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（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略

【2020 年までの目標】
・50 兆円超の環境関連新規市場

・140 万人の環境分野の新規雇用

・日本の民間ベースの技術を活かした世界の温室効果ガス削減量を13 億トン以上

【主な施策】
・ 電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギーの普及

・蓄電池や次世代自動車など、革新的技術開発の前倒し

・電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマートグリッドにより効率な電力需
給を実現し、成長産業として振興を図る。さらに、成長する海外の関連市場の獲得を支援する。

【環境未来都市構想】
・内外に誇れる「緑豊かな、人の温もりの感じられる」まちづくりのもとで、「事業性、他の都市への波
及効果」を十分に勘案し、スマートグリッド、再生可能エネルギー、次世代自動車を組み合わせた都
市のエネルギーマネジメントシステムの構築。

・都市全体を輸出パッケージとして、アジア諸国との政府間連携を進める。

７つの戦略分野…

・ 強みを活かす成長分野（環境・エネルギー、健康）、

・ フロンティアの開拓による成長分野（アジア経済、観光・地域活性化）、

・ 成長を支えるプラットフォーム（科学・技術、雇用・人材、金融）

新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～ （2010年6月18日閣議決定）
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ＣＯ２排出量２０５０年半減ケースにおける技術の削減ポテンシャル

革新的技術の開発・適用により、2050年排出半減は実現可能。
再生可能エネルギーとエンドユーザの省エネ化で5割以上を占める。

出所：IEA Energy Technology Perspective 2010

IEAによる2050年排出半減のイメージ例

ＣＯ２回収・貯蔵

再生可能エネルギー

原子力

発電効率向上と

燃料転換

エンドユーザの

燃料転換

エンドユーザの

効率向上
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スマートグリッドによるＣＯ２削減効果

スマートグリッドは、効率的な電力使用と、電気自動車・再生可能エネルギーの普及展開を通じて、
CO2削減に貢献する。

2050年時のスマートグリッドによるＣＯ２削減量

再生可能エネルギーの拡大

EV, PHEVの普及

送電損失軽減

出所：IEA Energy Technology Perspective 2010

各種デマンド

サイドマネジメント
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太陽エネルギー太陽エネルギー

燃料電池・水素燃料電池・水素
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<<ドイツドイツ>>
エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵

スマートグリッドスマートグリッド

燃料電池・水素燃料電池・水素

太陽エネルギー太陽エネルギー
<<スペインスペイン>>

省エネルギー省エネルギー
スマートグリッドスマートグリッド

海外における実証

日本企業によるエネルギーソリューションビジネス展開の後押しとなるために

世界中で実証事業を展開



スマートコミュニティの必要性

・未来の快適で充実した社会、豊かな世界の構築

・二酸化炭素削減、再生可能エネルギー大量導入、公共サービスの多様
化等に対応した新たな社会システムの構築

課題

・情報通信技術を用い、供給側のみならず需要側をも取り込んで、エ
ネルギーや多様なサービスの流れを効率的に制御するスマートグ
リッドが解決の鍵

・エネルギーの有効利用という観点からは、電力だけでなく、熱エネ
ルギーや他インフラの有効利用、社会システムも含めたスマートコ
ミュニティ構築が必要

・電力系統の再生可能エネルギー大量導入に対する親和性の拡大

・多様な公共サービスとのコミュニケーションの確立

・多様な需要家のニーズに応えるサービスの確立 等
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スマートコミュニティが開く未来

・ 再生可能エネルギーの大幅導入の実現
太陽光発電等の再生可能エネルギーは、天候等により出力が変動する特徴がある。各種技術を

投入したスマートコミュニティにより、高い電力品質を保ちつつ、再生可能エネルギーの大量
導入が可能。

・ 一層の省エネの推進と利便性の向上
自動的なエアコンの温度調整や家電の負荷調整などを通じ、一層の省エネ実現と利便性を向上。

・ 一層高い信頼性を有する情報ネットワークの構築
サイバーセキュリティ技術を用いた情報通信ネットワークを通じ、需要側と供給側のリアルタイムの

通信を実現。

・ 電気自動車の普及
電気自動車（蓄電池）と系統間の効果的やりとりにより、再生可能エネルギーの変動を抑制。 電
気自動車の普及にも効果的。

・ 雇用と新サービスの創出
スマートグリッドや新しいスマートインフラ産業の確立のための情報通信ネットワークの構築
や、新しいサービスの創出により、市場と雇用を創出。

