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１．全体構想 
■YSCP のミッション： 
“370 万人規模の先進都市横浜を舞台に、世界一のスマートシティ・モデルを先行確立、 

海外都市に向けて横浜型ソリューションを輸出していく” 
低炭素社会を実現する個々の要素技術は、わが国の企業が世界標準を競ってきたが、それらを繋げて

社会システムへと昇華する機会は少なかった。世界の潮流を見ると、今後は、国内はもとよりアジア新

興国をはじめとした海外におけるインフラ投資がますます活況を呈すると予見され、本実証にも CO2 削

減という大前段の目的に加え、外需獲得・国富増大への寄与という側面から、海外の様々な国・地域に

も展開可能な汎用的な社会インフラの構築が求められる。これらの構築にあたり、新規開発地域や特殊

な条件下にある地域、小規模地域等における実証等、ハードルは低くても他地域へ波及しにくい「特殊

解」に陥ることを避けることが重要である。 
YSCP では、横浜市のもつ中小国家にも比肩する規模そして多様な地勢（みなとみらい 21 や関内・関

外等の中心市街地や日本有数の港湾地域、郊外には港北ニュータウン等の大規模開発地や緑・水豊かな

住宅地等も存在）、368 万人の市民が実際に暮らしているインフラ更新が容易でない既成市街地へのシス

テム適用を目指す。「実用化まであと一歩」に迫った企業の英知を、多様な地勢を擁する横浜へ結集させ

ることにより、市民が実際に暮らす街で持続的に発展する社会システムを紡ぐことで、世界一のスマー

トシティ・モデルを先行確立し、海外都市に向けて汎用的に展開できる横浜型ソリューションを輸出し

ていくことをミッションとする。 
 
■横浜型スマートシティの目指すところ：  
ミッションを達成するためには、Scalable（規模）、Speed（スピード）、Sophisticated（先進性）、

Satisfaction（ユーザー満足）の 4 つの要素を横浜型スマートシティに取り込む必要がある。 
一つ目の要素としては、Scalable（規模）なスマートシティを目指す。輸出先として想定されるアジア

新興国の都市の規模を考慮した場合、スマートシティが機能する規模を証明することが必要である。世

界 大規模の横浜市の特性を活かしたスマートシティを構築し、世界に展開可能なソリューションを構

築する。これを実現するために、実証実験の規模のみならず、拡張性という面でも、新しいインフラに

必要となる情報システムの構築に際してシステムの拡張性（新しいサービスやシステムの追加、ユーザ

ーの拡大にたえうる）を強く考慮する。 
二つ目の要素としては、Speed（スピード）あるスマートシティ導入を目指す。成長著しい新興国への

展開性を考慮した場合、速やかなスマートシティ構築は必須である。YSCP では、導入スピードを上げ

るアプローチとしては、設備の構築のみならず運用を含めた「都市一括ソリューション」として導入す

ることや、既存都市インフラも 大限活用することにより、スマートシティの立ち上げスピードを高め

る。 
三つ目の要素としては、Sophisticated（先進性）あるスマートシティを目指す。日本の誇る先進技術

のみならず、安価な成熟技術との融合を図ることで、コストパフォーマンスと高品質を両立したスマー

トシティを目指す。このため、新しいインフラに必要となる情報システムの構築に際しては、相互接続
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性（様々なシステムと相互に連携できる）を強く考慮する。また、都市インフラのみならず、市民のラ

