスポンスによるコスト削減、ＣＯ２排出量の削減。㻌
数施設群のピークカット、ピークシフト、デマンドレスポンスによるコスト削減、CO2 排出量の削減。

 地域の特性に応じた電源構成・マイクログリッドの構築。㻌
 事例：気仙沼スマートコミュニティ（経済産業省、スマートコミュニティ導入促進事業）
■ 事水産加工施設群のエネルギーマネジメントを実施。㻝㻝棟の水産加工施設は、新電力（㻼㻼㻿）から電力を購入、
例：気仙沼スマートコミュニティ（経済産業省、スマートコミュニティ導入促進事業）
水新電力からの要請で水産加工施設の使用電力を調整。㻯㻱㻹㻿（㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙）と
産加工施設群のエネルギーマネジメントを実施。11 棟の水産加工施設は、新電力（PPS）から電力を購入、
新電力からの要請で水産加工施設の使用電力を調整。CEMS（Community Energy Management System）
各生産施設の㻲㻱㻹㻿（㻲㼍㼏㼠㼛㼞㼥㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙）との連携により、各水産加工施設のピークカッ
と各生産施設の FEMS（Factory Energy Management System）との連携により、各水産加工施設のピーク
ト、ピークシフトを実施。㻱㼂・㻼㻴㼂電力をピークカット・非常用電源として活用。㻌
■ 地域の特性に応じた電源構成・マイクログリッドの構築。

カット、ピークシフトを実施。EV・PHV 電力をピークカット・非常用電源として活用。

気仙沼スマートコミュニティ
赤岩港地区

スマート・エネルギー・マネジメント㻌

Competence
㻌
Competence

㻌

■

■


■ 地域の特性に応じた電源構成によるマイクログリッドの構築。

地域の特性に応じた電源構成によるマイクログリッドの構築。㻌

ス
マート FEMS による生産施設の負荷特性に基づいたデマンド制御。
スマート㻲㻱㻹㻿による生産施設の負荷特性に基づいたデマンド制御。㻌

導入実績：㻌
導
入実績：気仙沼スマートコミュニティ
（経済産業省、スマートコミュニティ導入促進事業）、2014 年から
気仙沼スマートコミュニティ（経済産業省、スマートコミュニティ導入促進事業）、㻞㻜㻝㻠年から稼動中。
稼動中。

Contact Info
清水建設株式会社

Contact Info
Tel : 03-3561-2233

ecoBCP 事業推進室

清水建設株式会社㻌
Fax
: 03-3561-8519 ecoBCP事業推進室
Tel : 03-3561-2233
Email
: akira.yamauchi@shimz.co.jp
Fax : 03-3561-8519
Email : akira.yamauchi@shimz.co.jp
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既成市街地のスマート化ソリューション
既成市街地のスマート化ソリューション
清水建設株式会社

清水建設株式会社
Overview

㻌 Overview
■
成市街地の段階的なスマート化によるエリアの価値向上・競争力強化ソリューションを提供。
㻌 既既成市街地の段階的なスマート化によるエリアの価値向上・競争力強化ソリューションを提供。㻌
■施施設レベル：㻌
設レベル：防災拠点施設の省エネ・スマート機能強化、事業継続機能強化。
防災拠点施設の省エネ・スマート機能強化、事業継続機能強化。㻌

■街街区レベル：㻌
区レベル：防災拠点のエネルギー供給機能による施設間エネルギー融通、災害時機能分担。
防災拠点のエネルギー供給機能による施設間エネルギー融通、災害時機能分担。㻌

■エエリアレベル：㻌
リアレベル：エリア全体のエネルギー・事業継続マネジメントの仕組みの構築。クラウドサービスによる
エリア全体のエネルギー・事業継続マネジメントの仕組みの構築。クラウドサービスによるエ
エリアのエネルギーと事業継続マネジメントを支援。
リアのエネルギーと事業継続マネジメントを支援。㻌

スマート街区：㻌 東京都港区芝浦㻌
■事事例：㻌
例：スマート街区：東京都港区芝浦
公道下に自営のライフラインを敷設、３敷地の事務所２棟と集合住宅で電力・熱を面的利用。
㻌・
㻌 ・㻌公道下に自営のライフラインを敷設、３敷地の事務所２棟と集合住宅で電力・熱を面的利用。㻌
平常時は CEMS を活用し、全体のピーク電力を 25％削減、CO2 排出量を 30％削減。
㻌・
㻌 ・㻌平常時は㻯㻱㻹㻿を活用し、全体のピーク電力を㻞㻡％削減、ＣＯ２排出量を㻟㻜％削減。㻌
・
非常時は３棟の平常時電力の 50％を確保、自治体の防災備蓄倉庫、緊急避難テラスの設置、一時滞在スペー
㻌 㻌 㻌 ・㻌非常時は３棟の平常時電力の㻡㻜％を確保、自治体の防災備蓄倉庫、緊急避難テラスの設置、一時滞在㻌
スの提供等地域防災へ貢献。
㻌 㻌 㻌 㻌 スペースの提供等地域防災へ貢献。㻌

ガス
中圧管

系統
電源

オフィス
受変電
設備
電力

コージェネ
レーション
デシカント
空調

非常用発電機 オフィス
ガス
中圧管

受変電
設備
コージェネ
レーション

温水

オフィス

電力
非常用発電機

オフィス
集合住宅

平常時の節電・省エネ

集合住宅

非常時の電力供給㻌

㻌
Competence
Competence
㻌
 施
地域特性に応じた省エネ技術と創エネ技術のインテグレーション、スマートＢＥＭＳによるエネル
■
施設レベル：㻌
設レベル：地域特性に応じた省エネ技術と創エネ技術のインテグレーション、スマート
BEMS によるエネ
ルギー需給の最適制御。
ギー需給の最適制御。㻌
 街
街区レベル：㻌
マイクログリッドによるエネルギー面的利用・制御。㻌
■
区レベル：マイクログリッドによるエネルギー面的利用・制御。
 エ
エリアレベル：㻌
クラウドサービスによる施設群の節電・省エネ（㼑㼏㼛）、事業継続（㻮㻯㻼）、施設情報の一括管理
■
リアレベル：クラウドサービスによる施設群の節電・省エネ
（eco）、事業継続（BCP）、施設情報の一括管
支援㻌
理支援
 導
導入実績：㻌
芝浦スマート街区、㻞㻜㻝㻠年から稼動中。㻌
■
入実績：芝浦スマート街区、2014
年から稼動中。
 導入実績：㻌 京橋スマートコミュニティ㻌（経済産業省：グループ単位による事業競争力強化モデル事業）、㻞㻜㻝㻞
■ 導 入実績：京橋スマートコミュニティ（経済産業省：グループ単位による事業競争力強化モデル事業）、
年から稼動中。㻌
2012 年から稼動中。

Contact
ContactInfo
Info
清水建設株式会社㻌ecoBCP
ecoBCP事業推進室
事業推進室
清水建設株式会社
Tel::03-3561-2233
03-3561-2233
Tel
Fax: :03-3561-8519
03-3561-8519
Fax
Email
Email: :akira.yamauchi@shimz.co.jp
akira.yamauchi@shimz.co.jp
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®
® Quest 』
熱源最適制御システム
『Energy
熱源最適制御システム『Energy Quest 』

新日本空調株式会社

新日本空調株式会社

Overview
㻌 Overview
®
㻌熱源最適制御システム
熱源最適制御システム
『EnergyQuest
Quest®』
は、最適性と安定性を兼ね備えた制御システムであり、様々な
『Energy
』は、最適性と安定性を兼ね備えた制御システムであり、様々なニー

ニーズに応じて熱源機の運用を提供します。
ズに応じて熱源機の運用を提供します。

空調用途の熱源システムでは近年、部分負荷特性の向上と未利用エネルギーや
CGS 排熱の利用など様々な技術
空調用途の熱源システムでは近年、部分負荷特性の向上と未利用エネルギーやCGS排熱の利用など様々
を導入した熱源機器が普及しています。これら熱源機器を組み合わせた運用において、従来型の制御方法では
な技術を導入した熱源機器が普及しています。これら熱源機器を組み合わせた運用において、従来型の制
システム全体のエネルギー効率を十分に引き出すことは難しいため、新しい運用方法が求められています。
御方法ではシステム全体のエネルギー効率を十分に引き出すことは難しいため、新しい運用方法が求めら

れています。
『Energy
Quest®』は以下の特徴によりこの課題を解決し、熱源システム全体でより効率の良い運用を行う事が
可能となります。
『Energy Quest®』は以下の特徴によりこの課題を解決し、熱源システム全体でより効率の良い運用を行う事
が可能となります。

様々な運用ニーズに柔軟対応
最適としたい対象をユーザーが任意に選択することが可能です。
「省エネ」、「省電力」、「省CO2」の他、ガス使用量をコントロール
する「ガス平準化」、CSG等の排熱を優先する「排熱優先利用」
等の選択が出来ます。

熱源システム全体で最適性を追求

最適
熱源運用
電気

気象予報と運転実績から熱負荷予測を行い、運転順序、運転
台数、運転負荷率を決定する事で、熱源システム全体として最
も効率の良い運転が可能です。

ほとんどの熱源構成で最適運用が可能
多様な熱源機と熱源構成に対応しており、未利用エネルギー機
器の利用や蓄熱槽を用いた場合においても電気・ガスのベスト
ミックス熱源として最適運用の対応が可能です。

ガス

Energy Quest®
排熱

太陽熱

情報

Competence
Competence

『Energy Quest®』は運用目的に応じて、様々な特性を含む熱源全体を最適に運用する制御システムです。

『Energy
Quest®』は運用目的に応じて、様々な特性を含む熱源全体を最適に運用する制御システムです。
 熱負荷予測から熱源機の運転制御まで一貫した制御システムの為、最適性と安定性を両立しています。
■熱熱源機間のバランス管理を行う事で、安定して部分負荷特性を活かした運用が可能となります。㻌
負荷予測から熱源機の運転制御まで一貫した制御システムの為、最適性と安定性を両立しています。
■熱電力デマンド機能を利用する事でデマンドレスポンスに対応します。㻌
源機間のバランス管理を行う事で、安定して部分負荷特性を活かした運用が可能となります。
■電その他、様々な省エネ技術を搭載しています。㻌
力デマンド機能を利用する事でデマンドレスポンスに対応します。
■ その他、様々な省エネ技術を搭載しています。

Contact Info

Contact
Info
新日本空調株式会社㻌
首都圏事業本部 ファシリティーソリューションセンター （担当：坂下）
Tel : 03-3639-2718 首都圏事業本部 ファシリティーソリューションセンター（担当：坂下）
新日本空調株式会社
Fax: 03-3639-2718
: 03-3639-2747
Tel
Fax
: 03-3639-2747
Email
: sakashitay@snk.co.jp
Email : sakashitay@snk.co.jp
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電力管理システムとポイントサービス
電力管理システムとポイントサービス
株式会社ライフネット

株式会社ライフネット
Overview
Overview
㻌
㻌 ポイントにより可視化された電力は節電要請の可否で比較的容易に需給コントロールができるようになる。

ポイントにより可視化された電力は節電要請の可否で比較的容易に需給コントロールができるようになる。
節電に応じた場合、インセンティブポイントが付与され、拒否した場合は負担が増えるという仕組みです。

節電に応じた場合、インセンティブポイントが付与され、拒否した場合は負担が増えるという仕組みです。

節電の要請
電
力
会

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ
付与

中央管理
センター

太陽光ｻｰﾁｬｰｼﾞ
負担

※ポイント精算

社

使用電力がポイントで予測可能

消
費
者
A

消
費
者
B

㻌 㻌 節電の要請

㻌
Competence
Competence
 当社は電力管理システムに関するビジネスモデル特許を取得し、デマンドレスポンスに対するポイントインセン
ティブ対応や電力需給の最適化に関連した提案活動を行っています。㻌
■ 当社は電力管理システムに関するビジネスモデル特許を取得し、デマンドレスポンスに対するポイントイン
 チャージされたポイントに応じて電力を供給することが可能となると、㻱㼂充電器の利用等自宅以外の箇所での
センティブ対応や電力需給の最適化に関連した提案活動を行っています。
電力使用に対する課金やセーフティネット対応㻔生活保護㻕等さまざまな社会の課題解決に活かせます。㻌
チャージされたポイントに応じて電力を供給することが可能となると、EV 充電器の利用等自宅以外の箇所で
■ この仕組みを活用すると、石炭火力・㻸㻺㻳火力・原子力・再生可能エネルギー等の電源㻔㻩供給会社㻕の別に㻌
の電力使用に対する課金やセーフティネット対応（生活保護）等さまざまな社会の課題解決に活かせます。
㻌 㻌 よって電力の購入をすることができ、電力会社の乗り換えや決済が容易になります。㻌
■こ
 の仕組みを活用すると、石炭火力・LNG 火力・原子力・再生可能エネルギー等の電源（= 供給会社）の別に
よって電力の購入をすることができ、電力会社の乗り換えや決済が容易になります。

㻌当社は電力のみでなく、ガスや灯油等のエネルギーミックス、住生活分野での提案や見守りサービスなど生
■○○
 当社は電力のみでなく、ガスや灯油等のエネルギーミックス、住生活分野での提案や見守りサービスなど生活
活に密着した “ ライフデザインコンサルティング ” を行うことで、より顧客ニーズに沿った安心と安全のサー
に密着した”ライフデザインコンサルティング”を行うことで、より顧客ニーズに沿った安心と安全のサービスを提
ビスを提供してまいります。
供してまいります。㻌