スマートコミュニティは、地球環境問題解決へ貢献するのみならず、新規投資による雇
用の創出など、次世代社会作り実現の鍵。
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日本が目指すスマートコミュニティ

電力系統と地域のエネル
ギーシステムの協調運転

エネルギー利用合理化と信頼性向上
のためのコミュニティ内蓄電池利用

スマートメータ：見える化、
デマンドコントロール

新エネルギー有効活用な
どのための家庭内蓄電池
利用ITの活用によるエネ

ルギー利用の合理化

充電インフラ整備による電気
自動車利用の利便性向上

全体最適化と個別の
利用状況を把握する
ための地域ＥＭＳ

電気と熱の総合的マネジ
メントによる効率向上

・日本は既に世界に類を見ない強固な公共サービスネットワークを構築している。
・その強固な公共サービスと需要家の協調を取りつつ、IT技術を活用し、より便利
な、より信頼性の高い、よりクリーンな社会システムの構築を目指す。

7

電力貯蔵
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３Ｅの同時達成に向けて、エネルギー供給面では、原子力発電を中核としつつ、再生可能エネルギーの大幅な導入拡大を図ることが不
可欠である。出力が不安定な再生可能エネルギーを安定的に電力系統に組み入れるためには、蓄電池の活用や出力抑制も必要となる。
あわせて、負荷追従などのために必要な火力発電についても高効率化を図り、電源のベストミックスを実現の上、総合的に低炭素化を
加速していくこが重要である。
本ロードマップは、このようなマクロのエネルギー供給の姿を前提として、再生可能エネルギーや蓄電池を活用した地域レベルでのエ
ネルギーマネジメントと電力系統全体との関係や、家庭やビルなどの需要家サイドにおける我々の生活の変化などに着目し、今後目指
すべき我が国のエネルギーシステム・社会システムの姿を描いたものである。

日本のスマートコミュニティ実現に向けたロードマップ

■化石燃料価格が現在の２倍以上に上昇し、再生可
能エネルギーが相対的にコスト競争力を有する。
原子力をベースとしつつ、再生可能エネルギーを
優先的に活用。集中電源と分散電源の最適MIXを
実現。

■再生可能エネルギーの導入状況に応じ、経済性
や安定性の面で、系統側と地域が最適なバラン
スを有するエネルギー供給システムが確立。

■一日のうち、電力供給が余るときには
EV充電やHPなどで需要を創出し、
電力需給が逼迫するときには
系統に供給するなど、エネル
ギーマネジメントを実施。

■電力、熱、再生可能/未利用
エネルギーを組み合わせて需給
を最適に制御するスマートコミュニティを実現。

■水素インフラの実用化が進む。
■中大型水素製造装置・燃料電池からのCO2の回収・

処理が実現（CCS）。

GEGE

GEGE

GEGE

GEGE

GEGE

■太陽光パネルの価格低下を受け、住宅用太陽光
発電のコストも低下。設置が進む。

■これにより、出力抑制のみならず、家庭で発電した
再生可能エネルギーを有効活用する地域での
エネルギーマネジメントが必要となる。

■それまでに、地域でのエネルギー
マネジメントシステムのための
技術が確立・実用化。
HP給湯器、コジェネ、燃料電池
とともに、価格が低下した
蓄電池の普及が進み、地域での
エネルギーマネジメントが可能に。

