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話題

１．スマートシティ（エネルギーの情報化）

２．低炭素都市づくり（低炭素の基盤化・仕組み化）

３．市民共同発電事業等（エネルギーの民主化）

４．地球温暖化対策の進展と生活の変化



１．スマートシティ
（エネルギーの情報化）



（１）スマートシティの背景

地球温暖化対策の推進

再生可能な分散型エネルギーの普及
（太陽光発電等）

電力系統の安定化・効率化 + 情報通信技術の活用

スマートシティ(スマートグリッド）

ＨＥＭＥＳ
・ＢＥＭＥＳ
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主な対策と導入量及び削減効果

地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論のたたき台）－検討会取りまとめ－

自然エネルギーの普及目標



出典：総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会資料

参考）



（２）スマートシティの背景（海外）

 米国

電力不足・省エネ・ピークシフト

再生可能エネルギー導入、ＰＨＥＶ普及

老朽化した送配電線のリニューアル

 ヨーロッパ（特にドイツ、オランダ等）
熱を含めたトータルなエネルギー制御
地域主導、ローカルでの実践
エネルギー消費者のプロシューマー化

 日本

海外の影響、景気対策、太陽光発電・電気自動車の相乗的普及促進

ネット家電等の従来構想の実現

新興国のインフラ需要への売り込み

参考）山家公雄「迷走するスマートグリッド」2010



スマートシティ

スマートハウス

（３）スマートシティの構成

スマート

メータ（配
電）

分散型電源
（発電）

ナビゲー
ション
（報電）

電気自動車
(蓄電・消電)

インテリジェ
ント家電
（消電）

地域エネルギー
の総合管理
センター

地域内の
風力発電所、
メガソーラー

スマートハウス、
スマートビル

交通システム

（ＩＴＳ、電気充
填所等）

エネルギー需給の相互融通

による最適化



出典)経済産業省ＨＰ
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/smart_community/doc/smartcommu.pdf

参考）



スマートメーターの機能と効果

出典）資源エネルギー庁「スマートメーター制度検討会」

狭義のスマートメーター
・電力会社等の計量関係業務等に必要な双方向通信機能や遠隔開閉機能等

広義のスマートメーター
・狭義＋エネルギー消費等の見える化やＨＥＭＳ機能を有したもの

（１）電力会社等における業務効率化
・検診、不払い需要家等への停止等の遠隔実施
・遠隔監視による停電範囲の早期特定等
・時間毎の計量値に基づく柱上変圧器等の設備形成の合理化
・災害時におけるガス供給の遠隔監視による保安

（２）省エネ・省ＣＯ２・負荷標準化
・消費量、電力料金の見える化による省エネ
・需給状況等に連動した価格設定による省エネ・負荷標準化
・家庭内の機器の制御の自動化（ゲートウエイ機能）