Contact Info
株式会社ライフネット

営業本部

Tel : 052-627-2041
Fax : 052-871-0842
Email：y-watanabe@kk-life.net

Contact Info

株式会社ライフネット㻌 営業本部
Tel : 052-627-2041
Fax : 052-871-0842
Email :y-watanabe@kk-life.net
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水素社会を拓く「つくる」
「つかう」
「つながる」技術
本田技研工業株式会社
Overview
世界的に自動車の環境技術の開発競争が激しさを増す中、Honda は「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能
な社会」の実現を目標に掲げ、次世代環境対応車として電動モビリティの研究開発に取り組んでいます。
Honda は他の自動車
メーカーと異なり、二
輪や発電機の事業も展
開しており、複数の事
業領域を超えて技術の
融通や応用が可能です。

エネルギーᴾとᴾ次世代パーソナルモビリティᴾのᴾダブルループᴾ
インターネットᴾ

外部給電用インバータᴾ
太陽電池パネルᴾ
スマート水素ステーションᴾ

こ の 強 み を 活 か し、
Honda は、電動モビリ
ティを単に「環境に優し
いクルマ」ではなく、従
来のガソリン自動車で
は成し得なかった新た
な視点で、
「つながる」を
キーワードにした社会
に役立つデバイスとし
て、付加価値を高めな
がら実用化・普及させ
ることを狙っています。

MCHP

ENERGY
MANAGEMENT

エネルギーᴾ
ᵟᵡ普通充電器ᴾ

家庭用ガスエンジンᴾ
コージェネレーションᴾ
ユニットᴾ

GAS

歩行アシストᴾ

ᵢᵡ普通充電器ᴾ

ガスインフラᴾ

Grid

次世代ᴾ
パーソナルモビリティᴾ
β

高圧電線網ᴾ

Competence

Hondaの描く未来の水素エネルギー社会

「つくる」
「つかう」
「つながる」
で、
水素エネルギー社会を拓きます。

公共施設（学校・公民館）や地域の様々な場所へ

再生可能エネルギー
風 力

水 力

太 陽 光

バイオマス

モビリティを含むさまざまなエネルギーを活用し、安定した電力供給に貢献

水素を
水
素を
素を

水素で、新たなエネルギーの時代を創る。
る。

SHS（スマート

水素ステーション）

パッケージ型水素製造・貯蔵装置
再生可能エネルギーで水を電気分解
し、水素を製造。内蔵タンクに貯蔵
した水素を数分で自動車へ充填。コン
パクトなボディに水素製造装置から
充填ノズルまでを搭載し、設置工事も
約1日で完了します。

水素と
水
素と
素と

つくる

つながる
水素を
水
素
素を
を

可搬型AC変換器

つかう

外部
外部給電機能を備えた
車に接続して、FCVで
車に
発電した電気を家庭用
電源に変換。災害時の
非常用電源として、また
アウトドアシーンでの
電源として活躍します。

夢の力で、
水素社会を切り拓け。

http://www.honda.co.jp/shs/

スマート水素
ステーションの設置
風景（動画）
はこちら

FCV（燃料電池自動車）

H2

燃料（水素）
と発電システムを搭載
水素をガソリンのように燃やす
のではなく、
静かに化学反応さ
せて発電。
発電した電気で電気
モーターを動かしてパワフルに、
静かに走行。

http://shs.scpo.info/

Power Exporter

（外部給電用インバータ）
（

【実証実験の様子】
上：さいたま市東部環境センター
下：北九州市エコタウンセンター

スマート水素
ステーションの
サイトはこちら

クルマとつながる。暮らしへひろがる。

Power Exporter Concept 9000

モビリティと暮らしをつなぐ。
未来へつながる。

HEH55

モビリティと家庭をつなぐ
パワーコンディショナー
FCV Concept

家庭から電気自動車への給電はもちろん、
電気自動車や燃料電池車から家庭へ電力
供給も可能です。

Contact Info
本田技研工業株式会社

スマートコミュニティ企画室

Tel : 03-5412-1165 Fax : 03-5412-1405
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スマートＢＥＭＳ
スマート BEMS
株式会社 東芝
株式会社 東芝
Overview
㻌 Overview
※1により大・中規模ビルの空調や照明、エレベーター等の設備を統合し、連携制御することで、
㻌㻌 スマート㻮㻱㻹㻿
※1
スマート BEMS
により大・中規模ビルの空調や照明、エレベーター等の設備を統合し、連携制御することで、

快適性と省エネを高レベルで両立させるとともに、災害時には限りあるエネルギーを有効活用します。㻌
快適性と省エネを高レベルで両立させるとともに、災害時には限りあるエネルギーを有効活用します。

し制御します。

 画像センサ応用設備制御㻌
■ 画像センサ応用設備制御
㻌 従来の赤外線センサなどでは難しいオフィス
従来の赤外線センサなどでは難しいオ
フィス内の執務者の在 / 不在やおおよその
内の執務者の在㻛不在やおおよその人数など
人数などを画像センサで検知し、空調・
を画像センサで検知し、空調・照明の省エネ運
照明の省エネ運転やエレベーターの効率
転やエレベーターの効率運転を実現します。㻌
運転を実現します。

 ピークカット・ピークシフト制御㻌
■ ピークカット・ピークシフト制御
㻌 エネルギー需要予測に従い最適な蓄電・蓄
エネルギー需要予測に従い最適な蓄電・
熱運用スケジュールを作成し制御します。デマ
蓄熱運用スケジュールを作成し制御しま
す。デマンドレスポンス（DR）対応時には、
ンドレスポンス（㻰㻾）対応時には、スケジュー
スケジュールを自動修正し、負荷抑制制
ルを自動修正し、負荷抑制制御を行います。㻌

モデルベース空調最適制御㻌
熱源と空調設備をエネルギー
モデル化し、快適性を維持し
つつ全体エネルギーを最小化。㻌

ピークカット・ピークシフト制御㻌
需要予測に基づく蓄電・蓄熱
の最適運用。ＤＲ要請に対し、
運用スケジュールを自動修正。㻌

部屋温度指示値㻌

 モデルベース空調最適制御㻌
■ モデルベース空調最適制御
空調システムをエネルギーモデル化し、
㻌 空調システムをエネルギーモデル化し、外気
外気や室内負荷などの条件に対して、快
や室内負荷などの条件に対して、快適性を維
適性を維持しながら、エネルギー消費量
持しながら、エネルギー消費量がもっとも少な
がもっとも少なくなる運用設定値を算出
くなる運用設定値を算出し制御します。㻌

Room
Temperature
（℃）

Open Air
Humidity （％）

Open Air Temperature（℃）

画像センサ応用設備制御㻌
画像センサにより人物検知し、
空調・照明制御することで、無
駄のない省エネ運転を実現。㻌

㻮㻯㻼対応制御㻌
停電発生時に送電エリア制限
と設備の負荷容量制御により、
エネルギー供給継続を最大化。㻌

御を行います。

 㻮㻯㻼※2対応制御㻌
■ BCP ※2 対応制御
㻌 広域災害停電時に、限られた非常用発電設
広域災害停電時に、限られた非常用発
備と備蓄燃料を有効活用できるように、各エリ
電設備と備蓄燃料を有効活用できるよう
アの重要度に応じた設備の負荷容量制御によ
に、各エリアの重要度に応じた設備の負
り、エネルギー供給継続を最大化します。㻌
荷容量制御により、エネルギー供給継続
を最大化します。

※1：㻮㼡㼕㼘㼐㼕㼚㼓㻌㻱㼚㼑㼞㼓㼥㻌㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌
※2：㻮㼡㼟㼕㼚㼑㼟㼟㻌㻯㼛㼚㼠㼕㼚㼡㼕㼠㼥㻌㻼㼘㼍㼚（災害などの非常時でも事業を中断しないための行動計画）㻌

㻌
Competence
Competence
㻌 スマート㻮㻱㻹㻿は、弊社スマートコミュニティセンター（川崎）をはじめとする大規模ビルに導入され、省エネ効果
やピークカット効果などを実現しています（以下は、スマートコミュニティセンターにおける実績値（一部試算値））。㻌
スマート BEMS は、弊社スマートコミュニティセンター（川崎）をはじめとする大規模ビルに導入され、省エ
 モデルベース空調最適制御：従来制御に比べ空調動力㻤㻚㻣％削減㻌
ネ効果やピークカット効果などを実現しています（以下は、スマートコミュニティセンターにおける実績値（一
 画像センサ応用設備制御：照明制御で電灯電力㻝㻞㻚㻤％削減、空調制御で空調動力㻝％削減㻌
部試算値））。
 ピークカット・ピークシフト制御：ピーク電力最大㻤％削減可能㻌
■ モデルベース空調最適制御：従来制御に比べ空調動力 8.7％削減
 㻮㻯㻼対応制御：非常用発電機（㻝㻘㻡㻜㻜㼗㼂㻭×㻞）で㻟日間電力供給の継続が可能㻌
■ 画像センサ応用設備制御：照明制御で電灯電力 12.8％削減、空調制御で空調動力 1％削減
■ ピークカット・ピークシフト制御：ピーク電力最大 8％削減可能

■ BCP 対応制御：非常用発電機（1,500kVA × 2 ）で 3 日間電力供給の継続が可能

Contact Info

株式会社東芝㻌 コミュニティ・ソリューション社㻌 技術企画部㻌 鈴木
Info
TelContact
: 044-331-0652
Fax株式会社東芝
: 044-548-9558コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
Email
Tel :: kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
044-331-0652
Fax : 044-548-9558
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
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統合
BEMS
統合ＢＥＭＳ
株式会社
株式会社
東芝 東芝
Overview

Overview

ＤＲ要請量 kWh

各ビルや施設の BEMS を統合 BEMS で接続することにより、複数ビルでの電力消費状況を共有し、節電量の
各ビルや施設のBEMSを統合BEMSで接続することにより、複数ビルでの電力消費状況を共有し、節電量の最適
最適配分によるデマンドレスポンス
（DR）対応能力を最大化するなど、地域の負荷平準化やピークカット、ピー
配分によるデマンドレスポンス（DR）対応能力を最大化するなど、地域の負荷平準化やピークカット、ピークシフト、
クシフト、省エネに貢献します。
省エネに貢献します。
共同作業で
DR対応不可の時間帯
 節電量の最適配分
目標達成
をビル間で補完
■統統合BEMSの概要
合 BEMS の概要
■節
 電量の最適配分
各ビルの節電可能量
各ビルの節電可能量
統合BEMS
を推定して、節電量の
（ビル群管理センター）
を推定して、節電量の
Ｃ
ビルＣ
Ｃ
最適配分によりビル群
Ａ
最適配分によりビル群 ビルＡ
Ｂ
Ｂ
でDRに対応します
でDRに対応します。
0
で
DR に対応します。
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ビルＢ
13:00 14:00 15:00 16:00
クラウドサービス

BACnet/WS

※1

電力事業者など

※2

OpenADR ベース

供給計画

DR発行

Internet

制御端末

ビル群管理センター

需要予測
（前日・当日）

ＢＥＭＳ
なし

ＢＥＭＳ
なし

既設
ＢＥＭＳ

既設
ＢＥＭＳ

スマート
スマ
ト
ＢＥＭＳ

スマート
スマ
ト
ＢＥＭＳ

※1：ビル監視用制御プロトコルの業界標準であるBACnetをWebサービス化
※2：自動デマンドレスポンスの米国標準規格

ル群エネルギー見える化
■ビビル群エネルギー見える化
ビルやフロア、設備ごとの
ビルやフロア、設備ごとの
消費エネルギーを面的・階層
消費エネルギーを面的・階層
的に可視化します。複数ビル
的に可視化します。複数ビル
のランキング表示により需要
のランキング表示により需要
家の省エネ意識を高めます。
家の省エネ意識を高めます。

DR量配分
R量配分

調整余力推定

Internet
ビルデータ収集

省エネ制御
DR制御実行
ビル設備機器

テナント許容度
DR：なし

BEMS
なし

DR：小

既設
BEMS

DR：中

スマート
BEMS

DR：大

スマートBEMS
＋蓄電池

Competence

Competence
BEMS未導入の中・小規模ビルやテナント群に対しても、クラウド利用でエネルギー管理や節電操作を実現します。
 電力事業者などから発せられるDRに対して、各ビルの負荷調整可能量を推定し、個々の能力に応じた無理の
■ BEMS 未導入の中・小規模ビルやテナント群に対しても、クラウド利用でエネルギー管理や節電操作を実現
ない節電量の融通を実現します。
します。
 DR対応を代行し、個々の設備の節電運用を遠隔リコメンドサービスで支援します。
対応を代行し 個々の設備の節電運用を遠隔リ メ ドサ ビ
支援します
■電横浜スマートシティープロジェクト（YSCP）のDR実証実験に参画し、夏季実績として最大22.8％のピークカットを
力事業者などから発せられる DR に対して、各ビルの負荷調整可能量を推定し、個々の能力に応じた無理
のない節電量の融通を実現します。
確認しています（横浜市記者発表資料より）。
■ DR 対応を代行し、個々の設備の節電運用を遠隔リコメンドサービスで支援します。

■横
 浜スマートシティープロジェクト（YSCP）の DR 実証実験に参画し、夏季実績として最大 22.8％のピーク
カットを確認しています（横浜市記者発表資料より）。