■HPを利用した工場排熱回収が実現。
■都市排熱を活用する熱ネットワークが普及。
（清掃工場排熱等）
■水素ST近傍の集合住宅等への水素供給開始。

GEGE

家庭・業務を
中心とした

地域レベルでの
エネルギー

マネジメント
と全体系統
との関係

■住宅用だけでなく、コスト負担余力のある事業者
による太陽光発電の導入が大幅に進む。これにより
太陽光パネルの価格が次第に低下していく。

■これに伴う安定供給対策は、系統側が中心。
土地確保が可能な変電所には蓄電池の設置も。

■一方で、地域における電力と熱の総合的なエネル
ギーマネジメントシステムに関する実証が進み、
系統側との相互補完関係のあり方を含め、技術、
ノウハウの蓄積により地域のエネルギーマネジメ

ントシステムが実現可能に。
■需要家との双方向通信が可能な送配電ネット

ワークの構築が本格化。
■蓄電池に関して、劣化メカニズムの解明等の技術

開発・実証が進み、低コスト化が進む。
■夏には需要抑制、春・秋には再生可能エネルギーを

出力抑制するなど季節毎のマネジメントも実施。
■太陽熱、コジェﾈ排熱の熱融通が普及。

ハウス

■スマートメーターによる遠隔検針や消費電力量、
消費熱量の「見える化」の導入開始。

■HEMSの普及開始、PV、太陽熱給湯、HP給湯器、
コジェネ、蓄電池、燃料電池の導入が進む。

■ホームサーバが一部の家庭で導入開始。
■デマンドレスポンスの 実証を開始し、省エネ・

負荷平準化の効果を検証。
■V to H、V to GなどのEVの実証スタート。
■高断熱等の省エネハウスが増加。
■ﾃﾚﾏﾃｨｸｽ機能の拡張(家・自動車・充電ｲﾝﾌﾗ等)
■DCスマート家電の進展。