（３）系統安定化
・再生可能エネルギーの大量導入時における系統安定化コストの抑制



（４）スマートシティの実験事例

 横浜市「横浜スマートシティプロジェクト」

商業地、工業地、住宅地等の多種多様なエリアで実験

 豊田市「家庭コミュニティ型」低炭素都市構築実証プロジェクト」

家庭と自動車におけるエネルギー利用に力点

 京都府「けいはんなエコシティ」

エネルギーの情報化に係る先導的技術実証

（家庭内ナノグリッドによるオンデマンド型の電力管理）

 北九州市「北九州スマートコミュニティ創造事業」

新日鉄の自営線を活かし、新エネ、最適化、見える化、交通システム
の整備等



出典）横浜市「横浜スマートシティプロジェクト」資料

参考）横浜市スマートシティのイメージ図



出典）横浜市「横浜スマートシティプロジェクト」資料

横浜スマートシティプロジェクトにおけるＨＥＭＳ導入の実証計画

エネルギー消費及び発電量データ等を「収集」、
「見える化」する最小限の機能を実装した機器を
個々の家庭に導入する。

●エネルギーマネジメントユニット部
・家全体のエネルギー消費情報の収集機能
・個々の家電、PV、蓄電池のモニタリング

●ディスプレイ部
・共通表示媒体を介した家庭内のエネルギー情報
の「見える化」

平成２４年度以降
ＣＥＭ（Cluster Energy Management Sysytem）
への結合

【戸建住宅】

・環境意識の高い
ユーザーへのアプ
ローチ

【一般公募】

・町内会単位等で、
参加者を公募
・市の助成

【新築戸建住宅】
・HEMS を搭載した

物件をハウスメー
カーとHEMS メー

カーがコラボレー
ションして提供

【集合住宅】

・集合住宅の個々
の需要家宅に
HEMS 機器導入



（５）スマートシティの発展系

①家庭での電力需給の総合管理へ

分散型電源 → 蓄電池としての電気自動車

→ 家電等需要制御 → 表示・ナビゲーション、遠隔制御

②エネルギー・資源の総合管理へ

電気 → ガス、熱 →水等

③社会経済システムとしての総合管理

技術導入 → 社会経済システム（エコポイント、シェアリング等）

④ＩＣＴの総合利用へ

低炭素 → 安全・安心、快適等（遠隔医療、安否確認、遠隔教育等）

⑤その他

都市内グリッド → 都市＋農山村の連携

物の所有の見直し →家電のリースレンタル、シェアリングへの課金

低炭素（緩和策） →温暖化への適応



出典）Electrolux社資料

参考）サヸビサイジング（Pay Per Wash）

洗濯機の提供

メーカー

ユーザー
データの入手

使用量の
受け取り

スマート
メーターの提供

電力会社

中央
コンピューター

電子請求書
の作成

洗濯機の
設置

ユーザー

洗濯機の使用

使用回数に
対する支払い



（６）スマートシティの課題

①日本の電力インフラは十分に賢く、需給安定の必要があるのか

②地球温暖化対策に本気で取り組み、分散型電源が普及するのか

③新たなインフラ整備のコストはだれが負担するのか

④消費者のニーズ、メリットはあるのか

いずれは普及するかも知れないが、すぐに普及しないかもしれない
消費者メリットのあるサービスの提供次第で普及速度が異なる
環境先進都市で国家事業・地域戦略としての先導の可能性はある



（７）スマートシティによる生活変化

①エネルギー需給最適化の一環としてのエネルギーの「見える化」

②家庭内のエネルギー消費等の遠隔制御等

③エネルギー等のデモクラシー、プロシューマとしての可能性

④エネルギー需給を通じた新たな関係形成

その他、インフラを利用した付加サービス（遠隔医療・教育・福祉等）

供給側の都合からの導入であるが、それが消費者への普及啓発、利便性・快
適性への導入等にどの程度向けられるか。

ただし、エネルギー需給以外のサービスの導入は消費者の選択による。



２．低炭素都市づくり
（低炭素の基盤化・仕組み化）



 都市・交通基盤の整備
駅そば、公共交通（鉄道、バス）、
緑陰、緑のネットワーク、ヒートアイランド緩和

 農系システムへの接続
農林水産業への参加・関与
バイオマスのエネルギー利用
木材利用の促進、木材の地域循環の形成

 経済・社会システム
エコ通勤、エコライフデー、朝チャレンジ
カーボンオフセット、エコポイント
カーシェアリング、環境コミュニティ・ビジネス

（１）スマートシティになくて、低炭素都市にあるもの



（２）環境モデル都市の動向

北九州市 京都市 堺市 横浜市

エネルギ
ー基盤

・工場排熱等の供給
・工場副生水素の供給

・住宅用太陽光発電設置
助成
・木質ペレット製造施設

・低炭素コンビナート
・市民出資、グリーン電力
販売等を資金源とする再生
可能エネルギー供給拡大

産業基
盤・工場

・ソーラーファクトリー

・「仮称：クールシティ・堺サ
ポート協定」の締結
・金融機関による「ＳＡＫＡＩ
エコ・ファイナンスサポータ
ーズ倶楽部」の発足
・省エネアドプド制度による
中小企業と大企業の連携