Contact Info

株式会社東芝 コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
Tel : 044‐331‐0652
Contact
Info
Fax : 044‐548‐9558
株式会社東芝 コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
Tel : 044-331-0652
Fax : 044-548-9558
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
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ホームソリューション
ホームソリューション
株式会社
東芝
株式会社
東芝
Overview

㻌 Overview
家庭の各機器をネットワーク対応とし、電力情報や各機器の使用状況を把握・分析することにより、ユー
㻌 㻌 ザのニーズに合ったサービス提供やスマート家電の遠隔操作など、省エネや快適な暮らしのサポートに貢献
家庭の各機器をネットワーク対応とし、電力情報や各機器の使用状況を把握・分析することにより、ユーザの
ニーズに合ったサービス提供やスマート家電の遠隔操作など、省エネや快適な暮らしのサポートに貢献します。㻌
します。

ラ
 イフログ活用サービス
■ライフログ活用サービス㻌

消費電力情報や家電利用

㻌 情報の記録から各家庭のラ
消費電力情報や家電利用
情報の記録から各家庭のラ
イフスタイルを判定するこ
イフスタイルを判定すること
とにより、例えば自炊率の
により、例えば自炊率の低
低い家庭には外食クーポン
い家庭には外食クーポンを
を 発 行 す る な ど、 そ れ ぞ
発行するなど、それぞれの
れの家庭のニーズに合った
サービスをタイムリーに提
家庭のニーズに合ったサー
供できます。
ビスをタイムリーに提供でき
ます。㻌
■ 家電コンシェルジュサービス



外出中に室温が高くなる 㻌
とメール通知を届ける見守
㻌 外出中に室温が高くなる
りサポートや、エアコンの
とメール通知を届ける見守
遠隔操作機能、家電の故障
りサポートや、エアコンの
を予知してお知らせする故
障予知診断、複数家電を一
遠隔操作機能、家電の故
括操作で節電モード設定す
障を予知してお知らせする
るなどのサービスを提供で
故障予知診断、複数家電
きます。
を一括操作で節電モード

設定するなどのサービスを
提供できます。㻌
Competence
㻌 スマート分電盤やスマートメータから収集した消費電力情報や、スマート家電から収集した家電機器情報を
Competence
■
ライフログとしてクラウド上に収集し、ライフログ分析エンジンを用いて各世帯のライフスタイルパターン
 スマート分電盤やスマートメータから収集した消費電力情報や、スマート家電から収集した家電機器情報をラ
を判定することにより、快適な生活を実現します。
イフログとしてクラウド上に収集し、ライフログ分析エンジンを用いて各世帯のライフスタイルパターンを判定す
■ることにより、快適な生活を実現します。㻌
家電コンシェルジュサービスに対応した家電により、生活支援サービスを実現します。
■家電コンシェルジュサービスに対応した家電により、生活支援サービスを実現します。㻌
高性能な蓄電システムに、太陽光発電システム、燃料電池システムを加えた、3 つのエネルギー機器連携に
 高性能な蓄電システムに、太陽光発電システム、燃料電池システムを加えた、㻟つのエネルギー機器連携によ
より、光熱費の削減や非常時の電力供給を実現します。
り、光熱費の削減や非常時の電力供給を実現します。㻌 㻌 㻌

Contact Info

Contact Info
コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
株式会社東芝
株式会社東芝㻌
コミュニティ・ソリューション社㻌 技術企画部㻌 鈴木
Tel
: 044-331-0652
Tel :: 044-331-0652
Fax
044-548-9558
Fax : 044-548-9558
Email
: kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
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Fujisawa サスティナブル・スマートタウン

Fujisawaサスティナブル・スマートタウン
Fujisawaサスティナブル・スマートタウン
Fujisawaサスティナブル・スマートタウン
パナソニック株式会社

パナソニック株式会社
パナソニック株式会社
Overview
㻌 㻌 パナソニック株式会社
㻌 㻌㻌
㻌

「Fujisawa サスティナブル・スマートタウン」
•• 企 業 19 団体と藤沢市の官民一体の共同
・
プロジェクト
•
•1
㻌 㻌
・
• 000 世帯もの家族の営みが続くリアルな 㻌 㻌
スマートタウン
• 民ひとりひとりのくらし起点の街づくり 㻌 㻌
•住
・
•
・
• 自然の恵みを取り入れた
•
㻌 •“ エコ ＆ スマートなくらし ” が持続する街

㻌•
㻌

㻌
㻌 Competence
㻌
㻌 㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ソリューション事例
㻌
イスカンダルプロジェクト
㻌
イスカンダルプロジェクト
イスカンダルプロジェクト

※ イスカンダル地域開発庁 Iskandar Regional Development Authority

※ イスカンダル地域開発庁
Iskandar
Regional
Development
Authority
※ イスカンダル地域開発庁
Iskandar
Regional
Development
Authority

Contact Info
（藤沢サスティナブルスマートタウン）㻌
Contact
Info
Contact
Info ビジネスソリューション本部
Contact
Info
パナソニック株式会社㻌
ＣＲＥ事業推進部藤沢SST推進課㻌
（藤沢サスティナブルスマートタウン）㻌
（藤沢サスティナブルスマートタウン）㻌
（藤沢サスティナブルスマートタウン）
担当：荒川、和田㻌
電話：03-3574-5604㻌
パナソニック株式会社㻌
ビジネスソリューション本部
パナソニック株式会社㻌
ビジネスソリ
ューション本部
パナソニ
ック株式会社 ビジネスソリューション本部
ＣＲＥ事業推進部藤沢SST推進課㻌
ＣＲＥ事業推進部藤沢SST推進課㻌
CRE 事業推進部藤沢 SST 推進課
担当：荒川、和田㻌
電話：03-3574-5604㻌
担当：荒川、和田㻌
電話：03-3574-5604㻌
担当：荒川、和田 電話：03-3574-5604

（イスカンダルプロジェクト）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
パナソニック株式会社㻌 ES社㻌 経営企画グループ㻌
スマートシティ推進チーム
（イスカンダルプロジェクト）㻌㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌
（イスカンダルプロジェクト）㻌
（イスカンダルプロジェクト）
担当：金子㻌
電話：03-6218-1607
パナソニック株式会社㻌
ES社㻌経営企画グループ㻌
経営企画グループ㻌
パナソニック株式会社㻌
ES社㻌
社 経営企画グループ
パナソニ
ック株式会社 ES
スマートシティ推進チーム
スマートシティ推進チーム
スマートシティ推進チーム
担当：金子㻌電話：03-6218-1607
電話：03-6218-1607
担当：金子㻌
担当：金子 電話：03-6218-1607
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集合住宅におけるエネルギーマネジメント

集合住宅におけるエネルギーマネジメント
東京ガス株式会社

東京ガス株式会社
㻌 Overview
Overview
㻌• 集合住宅において、太陽光発電システム、太陽熱利用ガス温水システム「SOLAMO（ソラモ）」などの再生可

・集
合住宅において、太陽光発電システム、太陽熱利用ガス温水システム「SOLAMO（ソラモ）」などの再生可
能エネルギーを最大限設置するとともに、家庭用燃料電池「エネファーム」や蓄電池などを導入。
能エネルギーを最大限設置するとともに、家庭用燃料電池
「エネファーム」や蓄電池などを導入。
• ①電力・熱エネルギーの融通、②統合制御システムによる住棟の最適なエネルギーマネジメント、③HEMS
・①電力・熱エネルギーの融通、②統合制御システムによる住棟の最適なエネルギーマネジメント、③ HEMS
による住まい手の省エネルギー行動促進、によって省エネ、省CO2および電力ピークカットへの貢献を実現。
による住まい手の省エネルギー行動促進、によって省エネ、省 CO2 および電力ピークカットへの貢献を実現。
•・停
停電時の建物内自立運転を実証し、エネルギーセキュリティの向上も実現。
電時の建物内自立運転を実証し、エネルギーセキュリティの向上も実現。

【建物情報】
【建物情報】
• ・
横浜市磯子区汐見台
横浜市磯子区汐見台
• ・
住戸数24戸
住戸数 24 戸
• ・
2012年3月竣工
2012 年 3 月竣工
高断熱仕様（等級 4 超）
• ・
高断熱仕様（等級4超）
通風、採光、緑化に考慮したパッシブ設計
• ・
通風、採光、緑化に考慮したパッシブ設計
【エネルギーシステムの特徴】

【エネルギーシステムの特徴】
・エネファームを 4 住戸に 2 台設置
• エネファームを4住戸に2台設置
・太 陽光とエネファームで発電した電気
• 太陽光とエネファームで発電した電気を住
を住棟内で融通
棟内で融通
・
エネファームの発電時に生じた熱
（お湯）
• エネファームの発電時に生じた熱（お湯）
を 4 住戸で分け合う
を4住戸で分け合う
・
蓄 電池・電気自動車、エネファームを
電力ピークカットに活用
• 蓄電池・電気自動車、エネファームを電力
ピークカットに活用
※このプロジェクトは、横浜市が実施する「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」の一部として実施した。

※このプロジェクトは、横浜市が実施する「横浜スマートシティプロジェクト（㼅㻿㻯㻼）」の一部として実施した。㻌

Achievements
㻌 Achievements
㻌

2012 ～ 2014 年度の実証事業により、下記の成果を達成した。

㻞㻜㻝㻞～㻞㻜㻝㻠年度の実証事業により、下記の成果を達成した。㻌
・住棟全体で一次エネルギーを 30% 削減、CO2 を 38% 削減。

・HEMS で省エネ行動を促すことにより、さらに７％の追加的省エネの達成を確認。
・住棟全体で一次エネルギーを㻟㻜㻑削減、㻯㻻２を㻟㻤㻑削減。㻌

・電力ピーク時の DR 対応試験において、夏季 58%、冬季 49% のピークカットを実現し、EF や蓄電池による

・㻴㻱㻹㻿で省エネ行動を促すことにより、さらに７％の追加的省エネの達成を確認。㻌
系統電力負荷抑制の効果を確認。

・電力ピーク時の㻰㻾対応試験において、夏季㻡㻤㻑、冬季㻠㻥㻑のピークカットを実現し、㻱㻲や蓄電池による系統電力
負荷抑制の効果を確認。㻌

Contact Info

東京ガス株式会社

Contact
Info
Tel
: 03-5400-7645

営業イノベーションプロジェクト部

イノベーション企画グループ

Fax
: 03-5400-3697 営業イノベーションプロジェクト部㻌
東京ガス株式会社㻌
Email
: tk_ogata@tokyo-gas.co.jp
Tel : 03-5400-7645

Fax : 03-5400-3697
Email : tk_ogata@tokyo-gas.co.jp
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スマートグリッドと PHV 連携による ADR* 実証

ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞとPHV連携によるADR＊実証

＊ Automated Demand Response

トヨタ自動車株式会社

＊Automated Demand Response

トヨタ自動車株式会社
Overview

㻌 Overview
トヨタ自動車は、インディアナ州における
Duke Energy 社との共同研究に続き、経産省のデマンドレスポン
㻌 トヨタ自動車は、インディアナ州におけるDuke
Energy社との共同研究に続き、経産省のデマンドレスポンス実

ス実証事業（早稲田大学、デンソー、住友電工と共同）を実施。本実証は、HEMS と接続して他の機器との協調、
証事業（早稲田大学、デンソー、住友電工と共同）を実施。本実証は、HEMSと接続して他の機器との協調、
V2H（Vehicle to Home）機能を組み合わせることで、更に、日本のニーズにあったしくみとしている。
V2H(Vehicle to Home)機能を組み合わせることで、更に、日本のニーズにあったしくみとしている。
実 証 で は 電 力 会 社 を 模 擬 し た DRAS（Demand Response Automation Server）の DR、TOU（Time of
実証では電力会社を模擬したDRAS（Demand
Response Automation Server)のDR、TOU(Time of Use)の情報に
Use）
の情報に基づいてプラグインハイブリッドへの充電を最適化する。米国実証で得られた成果と同様に、
基づいてプラグインハイブリッドへの充電を最適化する。米国実証で得られた成果と同様に、電力ピークを避
電力ピークを避けながら予定出発時刻までに充電が完了するしくみを Echonet Lite の環境でも可能であるこ
けながら予定出発時刻までに充電が完了するしくみをEchonet Liteの環境でも可能であることを証明した。
とを証明した。

Duke Energy
As for PHV

早大DRAS
（電力模擬ｻｰﾊﾞ)

for limited distribution

⇒High / full SoC is not necessarily mandatory, and the capacity of battery is relatively small,
so using lower price period more aggressively might be possible

price

Charging under
lower price period

0

3

6

9

12

15

18

21

time
24
PHV does not need to
keep margin of SoC,
and capacity is small

started

TOU情報,DR要請

HEMS

⇒charging under
higher price period
might be inadvisable

Charging
Start

Charging
End

drive

drive

15

最適充電

TOU情報,DR要請
ECHONET Lite

Gateway
router

充電器

充
電

充
電

電気料金

出発時刻設定
現在

翌日出発時刻

実際の出発時刻

Competence
㻌
Competence
従来のHEMSが電力の見える化によってお客様の自主性に期待したのに対し、電力会社からの信号・情報に
従来の
HEMS が電力の見える化によってお客様の自主性に期待したのに対し、電力会社からの信号・情報に基
基づいて自動的に最適な充電時間が設定できるためユーザは意識することなく安価に充電が可能。
づいて自動的に最適な充電時間が設定できるためユーザは意識することなく安価に充電が可能。
インディアナの実証結果ではDRはすべて予定通り履行、自動充電設定時間についても９割以上が選択してお
インディアナの実証結果では DR はすべて予定通り履行、自動充電設定時間についても９割以上が選択してお
りお客様の利便性を損なうことなく無理のないピークシフトが可能である。
りお客様の利便性を損なうことなく無理のないピークシフトが可能である。
車とスマートグリッドとの双方向通信によりDR実行履歴を残したり、新たな付加価値も期待できる。
車とスマートグリッドとの双方向通信により DR 実行履歴を残したり、新たな付加価値も期待できる。
また、今後、より弾力性のある電力制度も想定され、これらの実証のしくみを実際に活用できる環境も整いつ
また、今後、より弾力性のある電力制度も想定され、これらの実証のしくみを実際に活用できる環境も整いつ
つある。
つある。