ビル

海外展開

現在～2020年 2020年～2030年 2030年～

■需要家側のエネルギー需給情報を詳細に把握し、
家庭内の様々な機器を制御するシステムが本格的に
普及。家庭で電気と熱を最適に無駄なく利用。

■ホームサーバを活用した様々なサービスが普及。
■HEMSと地域EMSが連携。
■暮らしと調和した形でのEVの蓄電機能の活用が

進展。
■DC対応家電の普及

■フルオートメーション型HEMSの実現。
■太陽熱とHP、コジェネ、蓄電池、燃料電池の組み

合わせなど、電気と熱の総合的な有効活用が実現。
■エネルギーサービス以外への広がりとして、

例えば、HEMSを住宅履歴管理システムにも応用

■ZEBの導入が開始し、PV、太陽熱利用システム、
蓄電池、大型HP給湯器・コジェネ、燃料電池、
熱の面的利用の導入も進む。

■高断熱等の省エネビルの普及

■新築建築物全体の平均でのZEB実現を目指す。
■燃料電池・タービンコンバインドシステムが普及

■新築公共建築物等でZEBを実現。
■燃料電池コジェネが普及
■社会のエネルギーシステムの一部として機能する

ビル（ポジティブ・エネルギービル）

■国内技術実証と並行し、海外プロジェクトにも本格
参加。各地域特有のEMSのノウハウを蓄積。日本
の技術の強みを生かす戦略的標準化を推進。

■日本の優れた技術を生かし、海外（特にアジア）
でのシステム需要を獲得。

■マスタープランの策定、個々の機器や技術の選定、
プロダクトサポート等を組み込んだシステム全体
で我が国のプレゼンスを発揮、世界シェアを獲得。

交通

■PHEV、EVが普及
■ICT発達により自動車のネットワーク化が進む
■燃料電池自動車・水素STの普及開始

■高効率電気交通システムの普及
■交通用無線給電インフラの普及
■高耐圧パワーデバイスの普及
■動的非接触充電の進展

■自動車の多くがICTネットワークを搭載
■燃料電池自動車・水素STの本格普及
■超小型EVの普及
■静的非接触充電の進展

交
通

●適人適車のモーダルシフトが実現

都市ではスマートグリッドの発達に伴い、
LRTやEVカーシェアが発達。
鉄道も大容量蓄電池を備え、ラッシュ時に活用。

地方ではセカンドカーからEV化、
通勤や買物など街乗りに大活躍。
お年寄りや身障者も電動アシスト車椅子により
活動範囲が広がる。

物流はエネルギーマネジメントの観点から、
高度なモーダルシフトを実現。
長距離／集配トラックは、
EV、PHEV、FCV等、最適な動力を選択。

2030年の次世代エネルギー社会における１シーン

家
庭

●都会で自然を身近に感じるオフィス

原子力をベースとしつつ、グリーン証書など
も含めた再生可能エネルギーも最大活用。

オフィス地区全体でエネルギーをマネジメント。
ビルのZEB化、HP給湯器やEVの普及が進んで、
ヒートアイランド現象が軽減。街を歩いていて、
自然の風を感じる

自然光を採り入れたオフィス内は
照明、温度・湿度、空気の流れをコントロール、
ZEB化とともに快適な執務環境を実現。

社員食堂にはビル内植物工場で再生可能エネル
ギーにより栽培した野菜が並び、廃棄物はアル
コール化して利用。

都会のオフィスで自然の恩恵を感じる。

オ
フ
ィ
ス

産
業

●臨海工業地帯が電力生産地に

工場やタンクの屋根等を利用し、
広大な大陽光発電プラントを設置。
大量の排熱をHP技術により回収。

工業地帯で生産した電力や熱は
工場で利用するとともに都市へ送る。

エネルギーの大消費地から生産地へ転換。

●QOL(生活の質)が高まるスマートライフ

マイホームに太陽光パネルとHEMSを導入、
エネルギーを「消費する家」から「供給する家」
へシフト。

外出先から家電や家庭ロボットを操作、
便利なだけでなく防犯や火災、機器故障も検知。

田舎に住む両親の家のエネルギー使用状況から
生活ぶりを確認し、ひと安心。

HEMSの進展に伴い、RT(ロボット技術)も活用
しつつ、QOL(生活の質)向上サービスが盛んに。
食事や運動、生活リズムのモニター結果から、
最適な生活環境や健康管理を実現。

暖房や給湯は大陽熱温水器や地域コジェネなど
を利用、ごみ焼却場の廃熱も利用し高効率な省
エネを実現。

NEDO再生可能エネルギー技術白書（2010年7月）より引用



スマートコミュニティ・アライアンス

平成22年4月6日、国内各種企業、団体などからなる官民協議会「スマートコミュニティ・
アライアンス」の設立総会を開催。

幅広く関係者の連携を強め、国際標準化の獲得に向けた様々な情報発信やロードマッ
プの作成など、共通の課題に取り組むための実務母体として活動中。
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メーカー

ユーティリティ・
公共サービス

インフラ・デベ
ロッパー

会員数：416企業・団体（2010年8月末現在）

設立：2010年4月

メンバーの構成：電気機器メーカ、電気・ガス事業者、情報・通信メーカ、コン
サルタント、商社、建設メーカ、自動車メーカ、自治体、大学 等



スマートコミュニティ・アライアンス
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ロードマップワーキンググループ

国際戦略ワーキンググループ

国際標準化ワーキンググループ

スマートハウスワーキンググループ

会長：(株)東芝
幹事：伊藤忠商事(株)，東京ガス(株)，東京電力(株)，トヨタ自動車(株)，日揮(株)，パナソニック(株)，

(株)日立製作所，三菱電機(株)
事務局：ＮＥＤＯ

スマートコミュニティアライアンス

国内外の動向把握、情報共有、オールジャパンとしての情報発信を図り、日本企業の国際展開を
促進する。また、日本企業の国際展開を促進するための施策等の検討する。

経済産業省「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会」で示された戦略の実
現に向け、分野ごとに具体的な取り組みを進めるとともに、欧米等を中心とする国際標準化の動
向の把握やこれらとの連携を図り、国際標準化の獲得に向けた対応を進める。

スマートグリッドに関連する様々な技術のロードマップの策定、また、これらの導入・普及が進んだ次
世代社会の絵姿を示すことで、技術開発・普及の相乗効果を図り、社会システムとしての展開を促
進する。

スマートハウス関連技術の早期事業化に向けて、家庭エネルギー情報を活用し、基本サービスと
して「見える化・評価」を実現する情報系インフラ（プラットホーム）を検討する。
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