・飲食店、宿泊施設での容
器等ゼロ、スポーツイベン
トでのカーボンオフセット義
務付け

街区・建
築

・建築物の環境性能評価
・橋上やアーケード連結部
に太陽光ルーフ新設

・大規模開発での再生可能
エネルギーの導入促進

住 宅 ・長寿命省エネ住宅
・京都の風情を残した低炭
素家屋
・市内産建材のラベリング

・まちなかソーラー発電所（
太陽光発電の普及）

・住宅性能の評価・格付け
制度

交 通

・公共交通の拠点性向上
・ＦＣＶ、電気自動車実証
・街なか電動アシスト自転
車レンタル事業

・エコ通勤
・トランジットモール化
・高規格バス、エコカー

・自転車ネットワーク形成
・コミュニティサイクルシス
テムの構築

・電気自動車、プラグイン
ハイブリッド車の導入促進

ライフス
タイル・
ワークス
タイル

・カーボンオフセット、エコ
ポイント
・低炭素社会総合学習シス
テム（エコハウス、学校で
のＰＶ等を活かして）

・エコ町内会：カーボンオフ
セット、エコポイント
・エコ学校、エコ企業
・幼稚園でのノーテレビ・ノ
ーゲーム
・レストランの京灯ディナー

・市民向けのさかいエコ学
校による資格付与制度を
盛り込んだ専門講座

・環境ポイント制度

地域間
連携、国
際貢献

・アジア低炭素センター
・農山村と連携し、企業の
森林管理・カーボンオフセ
ットの仕組み構築



（３）地球温暖化地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ
（議論のたたき台）



コンパクトシティ（富山）

出典）富山市資料

（４）低炭素都市の取組み事例

コンパクトシティ（富山市）



カーシェアリング（荒川区）

項目 費用

初期費用 無料

ＩＣカード発行手数料 無料

基本料金(月額) 500円

時間料金（15分あたり） 200円

距離料金 無料

出典）荒川区資料



地域間カーボンオフセット（新宿区）

出典）新宿区資料



京朝スタイル（京都府）



市民参加のCO2

排出量取引制度

（広島市）

出典）広島市資料



３．市民共同発電事業等
（エネルギーの民主化）



市民共同発電事業等（エネルギーの民主化）

低炭素都市づくりへの多様なアプローチとしての

市民参加・市民主導の動き

知恵・情報
・市民研究員 ・市民モニター ・市民公聴制度
・市民環境監査 ・地元学 ・市民シンクタンク
・市民アドバイザー ・電子市民会議室 ・コンセンサス会議

労働・技術 ・エコマイスター
・ワーキングホリデー ・アダプト制度（里親制度）
・エコマネー（地域通貨） ・市民の森制度
・森林ボランティア ・市民緑地制度

資金・総合
・市民トラスト ・市民オーナー制度 ・市民共同発電
・ワーカーズコレクティブ ・チャータースクール
・市民バンク ・グリーン電力
・コミュニティビジネス（市民起業）



南信州おひさま進歩

ヷ飯田市内の38ヵ所の保育園、幼稚園、公民館などの屋根に
太陽光発電システムを設置。発電容量は合計約208kW、国内最大規模。
→2009年3月末現在162ヶ所、約1,280KW

ヷ飯田市は、人口は約10万人。大都市といえない規模にかかわらず。

ヷ前市長の時代から「環境文化都市」を掲げてきた。市長が変わっても、
「環境文化都市」を憲章にする議会決定を行うほどに、環境をテヸマ
とした地域づくりに熱心な地域。

事業の経緯

2005年3月：市内の公共施設に太陽光発電を設置し、発電事業を開始。
2005年4月：商店や中小規模事業所を対象とした省エネルギヸ

（エスコ）事業開始。
2005年度末から：市民出資を募集。個人ヷ法人460名より、

満額の２億150万円
2006年：グリヸン電力事業を開始。証書を市内企業等に提供。

市民共同発電事業等（エネルギーの民主化）の事例その１



美術館

店舗等

保育園、幼稚園、公民館

太陽光発電の
設置

売電収入

省エネ提案・
設備改修

ESCO収入

全国及び地域の出資者

出資 配当

飯田市内

おひさま進歩エネルギー（株）











ヷ募集からわずか4ヶ月で、２億円を超える出資を集めたことにある。
市民出資業務は「自然エネルギヸ市民ファンド株式会社」に委託。

ヷ飯田市内の２地区の自治組織が市民共同発電事業の出資。

ヷ事業採算性上の柱は、当初は地域ＥＳＣＯ事業である。
2007年度の売上では、太陽光発電の売電収入が5百万円強、
グリヸン証書が1百万円強であるのに対し、地域エスコ事業は3千万円。

ヷ市との売電契約：20年の長期契約、22円/kWhの固定額での買取り。

ヷ環境省や飯田市との連携を前提に成立した事業。顧客も公共施設が多く、
行政事業と寄り添う民間事業である。

ヷ市民共同発電事業というビジネスモデルにおける出資者との関係づくり
による波及性が（全国の出資者を招待した市内ツアヸ等も）。

おひさま進歩
環境コミュニティ・ビジネスとしてのポイント



おひさま進歩の普及啓発活動

パネルシアター
パネルシアターは、保育園や公民館等に設置された太陽光発電（おひさま発
電所）を通して環境教育を行なっていくために考案されたもの。
マスコッ トキャラクター「さんぽちゃん」を主人公とした物語を、大きな紙芝居
のような形で上演し、太陽光発電の仕組み、自然の大切さ、省エネの大切さ等
を、わかりやすく子供たちに伝える。

出典）http://www.ohisama-shinpo.or.jp/activity/pt.htm









さんぽちゃんの誓い

おひさま発電所のある保育園では、「さんぽちゃんの誓い」
を読みながら、省エネの大切さをこどもたちに伝えている。

いらないでんきはつかいません

あかるいでんきは たいようからの おくりもの

おひさまパワヸで あかるい まいにち

みんなでなろう さんぽちゃん



参考： 市民共同発電の設置状況

出典）「市民共同発電所 全国調査報告書 2007」
市民共同発電所全国フォーラム2007「調査・報告書作成チーム」



４．地球温暖化対策の進展
と生活の変化



日常生活

エネルギー消費の効率化（リバウンド？）

環境の見える化・自律

モノ・エネルギーの自給自足、地産地消

消費・投資

エコ設備、エコ消耗品、カーボンオフセット

市民共同発電

地域活動

エコグループ活動、コミュニティビジネス

環境配慮を通じた新たな関係形成

移動

駅そば、公共交通、カーシェアリング、在宅勤務

■生活の選択肢の変化



技術、制度、意識のいずれが変わるか

技術の導入・自動制御
→新たな機器導入 ＰＶ、ＥＶ、スマートメーター、
既存機器の代替、省エネ化

制度による規制
→新築住宅、家電製品・自動車への規制

主体的な関与・自主自律的工夫
→見える化、参加機会の多様化、インセンティブ

■技術、制度、意識の変化



都市と農山村のいずれに暮らすか

都市内でのコンパクト居住

都市と農山村との関係形成・往来

都市から地方への回帰

オンライン・バーチャル交流

■居住位置の変化（都市と農山村の関係の変化）



END  OF  FILE