Contact Info
トヨタ自動車

技術統括部

担当：汲田

Tel : 0565-72-5444
Fax : 0565-72-1169
Email : kunihiko_kumita@mail.toyota.co.jp
トヨタ自動車㻌 技術統括部 㻌 担当：汲田
Tel : 0565-72-5444
Fax : 0565-72-1169
Email : kunihiko_kumita@mail.toyota.co.jp

Contact Info
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スマートマンションソリューション

スマートマンションソリューション㻌
スマートマンションソリューション㻌
三菱電機株式会社
三菱電機株式会社
Overview

三菱電機株式会社
㻌 Overview
三菱電機はマンション全体の安全・安心、生活する人への生活情報、省エネ、運営管理をトータルサポート
㻌 㻌 三菱電機はマンション全体の安全・安心、生活する人への生活情報、省エネ、運営管理をトータルサポート
Overview
㻌するスマートマンションソリューションをご提供いたします。
するスマートマンションソリューションをご提供いたします。㻌
㻌 㻌 三菱電機はマンション全体の安全・安心、生活する人への生活情報、省エネ、運営管理をトータルサポート
㻌

するスマートマンションソリューションをご提供いたします。㻌
天気・交通情報㻌
㻌
防災・防犯㻌
災害時対策㻌
防災・防犯㻌
災害時対策㻌

イベント情報㻌
掲示・回覧㻌
天気・交通情報㻌
イベント情報㻌
掲示・回覧㻌

安全㻌
安心㻌
安全㻌
安心㻌

デジタルサイネージ㻌

生活㻌
情報㻌
生活㻌
情報㻌

防犯カメラ㻌 スマート家電㻌
デジタルサイネージ㻌
入退室管理㻌
防犯カメラ㻌

非常用電源㻌

入退室管理㻌

非常用電源㻌

㻹㻱㻹㻿㻌
スマート家電㻌
㻹㻱㻹㻿㻌

省エネ㻌

電力の見える化㻌
㻌家電制御㻌
電力の見える化㻌
㻌家電制御㻌

省エネ㻌
高圧一括受電㻌
高圧一括受電㻌
検針
機器㻌
検針機器㻌

太陽光発電㻌
太陽光発電㻌

デマンドレスポンス㻌

運営㻌
管理㻌
運営㻌
管理㻌

デマンドレスポンス㻌

クラウド㻌
クラウド㻌

㻰㻾要請㻌
検針情報㻌
㻰㻾要請㻌
検針情報㻌
電気代削減㻌

発電機
蓄電池

電気代削減㻌

発電機
蓄電池

災害情報㻌

防災・セキュリティ㻌

災害情報㻌

防災・セキュリティ㻌

生活情報ポータル㻌
生活情報ポータル㻌

高圧一括受電㻌
高圧一括受電㻌

㻌 Competence
㻌 㻌 Competence
Competence
 㻌 防犯カメラ、入退室管理システムなどにより住民のセキュリティを確保いたします。
■
災害時、非常用電源によるライフラインの確保や災害情報などにより最低限の生活をサポートします。
防防犯カメラ、入退室管理システムなどにより住民のセキュリティを確保いたします。
犯カメラ、入退室管理システムなどにより住民のセキュリティを確保いたします。
■
生活情報ポータルではクラウドを活用して施設予約や生活に必要な情報、地域のお得な情報などを提供する
 災災害時、非常用電源によるライフラインの確保や災害情報などにより最低限の生活をサポートします。
害時、非常用電源によるライフラインの確保や災害情報などにより最低限の生活をサポートします。
ことでコミュニティの活性化をサポートします。

生活情報ポータルではクラウドを活用して施設予約や生活に必要な情報、地域のお得な情報などを提供する
■ 生活情報ポータルではクラウドを活用して施設予約や生活に必要な情報、地域のお得な情報などを提供する
 MEMSと連携して機器の制御やデマンドレスポンス（DR）による省エネ・コスト低減をサポートします。
ことでコミュニティの活性化をサポートします。
ことでコミュニティの活性化をサポートします。
 高圧一括受電のサービスおよび受電設備、検針機器などの設備提供から工事までご提供します。
MEMSと連携して機器の制御やデマンドレスポンス（DR）による省エネ・コスト低減をサポートします。
■ MEMS と連携して機器の制御やデマンドレスポンス（DR）による省エネ・コスト低減をサポートします。
 高圧一括受電のサービスおよび受電設備、検針機器などの設備提供から工事までご提供します。
■ 高圧一括受電のサービスおよび受電設備、検針機器などの設備提供から工事までご提供します。

ContactInfo
Info
Contact
Contact
Info インフォメーションシステム統括事業部
三菱電機株式会社㻌
インフォメーションシステム統括事業部
三菱電機株式会社
インフォメーションシステム統括事業部
Tel三菱電機株式会社㻌
: 03-3218-3128
TelTel
: 03-3218-3128
: 03-3218-3128
Fax : 03-3218-3638
FaxFax
: 03-3218-3638
: 03-3218-3638
URL：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mems
URL：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mems
URL：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mems
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横浜スマートシティプロジェクト(YSCP)

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）
商業施設向けエネルギマネジメントシステム(EMS)実証
商業施設向けエネルギマネジメントシステム
（EMS）実証
日揮グループ

日揮グループ
㻌 Overview
Overview
㻌 近年、世界中で快適な生活・経済発展・環境に配慮したスマートコミュニティのあり方を模索する動きが盛ん

近年、世界中で快適な生活・経済発展・環境に配慮したスマートコミュニティのあり方を模索する動きが盛ん
になっています。このような中、日揮グループは大型プロジェクトで培ったプロジェクトマネジメント能力と、イ
になっています。このような中、日揮グループは大型プロジェクトで培ったプロジェクトマネジメント能力と、
ンフラ施設に関するエンジニアリング能力を活かし、都市開発計画に積極的に取り組んでいます。
インフラ施設に関するエンジニアリング能力を活かし、都市開発計画に積極的に取り組んでいます。
日揮グループは、2011年度から2014
日揮グループは、2011
年度から 2014年度までイトーヨーカドー横浜別所店において、太陽光発電設備や
年度までイトーヨーカドー横浜別所店において、太陽光発電設備や蓄
蓄電設備等で構成された自立運転可能な蓄電複合システム実証設備を設置し、エネルギー需給予測に基
電設備等で構成された自立運転可能な蓄電複合システム実証設備を設置し、エネルギー需給予測に基づくビル
づくビルディングエネルギーマネジメントシステムを用いて、エネルギー利用効率を最大化する実証試験を
ディングエネルギーマネジメントシステムを用いて、エネルギー利用効率を最大化する実証試験を行っていま
す。本実証ではコミュニティレベルでのエネルギーマネジメントシステムから発信されるエネルギー逼迫情報
行っています。本実証ではコミュニティレベルでのエネルギーマネジメントシステムから発信されるエネル
をもとにした、デマンドレスポンスの実証も行います。
ギー逼迫情報をもとにした、デマンドレスポンスの実証も行います。

㻌
Competence

Competence

 エネルギー需給予測に基づき運転計画を立案できるビルディングエネルギマネジメントシステムです。
■ エネルギー需給予測に基づき運転計画を立案できるビルディングエネルギマネジメントシステムです。
 コミュニティレベルでエネルギーを有効利用するためには、そのコミュニティの中心となる施設の利用者の行動
■ コ
ミュニティレベルでエネルギーを有効利用するためには、そのコミュニティの中心となる施設の利用者の
も重要な要素となると考えており、施設のエネルギー需給予測および人の行動予測（嗜好情報など）をもとに、
行動も重要な要素となると考えており、施設のエネルギー需給予測および人の行動予測（嗜好情報など）をも
利用者に対してインセンティブ（行動の動機付け）となる情報を発信することで省エネ行動を自発的に促す「人
とに、利用者に対してインセンティブ（行動の動機付け）となる情報を発信することで省エネ行動を自発的に
とエネルギーの調和」を目指したサービスも検討しております。㻌
促す「人とエネルギーの調和」を目指したサービスも検討しております。

Contact Info

Contact Info
日揮株式会社㻌 テクノロジーイノベーションセンター㻌 技術ビジネス開発部㻌 平岡、長谷川
テクノロジーイノベーションセンター 技術ビジネス開発部 平岡、長谷川
日揮株式会社
Tel : 045-682-8299
Tel
Fax: :045-682-8299
045-682-8009
Fax : 045-682-8009
Email : hiraoka.kazutaka@jgc.co.jp, hasegawa.hiroaki@jgc.co.jp
Email : hiraoka.kazutaka@jgc.co.jp, hasegawa.hiroaki@jgc.co.jp
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LoCas-1「電力使用量の見える化＋需要予測」
「電力使用量の見える化＋需要予測」
LoCas-1
株式会社 アーク情報システム

株式会社アーク情報システム

Overview
㻌 Overview
㻌 アーク情報システムは、お客様のビジネスを高い技術力と提案力でサポートします。業務システム開発はも

㻌 アーク情報システムは、お客様のビジネスを高い技術力と提案力でサポートします。業務システム開発

ちろん、数値解析技術、映像処理技術、高速処理技術、CAD 技術、PC パッケージ開発技術を組み合わせた高
はもちろん、数値解析技術、映像処理技術、高速処理技術、CAD技術、PCパッケージ開発技術を組み合
度なシステム開発で、お客様に最適なソリューションを提供します。

わせた高度なシステム開発で、お客様に最適なソリューションを提供します。

■ LoCas-1 「
- 見える化＋需要予測」でエネルギー使用量 10% 削減計画を運用支援 -

■LoCas-1
-「見える化＋需要予測」でエネルギー使用量10%削減計画を運用支援「電力の見える化＋需要予測」でビルや商業施設等の電力使用量削減のサポートをするシステムです。既電力
㻌
「電力の見える化＋需要予測」でビルや商業施設等の電力使用量削減のサポートをするシステムです。
使用状況、施設利用情報、気象情報等々の要因から予測計算を行います。予測アルゴリズムは３種あり、施設
既電力使用状況、施設利用情報、気象情報等々の要因から予測計算を行います。予測アルゴリズムは
に最適な方法を選択できます。システムはクラウド上で実現しています。
３種あり、施設に最適な方法を選択できます。システムはクラウド上で実現しています。

㻌 Competence
Competence
㻌 実績のある数値解析技術をベースに、㻸㼛㻯㼍㼟㻙㻝は低炭素化をサポートするシステムとして開発されました。最近
実績のある数値解析技術をベースに、LoCas-1 は低炭素化をサポートするシステムとして開発されました。
のスマートメーター導入などにより、広い範囲での適応が可能になっています。㻌
最近のスマートメーター導入などにより、広い範囲での適応が可能になっています。
 既電力使用状況、施設利用情報、気象情報、生産計画情報等々の要因から高度アルゴリズムで予測計算し
■ます。
既電力使用状況、施設利用情報、気象情報、生産計画情報等々の要因から高度アルゴリズムで予測計算します。
建物の構造や設備の詳細情報を使用せず、過去の電力量データ・気象データ等から統計的・時系列的に予測
■建物の構造や設備の詳細情報を使用せず、過去の電力量データ・気象データ等から統計的・時系列的に予測
しているため、各種施設への導入が容易で水道等にも応用の可能性があります。
しているため、各種施設への導入が容易で水道等にも応用の可能性があります。

Contact
ContactInfo
Info

株式会社アーク情報システム
株式会社アーク情報システム㻌営業部
営業部㻌馬込
馬込
Tel
Tel : 03-3234-9232
03-3234-9232
Fax
Fax::03-3234-9403
03-3234-9403
Email
Email :: smart@ark-info-sys.co.jp
smart@ark-info-sys.co.jp
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戦略経営に効果的なエネルギーデータ活用

戦略経営に効果的なエネルギーデータ活用
Enetune-BEMS
Enetune-BEMS
富士通株式会社

富士通株式会社

Overview
㻌 Overview
㻌 クラウド型EMSサービス
クラウド型
EMS サービスEnetune-BEMSは、先進的なIoTセンサーネットワーク技術と安全性・信頼性の高いク
Enetune-BEMS は、先進的な IoT センサーネットワーク技術と安全性・信頼性の高
いクラウド基盤を活用し、企業が管理
/ 保有する複数拠点のエネルギーデータを統合管理します。
ラウド基盤を活用し、企業が管理/保有する複数拠点のエネルギーデータを統合管理します。

また、拠点間ベンチマーク機能やデマンド監視制御機能、電力需要予測機能により、企業のエネルギーマネジ
また、拠点間ベンチマーク機能やデマンド監視制御機能、電力需要予測機能により、企業のエネルギーマネ
メントの効率化に貢献します。
ジメントの効率化に貢献します。