イフスタイルの変革を誘導することで、市民の生活を先進的なものに変えることにより、先進性のある

スマートシティへの変革を目指す。 
四つ目の要素としては、Satisfaction（ユーザー満足）あるスマートシティを目指す。スマートシティ

の市民が自ら参加し、エコを実現するソリューションを目指す。その為には、利便性を損なわない我慢

しない“エコ”の実現を目指す。企画・立案段階では、イノベーションネットワークの参加企業や地元中小

企業、YES(ヨコハマ・エコ・スクール)等を活用し、民間企業や市民団体を軸に、当事者視点での新規取

組の発案を促す。 

 
２．基本方針 
【取組の目標】横浜で低炭素都市を実現する 
横浜市は「CO-DO30（横浜市脱温暖化行動方針）」の中で、以下を目標として定めている。 
・ 平成 62（2050）年度までに一人当たり温室効果ガス排出量の 2004 年度比 60％以上の削減を図る 
・ 上記達成に向けて、まずは平成 37（2025）年度までに一人当たり温室効果ガス排出量の 2004 年度

比 30％以上の削減と、 再生可能エネルギーの 2004 年度比 10 倍（約 17PJ）導入を図る 
本取組では、この大胆な CO2 削減目標を達成する為に、①エネルギー、②建物、③運輸・交通、の 3 分

野を対象として、低炭素関連技術を活用した社会システムの構築を図る。 
【目標の達成に向けた考え方】実用化一歩手前の技術を導入し、定着・普及させる 
各領域において、Scalable（規模）、 Speed（スピード）、Sophisticated（先進性）、Satisfaction（ユー

ザー満足）を達成し、広域展開を目指す。具体的には以下の 3 ステップで低炭素化に向けて取り組む。 
① 実用化の一歩手前の技術を統合的なプラットフォームにおいて積極的に採用し、「技術」を実証 
② 実証された技術の普及にむけたサービス形態や新規ビジネスの試行的導入により「経済性」を実証 
③ 確立されたサービス(制度設計との連携まで含む)の広域普及により、社会システムとしての「普及効

果」を実証 
本取組はみなとみらい 21 エリア（人口約 7 千人・世帯数約 3,600、以下「MM」という）、港北ニュー

タウン（都筑区、人口約 20 万人・世帯数約 7.5 万、以下「港北 NT」という）、横浜グリーンバレーエリ

ア（金沢区、人口約 21 万人・世帯数約 8.7 万、以下「YGV」という）の 3 エリアを中心に行う。①「技

術」の実証はスモールスタートとして試行し、②「経済性」、③「普及効果」の実証は 3 エリア中心に

CO-DO30 達成に必要なスケールまでの普及を目指す。 
 
【具体的な取り組み方針】 
大規模な再生可能エネルギーの導入 
エネルギー基本計画の目標である「2020年までに一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの

割合を10％」を見据え、地域内に集中的にPVを導入すること等によりCO2を削減する。 
具体的には、3 エリアにおける再生可能エネルギーの導入【様式②No.1-1】、市内福祉施設等への太陽

熱エネルギーの導入【様式②No.1-2】、ビルへの河川水ヒートポンプの導入【様式②No.1-3】を実施する。
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一般世帯向けのエネルギーマネジメント（HEMS） 
家庭内で再生可能エネルギーも含めて 適なエネルギー管理を行い、エネルギー利用効率化により

CO2 を削減する。 
具体的には、3 エリアにおける HEMS の導入【様式②No.2-1】、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ジメント【様式②No.2-2】を実施する。 
 
事業者向けのエネルギーマネジメント（BEMS） 
一般世帯同様に、ビル単体で 適なエネルギー制御を行い、エネルギー利用効率化により CO2 を削減

する。また、複数のビルをまとめ、ビル群での 適エネルギー制御も行う。 
具体的には、3 エリアにおける BEMS の導入【様式②No.3-1】、蓄電池付 BEMS の導入【様式②No.3-2】、

ビル群のエネルギー制御と地域間連携【様式②No.3-3】を実施する。 
 
地域での熱エネルギーマネジメント 
既存の地域冷暖房エリアにおいて、太陽熱の利用、BEMS の導入、高温熱（蒸気）ネットワーク、熱

源水ネットワークの整備を行い、エネルギー利用効率化により CO2 を削減する。太陽熱、河川水熱等の

熱エネルギーを大量に導入し、これらを優先的に活用して不足分を系統電力や分散型電源をもとにした

熱エネルギーで補完するための、地域全体での熱エネルギー制御の 適化の検討を行う。 
具体的には、都市廃熱を活用した高温熱供給配管の整備調査【様式②No.4-1】、地域冷暖房を活用した