㻌
Competence
Competence
㻌
■先先進IoT技術により多拠点のエネルギーデータを集約し、リアルタイムな状況把握、エネルギーマネジメントが
進 IoT 技術により多拠点のエネルギーデータを集約し、リアルタイムな状況把握、エネルギーマネジメン
トが可能
可能
■高高精度な需要予測技術・ビッグデータ分析により、電力調達や設備更新計画の最適化など戦略経営を実現
精度な需要予測技術・ビッグデータ分析により、電力調達や設備更新計画の最適化など戦略経営を実現

専門コンサルにより、お客様のエネルギー運用をサポート。省エネ施策提案に加え、改善チューニングなど
■ 専門コンサルにより、
お客様のエネルギー運用をサポート。省エネ施策提案に加え、
改善チューニングなどトー
トータルに支援
タルに支援

Contact
Info
Contact
Info
富士通コンタクトライン（総合窓口）㻌 0120-933-200㻌 受付時間 9:00～17:30
富士通コンタクトライン（総合窓口） 0120-933-200 受付時間 9：00 ～ 17：30
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）
富士通公開サイト㻌
http://jp.fujitsu.com/㻌 㻌
富士通公開サイト
http://jp.fujitsu.com/
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発電ロスの早期発見による機会損失防止
発電ロスの早期発見による機会損失防止
Venus Solar
Venus
Solar
富士通株式会社
富士通株式会社
㻌 Overview
Overview
㻌
㼂㼑㼚㼡㼟㻌㻿㼛㼘㼍㼞㻌は、小規模な太陽光発電システムの運用を行う事業者様向けの太陽光発電監視サービスです。
Venus
Solar は、小規模な太陽光発電システムの運用を行う事業者様向けの太陽光発電監視サービスです。当
当サービスは、自然環境など外的要因による様々な障害や、稼働年数による発電性能低下において、その
サービスは、自然環境など外的要因による様々な障害や、稼働年数による発電性能低下において、その発電機
発電機会損失を防ぎ、事業収益性／投資回収など事業計画の達成に貢献します。㻌
会損失を防ぎ、事業収益性／投資回収など事業計画の達成に貢献します。

㻌
Competence
Competence
■
ラウド型システムにより、インターネット経由で複数拠点に分散された発電情報を遠隔で一元管理。
 ククラウド型システムにより、インターネット経由で複数拠点に分散された発電情報を遠隔で一元管理。

 計計測方法を複数用意することによりパワーコンディショナー(PCS
＊1)のマルチベンダーに対応。
■
測方法を複数用意することによりパワーコンディショナー（PCS
＊ 1）のマルチベンダーに対応。
 発発電量等のビックデータを用いたデータ分析機能に基づくアラート機能により故障を早期発見。
■
電量等のビックデータを用いたデータ分析機能に基づくアラート機能により故障を早期発見。
＊㻝㻌
㻌 㻌＊㻞㻌㻌㻯㼀：㻯㼡㼞㼞㼑㼚㼠㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌
＊
1 㻼㻯㻿：㻼㼛㼣㼑㼞㻌㻯㼛㼚㼐㼕㼠㼕㼛㼚㼕㼚㼓㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌
PCS：Power Conditioning System
＊ 2 CT：Current Transformer

Contact Info

Contact Info （総合窓口） 0120-933-200 受付時間 9：00 ～ 17：30
富士通コンタクトライン
富士通コンタクトライン（総合窓口）㻌 0120-933-200㻌 受付時間 9:00～17:30
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）
富士通公開サイト
http://jp.fujitsu.com/
富士通公開サイト㻌 http://jp.fujitsu.com/
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スマートビル（マイクログリッド、スマート BEMS）

スマートビル（マイクログリッド、スマートＢＥＭＳ）

清水建設株式会社

清水建設株式会社
Overview

■ 多様なディマンドリスポンスが可能なスマート BEMS、マイクログリッドを提供。

㻌 Overview

■通
 常は省エネ制御・快適性制御と面的エネルギー供給制御、電力需給逼迫時はピークカット・ピークシフト
㻌 による買電量削減制御、非常時は自立運転制御と非常電源の面的供給制御を実施。
 多様なディマンドリスポンスが可能なスマートＢＥＭＳ、マイクログリッドを提供。㻌
 例：日米スマートグリッド実証事業
通常は省エネ制御・快適性制御と面的エネルギー供給制御、電力需給逼迫時はピークカット・ピークシフト
■ 事
（スマートビル実証）
（NEDO 実証事業）
による買電量削減制御、非常時は自立運転制御と非常電源の面的供給制御を実施。㻌
スマートグリッドと連系する延べ床面積
7,000m2 の商業ビルに太陽光発電、蓄電池、ガスエンジン、燃料
 事例：㻌 日米スマートグリッド実証事業（スマートビル実証）（㻺㻱㻰㻻実証事業）
電池、蓄熱槽で構成されるマイクログリッドを構築。スマートグリッドの
EMS と連携し、スマート BEMS に
スマートグリッドと連系する延べ床面積㻣㻘㻜㻜㻜㼙㻞の商業ビルに太陽光発電、蓄電池、ガスエンジン、燃料電
より多様なディマンドリスポンスを制御。
池、蓄熱槽で構成されるマイクログリッドを構築。スマートグリッドの㻱㻹㻿と連携し、スマートＢＥＭＳにより多
様なディマンドリスポンスを制御。㻌

スマートビル実証
Mesa del Sol Aperture Center (米国NM州)

スマートビル㻌

㻌
Competence
Competence
㻌
■地地域の特性に応じた電源構成によるマイクログリッドの構築。㻌
域の特性に応じた電源構成によるマイクログリッドの構築。
■ススマート㻮㻱㻹㻿による系統電力の需給状況や変動電力料金に対応する多様な発電制御とデマンド制御。㻌
マート BEMS による系統電力の需給状況や変動電力料金に対応する多様な発電制御とデマンド制御。

導入実績：㻌
日米スマートグリッド実証（スマートビル実証）（㻺㻱㻰㻻実証事業）、㻞㻜㻝㻞年から稼動中。㻌
■ 導入実績：日米スマートグリッド実証
（スマートビル実証）
（NEDO 実証事業）、2012 年から稼動中。
 導入実績：㻌 清水建設技術研究所、㻞㻜㻜㻢年から稼動中。
■ 導入実績：清水建設技術研究所、2006 年から稼動中。

Contact Info

Contact Info ecoBCP 事業推進室
清水建設株式会社
Tel清水建設株式会社㻌
: 03-3561-2233 ecoBCP事業推進室
: 03-3561-2233
FaxTel
: 03-3561-8519
Fax : 03-3561-8519
Email
akira.yamauchi@shimz.co.jp
Email : akira.yamauchi@shimz.co.jp
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ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）
ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）
清水建設株式会社
清水建設株式会社

Overview
㻌 Overview
㻌 ■地域特性に応じた省エネルギーと創エネルギーで実現する㼆㻱㻮（ゼロ・エネルギー・ビル）。㻌
地域特性に応じた省エネルギーと創エネルギーで実現する ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）。

■都心型は、ハイブリッド外装、タスク㻒アンビエント空調・照明等先進技術による大幅な省エネルギーを実現。㻌
都心型は、ハイブリッド外装、タスク & アンビエント空調・照明等先進技術による大幅な省エネルギーを実現。
■郊外型は、自然通風・自然採光・高断熱等のパッシブ技術と、太陽光発電・バイオマスコジェネ等のオンサイ
郊外型は、自然通風・自然採光・高断熱等のパッシブ技術と、太陽光発電・バイオマスコジェネ等のオンサ
ト再生可能エネルギーによりネット・ゼロ・エネルギーを実現。㻌
イト再生可能エネルギーによりネット・ゼロ・エネルギーを実現。

都心型㼆㻱㻮㻌（超環境配慮型超高層オフィス）

郊外型ZEB

Competence

㻌■ 地域特性に応じた省エネルギー技術と創エネルギー技術のインテグレーション。
Competence

㻌




■ スマート BEMS とマイクログリッドによるエネルギー需給の最適制御。

地域特性に応じた省エネルギー技術と創エネルギー技術のインテグレーション。㻌
■ 導入実績：清水建設本社ビル：都心型の超高層ビル（51,800m2、22 階）において約 60% の省 CO2 を実現。
スマートＢＥＭＳとマイクログリッドによるエネルギー需給の最適制御。㻌
2012 年から稼動中。
導入実績：㻌
清水建設本社ビル：㻌 都心型の超高層ビル（㻡㻝㻘㻤㻜㻜㼙㻞、㻞㻞階）において約㻢㻜㻑の省㻯㻻㻞を実現。
■ 導 入実績：Ａ社オフィスビル：郊外型低層ビル（8,400m2）においてネット・ゼロ・エネルギーを実現。
㻞㻜㻝㻞年から稼動中。㻌
2013 年から稼動中。
 導入実績：㻌
Ａ社オフィスビル：㻌 郊外型低層ビル（㻤㻘㻠㻜㻜㼙㻞）においてネット・ゼロ・エネルギーを実現。㻞㻜㻝㻟年か
ら稼動中。㻌

Contact Info
清水建設株式会社

ecoBCP 事業推進室

Tel : 03-3561-2233
Fax : 03-3561-8519
Email : akira.yamauchi@shimz.co.jp

Contact Info

清水建設株式会社㻌 ecoBCP事業推進室
Tel : 03-3561-2233
Fax : 03-3561-8519
Email : akira.yamauchi@shimz.co.jp
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次世代交通システム：Ha:mo* 実証

次世代交通システム： Ha:mo*実証
＊ Harmonious Mobility Network

* Harmonious Mobility Network

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社

Overview
㻌 Overview
㻌 トヨタはクルマなどパーソナルな乗り物と公共交通を最適に組み合わせて使うことで、人も、街も、みんな
㻌 トヨタはクルマなどパーソナルな乗り物と公共交通を最適に組み合わせて使うことで、人も、街も、みんなが

が快適に移動できる、Ha:mo
という仕組みづくりに取り組んでいます。
快適に移動できる、Ha:moという仕組みづくりに取り組んでいます。

豊田市では
2012 年 10 月から、低炭素でシームレスな移動をサポートする「マルチモーダルルート案内」と公
㻌 豊田市では2012年10月から、低炭素でシームレスな移動をサポートする「マルチモーダルルート案内」と公
共交通を補完しラストワンマイルの移動を快適にする超小型
EV のシェアリングサービス「Ha:moRIDE」の実証
RIDE」の実証
共交通を補完しラストワンマイルの移動を快適にする超小型EVのシェアリングサービス「Ha:mo
実験を実施。現在もステーション約
30 カ所、車両 100 台で運用を継続しています。
実験を実施。現在もステーション約30カ所、車両100台で運用を継続しています。
2014
年 10 月から、仏グルノーブル市でも現地パートナーとともに超小型 EV シェアリングの実証実験 “Cité
㻌 2014年10月から、仏グルノーブル市でも現地パートナーとともに超小型EVシェアリングの実証実験“Cité
lib
lib by
byHa:mo（シテリブ・バイ・ハーモ）”を
Ha:mo（シテリブ・バイ・ハーモ）
” を 3 年間にわたり実施中。トヨタは、シェアリングシステムと、超
3年間にわたり実施中。トヨタは、シェアリングシステムと、超小型EV、
小型TOYOTA
EV、TOYOTA
i-ROAD とトヨタ車体（株）製の COMS をそれぞれ 35 台提供しています。
i-ROADとトヨタ車体(株)製のCOMSをそれぞれ35台提供しています。

目的地
出発地

㻌
Competence
Competence
㻌従来のルート案内は自動車だけ、公共交通だけでの案内であるのに対し、自動車、電車、バス、パーク＆ラ
従来のルート案内は自動車だけ、公共交通だけでの案内であるのに対し、自動車、電車、バス、パーク＆ラ
イド駐車場、Ha:mo
イド駐車場、Ha:mo RIDEなどを1つのルート上で組合せ、早い、安い順だけでなく、CO2発生量の少ない順に提
RIDE などを 1 つのルート上で組合せ、早い、安い順だけでなく、CO2 発生量の少ない順
示する点でHa:moマルチモーダルナビは画期的である。またバスロケーションシステムも従来はバス事業者ご
に提示する点で
Ha:mo マルチモーダルナビは画期的である。またバスロケーションシステムも従来はバス事業
とで個別に提供されていたものを情報統合し、複数事業者の時刻表や運行状況が一覧で確認できる。さらに
者ごとで個別に提供されていたものを情報統合し、複数事業者の時刻表や運行状況が一覧で確認できる。さら
渋滞予測に基づき、登録したマイルート上で渋滞が予測される場合、渋滞予測とともに交通手段の変更促進
に渋滞予測に基づき、登録したマイルート上で渋滞が予測される場合、渋滞予測とともに交通手段の変更促進
メッセージが通知される。
メッセージが通知される。
㻌Ha:mo
Ha:mo RIDE
RIDEは、都市内の短距離移動に適した超小型EVを活用することで、省スペースに公共交通の駅に隣
は、都市内の短距離移動に適した超小型 EV を活用することで、省スペースに公共交通の駅に
隣接したステーション配置が容易となり、スムーズな乗り換えが可能、また省エネルギー・省コスト化が可能。
接したステーション配置が容易となり、スムーズな乗り換えが可能、また省エネルギー・省コスト化が可能。ま
またワンウェイで利用できることにより、生活者の移動動線に沿ったサービスが可能となり、公共交通の末端
たワンウェイで利用できることにより、生活者の移動動線に沿ったサービスが可能となり、公共交通の末端交
交通サービスとして、公共交通の利用促進や渋滞軽減による総移動時間の短縮、省エネルギーといった社会便
通サービスとして、公共交通の利用促進や渋滞軽減による総移動時間の短縮、省エネルギーといった社会便
益が期待できる。
益が期待できる。

Contact Info

Contact Info

トヨタ自動車（株） ITS 企画部 スマートコミュニティ室 担当：川合
トヨタ自動車(株) ITS企画部 スマートコミュニティ室㻌 担当：川合
Tel：0565-23-3402
Tel: 0565-23-3402
Fax：0565-23-5822
Fax: 0565-23-5822
Email：hiroshi_kawai_ab@mail.toyota.co.jp
Email: hiroshi_kawai_ab@mail.toyota.co.jp
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スマートバッテリ

スマートバッテリ
株式会社 東芝

株式会社 東芝
㻌 Overview
Overview
㻌 㻌 スマートコミュニティやスマートグリッドの実現には、蓄電池の利用が必要不可欠となっています。東芝ではリチウ

スマートコミュニティやスマートグリッドの実現には、蓄電池の利用が必要不可欠となっています。東芝で
㼀㻹」をベースとし、家庭から産業、そして電力系統まで広くカバーし、電力の安定供給に貢献
ムイオン二次電池「㻿㻯㼕㻮
はリチウムイオン二次電池
「SCiBTM」をベースとし、家庭から産業、そして電力系統まで広くカバーし、電力の
する定置型蓄電池システムをスマートバッテリと位置付けています。東芝のスマートバッテリは、単なる製品としてだ
安定供給に貢献する定置型蓄電池システムをスマートバッテリと位置付けています。東芝のスマートバッテリ
けでなく、多種多様な研究や実証実験でも活躍しています。㻌
は、単なる製品としてだけでなく、多種多様な研究や実証実験でも活躍しています。
 ス
スマートバッテリの概要㻌
■
マートバッテリの概要

㼀㻹㻌の特長㻌
 S㻿㻯㼕㻮
の特長
■
CiBTM

 横浜スマートシティプロジェクト
㻌
■

300kW – 100kWh 蓄電池システム

Competence

㻌
Competence
TM

■
芝の SCiB 㼀㻹は、当社柏崎工場による高品質な量産体制を有しています。
 東
㻌東芝の㻿㻯㼕㻮
は、当社柏崎工場による高品質な量産体制を有しています。㻌
 長
㻌長寿命によるライフサイクルコスト低減や、大入出力特性による容量（㼗㼃㼔）低減により、低コスト化が図れます。㻌
■
寿命によるライフサイクルコスト低減や、大入出力特性による容量（kWh）低減により、低コスト化が図
 れます。
㻌多彩な制御機能や容量（㼗㼃㼔）への対応が可能であり、各種実証試験に納入して着実に経験を蓄積しています。㻌
㻌 彩な制御機能や容量（kWh）への対応が可能であり、
■ 多
各種実証試験に納入して着実に経験を蓄積しています。

Contact Info

Contact
Info コミュニティ・ソリューション社㻌 技術企画部㻌 鈴木
株式会社東芝㻌
Tel : 044-331-0652
コミュニティ・ソリューション社 技術企画部 鈴木
株式会社東芝
Fax
: 044-548-9558
Tel
: 044-331-0652
Email
: kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
Fax : 044-548-9558
Email : kenji2.suzuki@toshiba.co.jp
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バッテリ-キャパシタハイブリッド蓄電システム

バッテリ - キャパシタハイブリッド蓄電システム
日揮グループ
日揮グループ

Overview
㻌 Overview
㻌太陽光発電設備や風力発電設備、波力発電設備は、自然エネルギーはクリーンエネルギーとして活用が期待さ
太陽光発電設備や風力発電設備、波力発電設備は、自然エネルギーはクリーンエネルギーとして活用が期

れていますが、環境条件により変動する発電システムです。これらを安定的に利用するためには蓄電設備との
待されていますが、環境条件により変動する発電システムです。これらを安定的に利用するためには蓄電設
組み合わせが必要です。
備との組み合わせが必要です。
日揮は蓄電設備として、バッテリとキャパシターを組み合わせ、各々の蓄電特性を有効に用いたハイブリッド
日揮は蓄電設備として、バッテリとキャパシターを組み合わせ、各々の蓄電特性を有効に用いたハイブリッド
蓄電システムの開発に取り組んでいます。
蓄電システムの開発に取り組んでいます。

㻌
Competence
Competence
㻌
 変
変換器効率の低い低出力時は変換器を通さずにキャパシタに蓄電し、電力回収量向上に貢献可能
■
換器効率の低い低出力時は変換器を通さずにキャパシタに蓄電し、電力回収量向上に貢献可能

出力の不安定な自然エネルギーを安定的に供給可能
■ 出力の不安定な自然エネルギーを安定的に供給可能
 バ
バッテリとキャパシタで役割分担し、バッテリ寿命を延ばすことが可能
■
ッテリとキャパシタで役割分担し、バッテリ寿命を延ばすことが可能

Contact Info

テクノロジーイノベーションセンター
Contact Info

日揮株式会社

技術ビジネス開発部

平岡、長谷川

Tel
: 045-682-8299
日揮株式会社㻌
テクノロジーイノベーションセンター㻌 技術ビジネス開発部㻌
Fax
:
045-682-8009
Tel : 045-682-8299
Email
hiraoka.kazutaka@jgc.co.jp, hasegawa.hiroaki@jgc.co.jp
Fax :: 045-682-8009

平岡、長谷川

Email : hiraoka.kazutaka@jgc.co.jp, hasegawa.hiroaki@jgc.co.jp
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スマートエネルギーを支える技術

スマートエネルギーを支える技術
日本電気株式会社

日本電気株式会社

Overview
Overview

◆小型蓄電システム：ためた電気を利用者の生活様式に合わせ効率運用。停電時には非常用のバック
◆ 小型蓄電システム：ためた電気を利用者の生活様式に合わせ効率運用。停電時には非常用のバックアップ
アップ電源として活用可能。法人のお客様にもBCPや再生可能エネルギー等を利用した効率的なエネル
電源として活用可能。法人のお客様にも BCP や再生可能エネルギー等を利用した効率的なエネルギー運
ギー運用が可能
ギ
運用が可能
用が可能
◆大型蓄電ソリューション：
エネルギーグリッドシステムの“効率性”
“信頼性”の向上と、再
◆ 大型蓄電ソリューション：エネルギーグリッドシステムの
“ 効率性 ” ““安定性”
安定性 ” “ 信頼性
” の向上と、再生可
生可能エネルギーの導入促進に貢献
能エネルギーの導入促進に貢献
◆エネルギークラウド：・エネルギーにかかわるICTサービスを提供。気象、交通他様々なクラウドと連携、
◆ エネルギークラウド：エネルギーにかかわるICTサービスを提供。気象、交通他様々なクラウドと連携、ビッ
ビッグデータを活用したエネルギーの効率利用、再生可能エネルギー導入促進を通じて、新しいエネル
グデータを活用したエネルギーの効率利用、再生可能エネルギー導入促進を通じて、新しいエネルギービ
ギービジネスの創出・に貢献
ジネスの創出に貢献
≪小型蓄電システム≫

≪大型蓄電ソリューション≫
≪大型蓄電ソリュ ション≫

≪エネルギークラウド≫
≪エネルギ クラウド≫

Competence
Competence
■［家庭用］

小型蓄電システム
■［家庭用］小型蓄電システム
・さまざまな家電機器を合わせて約 18 時間稼働できる大容量 7.8kWh
・安心の最長
15年保証
年保証
・さまざまな家電機器を合わせて約18時間稼働できる大容量7.8kWh
・安心の最長15年保証
さまざまな家電機器を合わせて約18時間稼働できる大容量
8kWh
安心の最長1
・24 時間 365 日、安心のリモートサポート
・24時間365日、安心のリモートサポート
※カタログ URL：http://jpn.nec.com/energy/aes/pdf/aes_home_catalog_2.pdf
※カタログURL：http://jpn.nec.com/energy/aes/pdf/aes_home_catalog_2.pdf
■
［法人用
] 蓄電システム
■［法人用]蓄電システム
・停電時の電力自立の確保
・高い安全性を確保
時間 365 日、リモート監視による保守体制
・停電時の電力自立の確保
・高い安全性を確保 ・24
・24時間365日、リモート監視による保守体制
※カタログ URL：http://jpn.nec.com/energy/aes/company/pdf/company_kogata_catalog_2.pdf
※カタログURL：http://jpn.nec.com/energy/aes/company/pdf/company_kogata_catalog_2.pdf
■ 大型蓄電ソリューション
■大型蓄電ソリューション
・グローバルで培った豊富な実績
・高電力密度で省スペース
・高システム稼働率を実現
・グローバルで培った豊富な実績
グロ
バルで培った豊富な実績 ・高電力密度で省スペース
高電力密度で省スペ
ス ・高システム稼働率を実現
高システム稼働率を実現
・安全設計 ・お客様に合わせたカスタマイズが可能
・お客様に合わせたカスタマイズが可能
・安全設計
■ エネルギークラウド
■エネルギークラウド
・街に分散する多数の蓄電池をリアルタイムで充放電制御し仮想大型蓄電池化する術、xEMS他、
・街に分散する多数の蓄電池をリアルタイムで充放電制御し仮想大型蓄電池化する術、xEMS 他、
エネルギーにかかわる様々なクラウド型の ICT サービスを提供
エネルギーにかかわる様々なクラウド型のＩＣＴサービスを提供

Contact Info

Contact Info

NEC スマートエネルギービジネスユニット
http://jpn.nec.com/energy

NEC スマートエネルギービジネスユニット
http://jpn.nec.com/energy
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IBM サービスデリバリープラットフォーム（SDP）
ID:5-01

日本アイ・ビー・エム株式会社（日本 IBM）

Overview
IBMサービスデリバリープラットフォーム㻌
(SDP)

スマートコミュニティーの構築。運営にはいくつかの特徴があり、各社苦労しているところです。
1）
1 社単独では実現できない社会システムであるため、エコシステムで解決する必要がある
日本アイ・ビー・エム株式会社㻌
(日本IBM)
2） だれもが、
『早く、うまく、いっぱい 展開したい』と願っているが、自社資源だけでは困難
㻌 Overview
3） 多様なニーズに応えるべく、多くの組み合わせを実現したいが、品質面、機能と役割、他社による補完などを
㻌スマートコミュニティーの構築。運営にはいくつかの特徴があり、各社苦労しているところです。
進めていく必要がある
㻌 1)
㻌 1社単独では実現できない社会システムであるため、エコシステムで解決する必要がある
IBM
では、SDP
（Service Delivery Platform）提供によるエコシステム形成を進めています。SDP は、IBM 技術・経
㻌 2)㻌 だれもが、『早く、うまく、いっぱい㻌
展開したい』と願っているが、自社資源だけでは困難
験を基に、
多種多様なデバイスとサービスを融合することを実現するための仕組みです。
経産省のスマートハウス実証、
㻌 3)㻌 多様なニーズに応えるべく、多くの組み合わせを実現したいが、品質面、機能と役割、他社による補完などを進め
4 地域実証を経て、実ビジネス展開のための協働型プラットフォームとして
2012 年より運営されています。
ていく必要がある
「機器、センサー類からデータを収集、提供するソリューションを構築したい。
」
「データの見える化にとどまらず、セ
IBMでは、SDP (Service Delivery Platform)提供によるエコシステム形成を進めています。SDPは、IBM技術・経験を基に、
ンサーデータ、第 3 者データを幅広く活用するソリューションを検討したい」企業に活用されています。
多種多様なデバイスとサービスを融合することを実現するための仕組みです。経産省のスマートハウス実証、4地域実
SDP は、アプリケーション開発企業向けに API を提供することで、自由にアプリ構築を進めることが可能にしています。
証を経て、実ビジネス展開のための協働型プラットフォームとして2012年より運営されています。
また、各社が進めたい事業展開に対する事業検討を一緒に行なったり、ビジネスマッチングも積極的に進めています。
「機器、センサー類からデータを収集、提供するソリューションを構築したい。」「データの見える化にとどまらず、セン
サーデータ、第3者データを幅広く活用するソリューションを検討したい」企業に活用されています。
SDPは、アプリケーション開発企業向けにAPIを提供することで、自由にアプリ構築を進めることが可能にしています。ま
Competence
た、各社が進めたい事業展開に対する事業検討を一緒に行なったり、ビジネスマッチングも積極的に進めています。
■様
 々なセンサー、機器データを活用するサービスに共通する機能をプラットフォームとしてご提供します
㻌
■セ
 Competence
ンサーデータの提供、可視化にとどまらない、幅広いサービス利用への適用をご支援します
㻌

■
様
 々な機器、サービスを接続する取り組みを能動的に行い、協働型のオープンな枠組みづくりに取り組んでいます
様々なセンサー、機器データを活用するサービスに共通する機能をプラットフォームとしてご提供します

■
O
 pen
ADR など 2016 年の電力自由化に向けた機能の拡充を図っています
センサーデータの提供、可視化にとどまらない、幅広いサービス利用への適用をご支援します
様々な機器、サービスを接続する取り組みを能動的に行い、協働型のオープンな枠組みづくりに取り組んでいます
■
様
 々な機器メーカー様、サービスプロバイダー様と協業できます
 Open ADRなど2016年の電力自由化に向けた機能の拡充を図っています
■プ
 ラットフォームを構築、運用する負担から解放され、差別化領域により注力できるようになります
 様々な機器メーカー様、サービスプロバイダー様と協業できます
■
オ
 ープンな
API で自社ブランドのサービスを構築提供できるようになります
プラットフォームを構築、運用する負担から解放され、差別化領域により注力できるようになります
■
マ
 ーケティングツール
（IBM Campaign）のテクノロジーを組み合わせ、データを有効活用した様々なビジネスを
オープンなAPIで自社ブランドのサービスを構築提供できるようになります
検討できるようになります

マーケティングツール（IBM Campaign）のテクノロジーを組み合わせ、データを有効活用した様々なビジネスを検討でき
るようになります

電力需給
最適化
アグリゲータ
節電事業者

電力供給
最適化
電力供給会社

需要家
パワコン
制御機器

お客様センター
業務
コールセンター

OpenADR 2.0bによるやりとり
ゲートウェイ
ユニット

各種センサー

計測データ
機器用
インターフェース

機器メーカー
デバイス

管理者

ＩＢＭ ＳＤＰ

IBM Campaignによる
ダイナミックセグメンテーション、
メッセージのPush

サービス用
データAPI

自社または他社で
個別に開発

アプリケーション

統合データ管理
モニタリング
アプリケーション

情報提供
API
情報提供会社

②マスタ管理

サービス事業者
ソリューション

気象データ等の各種データ

Contact
InfoInfo
Contact
日本アイ・ビー・エム株式会社㻌 スマーターシティ事業部㻌
スマーターシティ事業部 （金子、青木）
（金子、青木）
日本アイ・ビー・エム株式会社
Email : SDPCALL@jp.ibm.com
Email : SDPCALL@jp.ibm.com
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スマートコミュニティ・コンサルティングサービス
株式会社 NTT データ経営研究所
Overview
スマートハウス、スマートメーター、電気自動車（EV）、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーなど、さま
ざまな要素を絡めた環境に配慮した地域づくり、社会インフラの構築、スマートグリッド、エネルギーマネジ
メント、PPS などを組み合わせたスマートビジネスの仕組みづくりのご支援を行っています。また国内市場に
とどまらず、アジア・アフリカなどへの海外展開支援も行っています。

Competence
スマートビジネス関連のコンサルティングを国内外幅広く実施しています。
＜主な実績＞
・新興国におけるスマートグリッドに関する調査

・中国におけるスマートシティ関連ビジネス展開に関する 業務支援

・インドネシア国スラバヤ市におけるスマートコミュニティー事業可能性調査

・スマートグリッドにおけるエネルギーマネジメントシステムの通信インタフェース標準に関する調査検討
・スマートコミュニティ検討支援業務

・スマートコミュニティ構想 FS サポート業務（M 市）
・スマートコミュニティ構想の検討（O 市）
・スマートシティ構想策定支援

・自立型スマートビレッジ構想策定事業（Y 町）

Contact Info
株式会社 NTT データ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部

Tel : 03-5213-4150
Fax : 03-3221-7022
Email : sashidam@keieiken.co.jp
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eco
ecokaizen
kaizen
アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社
アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社
Overview

㻌 Overview
■ 電気料金削減手法は現場ごとに違う 【eco kaizen】は現場に合わせた確実な手法で運用改善を致します
㻌電気料金削減手法は現場ごとに違う㻌
【eco kaizen】は現場に合わせた確実な手法で運用改善を致します

kaizen は、省エネ知識を増やすためのコンサルティングではありません。
㻌 eco eco
kaizenは、省エネ知識を増やすためのコンサルティングではありません。
現場に合わせた電気料金削減の手法を体得し、会社全体の省エネ活動へと展開していきます。
㻌 現場に合わせた電気料金削減の手法を体得し、会社全体の省エネ活動へと展開していきます。
図１
■ 電気料金削減のための４つのポイント
電気料金削減のための４つのポイント
1. １．正しい順序で取り組む
正しい順序で取り組む
2. ２．成果を確認できる仕掛けをつくる
成果を確認できる仕掛けをつくる
3. ３．社員のメリットを明確にする
社員のメリットを明確にする
４．経営者・経営幹部の率先垂範
4. 経営者・経営幹部の率先垂範
省エネのテクニックを学ぶだけでなく、２ヶ月という期
省エネのテクニックを学ぶだけでなく、２ヶ月という期間を通し
間を通して電気料金の削減を体験していただきます
て電気料金の削減を体験していただきます
■ 運用による電気料金削減の流れ（図１）

運用による電気料金削減の流れ（図１）
kaizen のカリキュラムを通じて、環境・エネルギー
ecoeco
kaizenのカリキュラムを通じて、環境・エネルギーマネジメ
マネジメント・コスト管理に関する意識を高め、率先垂
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省エネ定着支援
■ 省エネ定着支援
電気料金削減セミナー
 電気料金削減セミナー
省エネ体制の定着と、電気料金の削減をサポートいたします
省エネ体制の定着と、電気料金の削減をサポートいたし
eco kaizen活動計画書を作成
ます
電気料金の削減目標や、該当設備の洗い出し、ピーク発生
 eco kaizen 活動計画書を作成
時の対策手法などを計画書にまとめ、電気料金の削減を確
電気料金の削減目標や、該当設備の洗い出し、ピーク発
実にします。
生時の対策手法などを計画書にまとめ、電気料金の削減
を確実にします。
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Competence
本㼑㼏㼛㻌㼗㼍㼕㼦㼑㼚は、アイフォーコム・スマートエコロジー社が長年培った省エネのノウハウを活かした専門のコンサル㻌
本 eco kaizen は、アイフォーコム・スマートエコロジー社が長年培った省エネのノウハウを活かした専門のコ
による、現場に合わせた効果的なルールを作る運用改善なので即効性のあるコスト削減を実現します㻌
ンサルによる、現場に合わせた効果的なルールを作る運用改善なので即効性のあるコスト削減を実現します
 【抜群の投資効果】㻌
運用改善だから、㻝年以内の投資回収も可能です㻌
■【抜群の投資効果】

運用改善だから、1
年以内の投資回収も可能です
 【豊富で多彩な実績】㻌
医療・介護施設、ホテル、オフィスビル、大学・大学院、外食産業など導入実績多数
 【実践できる、効果が出る、ルールづくり】㻌
効果が出るルールづくりと省エネ活動の定着までをサポートします㻌
■【豊富で多彩な実績】

医療・介護施設、ホテル、オフィスビル、大学・大学院、外食産業など導入実績多数
最高削減実績㻡㻜％、平均㻝㻜％以上のコスト削減が可能！運用改善でまだまだ削減できます！㻌
■【実践できる、効果が出る、ルールづくり】

効果が出るルールづくりと省エネ活動の定着までをサポートし
ます

最高削減実績 50％、平均 10％以上のコスト削減が可能！運用改善でまだまだ削減できます！

Contact Info

Contact Info
アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社㻌
㻌 広川、エルウィン
Telアイフォーコム・スマートエコロジー株式会社
: 045-412-3010
広川、エルウィン
Fax
:
045-412-3002
Tel : 045-412-3010
Email
eco_international@iforcom.jp
Fax :: 045-412-3002
Email : eco_international@iforcom.jp
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アーク情報システム
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と共同で、風力専用送電線の最適計算プログラム
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プログラム（Net
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with
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プログラム（Net Optimizer with EXPRIMG）を開発しました。
早稲田大学理工学術院 環境・エネルギー研究科（大学院） 中西研究室
プログラム（Net Optimizer with EXPRIMG）を開発しました。
＊＊
早稲田大学理工学術院㻌
早稲田大学理工学術院㻌環境・エネルギー研究科（大学院）㻌
環境・エネルギー研究科（大学院）㻌中西研究室
中西研究室
＊早稲田大学理工学術院㻌
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スマートコミュニティを支える重要技術/製品の
スマートコミュニティを支える重要技術 /
安全性検証をサポート
製品の安全性検証をサポート
株式会社UL Japan

株式会社 UL Japan

Overview
Overview
ULはスマートコミュニティを支える重要技術/製品に対して、以下のサービ
UL はスマートコミュニティを支える重要技術 / 製品に対して、以下のサー
スを提供し、安全・安心な社会の構築に貢献します。
ビスを提供し、安全・安心な社会の構築に貢献します。
サービス
サービス
■
各種技術/製品に対し、世界の規制や規格を調査し、適合性の確認を
各種技術 / 製品に対し、世界の規制や規格を調査し、適合性の確認を
サポートします。
サポートします。
■
材料や部品の安全/性能評価、製品の電気安全試験など、お客様の
材料や部品の安全 / 性能評価、製品の電気安全試験など、お客様のご
ご要望に基づく試験と認証を提供します。
要望に基づく試験と認証を提供します。
 EMC （電磁環境両立性）や無線技術に関する規制等に対応した試験
■ EMC（電磁環境両立性）や無線技術に関する規制等に対応した試験の
の実施と認証取得を支援します。
実施と認証取得を支援します。
 製品のエネルギー効率に対する世界の要求事項に沿って、省エネ型
■ 製品のエネルギー効率に対する世界の要求事項に沿って、省エネ型製
製品を試験します。
品を試験します。
 相互接続性試験により、製品間のデータ通信および電力伝送を行うた
■ 相互接続性試験により、製品間のデータ通信および電力伝送を行うた
めの無線技術とプロトコルの検証を行います。
めの無線技術とプロトコルの検証を行います。
 環境規制/要求への対応として、有害化学物質分析試験および製品
■ 環境規制 / 要求への対応として、有害化学物質分析試験および製品か
から排出されるVOC(揮発性有機化合物）の測定等の室内空気環境試
ら排出される VOC（揮発性有機化合物）の測定等の室内空気環境試験
験を行います。
を行います。
 マテリアルデータベースを提供し、材料選定を支援します。
■ マテリアルデータベースを提供し、材料選定を支援します。

主な対象技術/製品
主な対象技術 / 製品
 水素充電インフラ
■ 水素充電インフラ
 再生可能エネルギー（風力発電、太陽光発電など）
再生可能エネルギー（風力発電、太陽光発電など）
■
大型蓄電池およびインバーター/系統連系
■
大型蓄電池およびインバーター / 系統連系
 エネルギー効率
エネルギー効率
■
次世代自動車の充放電器（V2X/L/H/G）㻌
など
■ 次世代自動車の充放電器（V2X/L/H/G） など
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Corporate Profile

ULは、認証、試験、検査、アドバイザリー/トレーニング・サービスの提供によって、120年以上にわたり、発展
を遂げてきた世界的な第三者安全科学機関です。人々に安全な生活/職場環境をもたらすというミッションの
UL は、認証、試験、検査、アドバイザリー / トレーニング・サービスの提供によって、120 年以上にわたり、
下、10,000名を超えるプロフェッショナル・スタッフを擁するULは、調査/規格開発活動を通じて、安全において
発展を遂げてきた世界的な第三者安全科学機関です。人々に安全な生活 / 職場環境をもたらすというミッション
の下、10,000 名を超えるプロフェッショナル・スタッフを擁する UL は、調査 / 規格開発活動を通じて、安全
進化し続けるニーズの継続的促進と対応に取り組んでいます。そして、製造企業をはじめとする各種企業、貿
において進化し続けるニーズの継続的促進と対応に取り組んでいます。そして、製造企業をはじめとする各種
易団体、国際的規制機関のパートナーとして、複雑さを増すグローバル・サプライチェーンに対するソリュー
企業、貿易団体、国際的規制機関のパートナーとして、複雑さを増すグローバル・サプライチェーンに対する
ションを提供しています。
ソリューションを提供しています。

Contact
Info
Contact Info

株式会社UL Japan㻌 カスタマーサービス
株式会社 UL Japan カスタマーサービス
Tel : 03-5293-6200
Tel : 03-5293-6200
Fax
: 03-5293-6201
Fax : 03-5293-6201
Email
: customerservice.jp@jp.ul.com
Email : customerservice.jp@jp.ul.com
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スマートエネルギー関連の分析サービス
スマートエネルギー関連の分析サービス
株式会社住化分析センター

株式会社住化分析センター

Overview
㻌 Overview
㻌 近年、再生可能エネルギーの研究開発や利用が促進され、各地域でのエネルギーインフラ化が加速されており
近年、再生可能エネルギーの研究開発や利用が促進され、各地域でのエネルギーインフラ化が加速されて

ます。従来より高性能で環境にやさしい次世代エネルギー源として注目されている太陽電池
（PV）や燃料電池
おります。従来より高性能で環境にやさしい次世代エネルギー源として注目されている太陽電池（PV）や燃料
（FC）
、リチウムイオン二次電池（LIB）などの蓄電池、電力制御に寄与するパワーエレクトロニクスなど、エネ
電池（FC）、リチウムイオン二次電池（LIB）などの蓄電池、電力制御に寄与するパワーエレクトロニクスなど、
ルギーシステム関連の使用材料・部品から製品に至るまでの分析・試験サービスをご提供いたします。
エネルギーシステム関連の使用材料・部品から製品に至るまでの分析・試験サービスをご提供いたします。

㼇エネルギーシステム関連の評価実績例㼉㻌

㻌Competence
Competence
 エネルギーシステムを構成するさまざまな電池に対して、当社は国家プロジェクト参画や多くの評価実績がご
■ ざいます。当社で培った評価技術により、電池および周辺材料の研究開発や品質管理のサポートいたします。㻌
エネルギーシステムを構成するさまざまな電池に対して、当社は国家プロジェクト参画や多くの評価実績が
ございます。
当社で培った評価技術により、
電池および周辺材料の研究開発や品質管理のサポートいたします。

Contact
Info
Contact
Info
株式会社住化分析センター㻌 電子事業部㻌 古田㻌 （ふるた）
電子事業部 古田（ふるた）
株式会社住化分析センター
Tel : 03-5689-1214
Tel
Fax: :03-5689-1214
03-5689-1222
Fax : 03-5689-1222
Email : furuta@scas.co.jp
Email : furuta@scas.co.jp
HP：http://www.scas.co.jp
HP：http://www.scas.co.jp
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スマートメーターシステム
スマートメーターシステム
三菱電機株式会社
三菱電機株式会社
Overview

㻌 Overview
三菱電機では、電力流通システム向けのソリューションとして各種 BLEnDer パッケージを提供している。
㻌 三菱電機では、電力流通システム向けのソリューションとして各種BLEnDerパッケージを提供している。
スマートメーターシステムにおいて、三菱電機がもつ豊富な電力流通システムの運用ノウハウや構築実績をベー
スマートメーターシステムにおいて、三菱電機がもつ豊富な電力流通システムの運用ノウハウや構築実績を
スに、計器・計量技術から情報・通信、さらにはセキュリティーに至る要素技術を統合し、最適なソリューショ
ンを提供します。
ベースに、計器・計量技術から情報・通信、さらにはセキュリティーに至る要素技術を統合し、最適なソリュー
ションを提供します。

Competence

㻌
Competence

スマートメーターシステムは、主にスマートメーター / 通信ユニット、スマートメーター通信システム、スマー

スマートメーターシステムは、主にスマートメーター/通信ユニット、スマートメーター通信システム、スマートメーター
トメーター運用管理システムから構成され、それぞれの領域において、下記のパッケージ製品を提供します。
運用管理システムから構成され、それぞれの領域において、下記のパッケージ製品を提供します。
■ BLEnDer MESH：電力量計へのアクセス網を形成する大規模マルチホップミドルウェア
（各通信ユニット、集約装置としての GW に実装）
BLEnDer MESH ：電力量計へのアクセス網を形成する大規模マルチホップミドルウェア

■ BLEnDer （各通信ユニット、集約装置としてのGWに実装）㻌
HE：数千万に上る計器とIPv6にて通信を行い、大量のデータを一元的に収集するソフトウェアパッ
ケージ
 BLEnDer HE ：数千万に上る計器とIPv6にて通信を行い、大量のデータを一元的に収集するソフトウェア
パッケージ
■ BLEnDer
MDM：収集した大量のデータを効率的に管理し、各種業務システムと連携するソフトウェアパッ
ケージ
 BLEnDer MDM：収集した大量のデータを効率的に管理し、各種業務システムと連携するソフトウェアパッケージ㻌

ContactInfo
Info
Contact

電力流通システム事業部
三菱電機株式会社 電力流通システム事業部
三菱電機株式会社㻌
Tel:Tel：03-3218-9862
03-3218-9862

65

ID: 6-02
ID:
6-02
ID：6-02

スマートメーター“ＳｍａＭｅⅡ-ＴｙｐｅＨ”
スマートメーター “ SmaMeⅡ-TypeH ”
スマートメーター“ＳｍａＭｅⅡ-ＴｙｐｅＨ”
東光東芝メーターシステムズ株式会社
東光東芝メーターシステムズ株式会社
東光東芝メーターシステムズ株式会社
㻌 Overview
Overview
㻌 Overview
㻌高圧一括受電マンション・スマートコミュニティ用のスマートメーター『SmaMeⅡ㻙㼀㼥㼜㼑㻴㻌(※1)』です。㻌
高圧一括受電マンション・スマートコミュニティ用のスマートメーター『SmaMeⅡ-TypeH（※1）』です。
㻌高圧一括受電マンション・スマートコミュニティ用のスマートメーター『SmaMeⅡ㻙㼀㼥㼜㼑㻴㻌(※1)』です。㻌
先進のスマートマンション・住宅をサポートするための機能を追求し、デザインも一新しました。㻌
先進のスマートマンション・住宅をサポートするための機能を追求し、デザインも一新しました。

先進のスマートマンション・住宅をサポートするための機能を追求し、デザインも一新しました。㻌
新製品㻌
■㻌電力見える化サービスや各種料金メニューに対応㻌
新製品㻌
■
電力見える化サービスや各種料金メニューに対応
㻌 㻌■㻌電力見える化サービスや各種料金メニューに対応㻌
電力量、㻟㻜分値（正方向・逆方向）、瞬時電流等のデータ取得が可能。㻌
電力量、30
分値
（正方向・逆方向）
、瞬時電流等のデータ取得が可能。
㻌 㻌 電力量、㻟㻜分値（正方向・逆方向）、瞬時電流等のデータ取得が可能。㻌
■㻌先進のスマートマンションにマッチするデザイン(※2㻕㻌㻌
■ 先進のスマートマンションにマッチするデザイン（※2）
㻌 㻌■㻌先進のスマートマンションにマッチするデザイン(※2㻕㻌㻌
デザインを一新しコンパクト化、従来機種に比べ㻠㻜㻑軽量化し、施工性も向上。㻌
デザインを一新しコンパクト化、従来機種に比べ 40% 軽量化し、施工性も向上。
㻌■
㻌 デザインを一新しコンパクト化、従来機種に比べ㻠㻜㻑軽量化し、施工性も向上。㻌
双方向計量タイプをラインアップ
■㻌双方向計量タイプをラインアップ㻌㻌
太陽光発電や燃料電池、蓄電池等に対応する双方向計量タイプを追加。
㻌 㻌■㻌双方向計量タイプをラインアップ㻌㻌
太陽光発電や燃料電池、蓄電池等に対応する双方向計量タイプを追加。㻌
一括受電サービス事業者さまの運用の効率化をサポート
㻌■
㻌 太陽光発電や燃料電池、蓄電池等に対応する双方向計量タイプを追加。㻌
■㻌一括受電サービス事業者さまの運用の効率化をサポート㻌
開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を標準搭載（※ 3）し、居住者の
㻌 㻌■㻌一括受電サービス事業者さまの運用の効率化をサポート㻌
開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を標準搭載（※3）し、居住者の㻌
異動や、各住戸の電流制限における効率化・省力化が可能。
㻌 開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を標準搭載（※3）し、居住者の㻌
㻌 㻌㻌 異動や、各住戸の電流制限における効率化・省力化が可能。㻌
また、電流制限の動作記録など、イベント情報の収集機能を追加。
㻌
異動や、各住戸の電流制限における効率化・省力化が可能。㻌
㻌 㻌㻌 また、電流制限の動作記録など、イベント情報の収集機能を追加。㻌
※ 1：
『SmaMe』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第 5542012 号）です。
㻌※
㻌 2：
また、電流制限の動作記録など、イベント情報の収集機能を追加。㻌
『SmaMeⅡ-TypeH』は全定格、意匠登録出願中です。
※㻝：『㻿㼙㼍㻹㼑』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第㻡㻡㻠㻞㻜㻝㻞号）です。㻌
※ 3：開閉器搭載モデル『単相 3 線式（60A）
』、
『単相 2 線式（30A）』に標準搭載。
※2：㻌『SmaMeⅡ㻙㼀㼥㼜㼑㻴』は全定格、意匠登録出願中です。㻌
※㻝：『㻿㼙㼍㻹㼑』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第㻡㻡㻠㻞㻜㻝㻞号）です。㻌
※3：開閉器搭載モデル『単相㻟線式㻔㻢㻜㻭㻕』、『単相㻞線式㻔㻟㻜㻭㻕』に標準搭載。㻌
※2：㻌『SmaMeⅡ㻙㼀㼥㼜㼑㻴』は全定格、意匠登録出願中です。㻌
※3：開閉器搭載モデル『単相㻟線式㻔㻢㻜㻭㻕』、『単相㻞線式㻔㻟㻜㻭㻕』に標準搭載。㻌

SmaMeⅡ-TypeH
SmaMeⅡ-TypeH

㻌 Competence
Competence
㻌
㻌Competence

■
システム構築例
■㻌軽負荷まで高精度、高調波電流計測にも強い㻌
■システム構築例㻌
㻌■㻌 軽負荷まで高精度、高調波電流計測にも強い
ダイナミックレンジが広く高精度で、高調波電流計測にも
■㻌軽負荷まで高精度、高調波電流計測にも強い㻌
■システム構築例㻌
ダイナミックレンジが広く高精度で、高調波電流計測にも強い
㻌 㻌
SmaMe II -TypeH
強い独自の電流センサ T2MACS（※4）を全機種に採用し、
独自の電流センサT2MACS(※4)を全機種に採用し、省エネ㻌
㻌ダイナミックレンジが広く高精度で、高調波電流計測にも強い
SmaMe II -TypeH
省エネ家電機器やインバータ機器の計測に対応。
独自の電流センサT2MACS(※4)を全機種に採用し、省エネ㻌
家電機器やインバータ機器の計測に対応。㻌
■家電機器やインバータ機器の計測に対応。㻌
通信ユニット
■㻌通信ユニット㻌
有線方式（RS485 準拠）と、専用通信線の不要な PLC 方式
■㻌通信ユニット㻌
有線方式（㻾㻿㻠㻤㻡準拠）と、専用通信線の不要な㻼㻸㻯方式
（※5）の通信ユニットをラインアップ。新築/既築マンショ
有線方式（㻾㻿㻠㻤㻡準拠）と、専用通信線の不要な㻼㻸㻯方式
(※5)の通信ユニットをラインアップ。新築㻛既築マンションで㻌
ンでスマートメーターの設置環境に合わせた通信方式を選
(※5)の通信ユニットをラインアップ。新築㻛既築マンションで㻌
スマートメーターの設置環境に合わせた通信方式を選択可能。㻌
択可能。
スマートメーターの設置環境に合わせた通信方式を選択可能。㻌
■ ラインアップ（※6）
■㻌ラインアップ(※6)㻌
相線式
㻌 ■㻌ラインアップ(※6)㻌
相線式㻌
定格㻌 定格 開閉器㻌 開閉器
単方向㻌 単方向
双方向㻌 双方向
100V-30A㻌
単相
2 線式
100V-30A
有り 〇㻌
有り㻌
㻌 㻌 単相2線式㻌
相線式㻌
定格㻌
開閉器㻌
単方向㻌 〇 〇㻌
双方向㻌 〇
単相2線式㻌 100V-60A㻌
100V-30A㻌
有り㻌有り 〇㻌 〇㻌 〇 〇㻌 〇㻌
100V-60A有り㻌
〇
㻌 㻌 単相3線式㻌
※共有部には㻿㼙㼍㻹㼑㻙㼀㼥㼜㼑㻹（省スペース型）がご利用いた
単相 3 線式
100V-120A㻌
無し㻌
100V-60A㻌
有り㻌無し 〇㻌 〇㻌 〇 〇㻌 〇㻌
100V-120A
〇
だけます。㻌
㻌
単相3線式㻌
㻌
※共有部には㻿㼙㼍㻹㼑㻙㼀㼥㼜㼑㻹（省スペース型）がご利用いた
200V-60A㻌
無し㻌
〇㻌
〇㻌
100V-120A㻌
〇㻌
〇㻌
200V-60A 無し㻌無し
〇
〇
だけます。㻌
㻌 㻌 三相3線式㻌
200V-120A㻌
無し㻌
〇㻌 〇㻌
〇㻌 〇㻌
200V-60A㻌
三相 3 線式
無し㻌
三相3線式㻌
㻌 㻌
200V-120A
無し
〇
〇
200V-120A㻌
無し㻌
〇㻌
〇㻌
※4：㻌『㼀㻞㻹㻭㻯㻿』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第㻡㻡㻝㻤㻡㻣㻣号）です。㻌
㻌
※ 4：『T2MACS』

は 東 光 東 芝 メ ー タ ー シ ス テ ム ズ ㈱ の 登 録 商 標（ 第
※5：㻼㼛㼣㼑㼞㻌㻸㼕㼚㼑㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚。通信ユニットは株式会社東光高岳製。㻌
※4：㻌『㼀㻞㻹㻭㻯㻿』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第㻡㻡㻝㻤㻡㻣㻣号）です。㻌
5518577 号）です。
※6：㻞㻜㻝㻡年㻝㻜月までに全機種ラインアップ予定㻌
※5：㻼㼛㼣㼑㼞㻌㻸㼕㼚㼑㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚。通信ユニットは株式会社東光高岳製。㻌
※ 5：Power Line Communication。通信ユニットは株式会社東光高岳製。
※6：㻞㻜㻝㻡年㻝㻜月までに全機種ラインアップ予定㻌
※ 6：2015 年 10 月までに全機種ラインアップ予定

Contact Info
Contact
Info
Contact Info
東光東芝メーターシステムズ株式会社㻌
営業部

営業部
Tel東光東芝メーターシステムズ株式会社㻌
: 03-6371-4359
営業部
東光東芝メーターシステムズ株式会社
Tel: 03-6436-4924
: 03-6371-4359
Fax
Tel : 03-6371-4359
Fax :: 03-6436-4924
Email
Fax : info@t2ms.co.jp
03-6436-4924
Email
: info@t2ms.co.jp
Email : info@t2ms.co.jp
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