エネルギーマネジメント【様式②No.4-2】、地域冷暖房エリアにおける「見える化」による省 CO2 効果

検証【様式②No.4-3】、次世代型地域冷暖房の実現に向けた熱源水ネットワーク整備【様式②No.4-4】を

実施する。 
 
地域エネルギーマネジメントシステムと大規模ネットワークの相互補完 
地域内で蓄電・蓄熱機能を持つことで再生可能エネルギーを地産地消し、再生可能エネルギーの大量

導入に対応した地域エネルギーマネジメントを実施する。また、地域エネルギーマネジメントの中では、

地域内で供給する「電気エネルギー【様式②No.1-1】と熱エネルギー【様式②No1-2～1-3】」の 適運用

も実施する。さらに複数の地域エネルギーマネジメントシステムを連携制御・管理する仕組みを検討す

る。 
具体的には、3 エリアにおける CEMS 導入【様式②No.5-1】を実施する。 
CEMS は、地域内に導入される HEMS【様式②No.2-1】、BEMS【様式②No.3-1】、EV および充電イ

ンフラ【様式②No.6-1】との連携により地域内のエネルギー利用と CO2 排出の見える化を実現する。 
また、経済的インセンティブを考慮し、HEMS で地産地消を促進するエネルギー機器の運転制御を実

現する。更に、地域内翌日想定需要と実績の差分を BEMS、HEMS の制御によって吸収する制御を実施

し、地域エネルギーマネジメントシステムと大規模ネットワークの相互補完を実施する。 
これらにより、ライフスタイルの革新【様式②No.7-1】を実現しその効果を検証するツールとして，

地域エネルギーマネジメントシステムを構築する。 
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次世代交通システム 
CO2 を排出しない次世代自動車（主に電気自動車）の普及促進と、公共交通の利用促進等の交通シス

テムのエネルギー利用効率化により運輸部門の CO2 排出量を削減する。また、太陽光発電が大量導入さ

れた系統において、電気自動車が電力貯蔵可能な社会インフラとして活用できるかを検討する。 
具体的には、3 エリアにおける EV の大量導入と充電インフラの整備【様式②No.6-1】、充放電対応 EV

を用いたエネルギーマネジメント【様式②No.6-2】を実施する。 
 
ライフスタイルの革新 
新たな技術やインフラの定着とその効果的活用の為には、市民がそれらを受容する意識を持つことが

重要である。横浜の 大の強みである自ら考え自発的に動く市民の力によって低炭素ライフスタイルを

受け容れる意識変革を促し、低炭素化を加速する。 
具体的には、ライフスタイルの革新【様式②No.7-1】を実施する。 

 
【海外他都市と比較した特色】 海外他都市のスマートシティと比較した場合、Scalable（規模）、Speed
（スピード）、Sophisticated（先進性）、Satisfaction（ユーザー満足）の要素において優位性がある。 

Scalable（規模）の面では、他都市と比較し導入規模が大きく、大規模都市への適用が可能である。 
Speed（スピード）の面では、戸建住宅のみならず、都市部に多い集合住宅、新規建設都市、工業地も

含めた導入を可能にすることで、展開スピードを高めることを図る。 
Sophisticated（先進性）の面では、成熟技術と先進技術の融合を図ることで高いコストパフォーマン

スが期待できると共に、電気のみではない複数エネルギーの融合による効率化を図る。 
Satisfaction（ユーザー満足）の面では、利便性を損なわず、住民視点でのしくみを取り入れることで、

ユーザー満足と低炭素化の両立を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．次世代エネルギー社会システムの姿 

未利用地
太陽光

スマートシティ
マネジメントセンター

みなとみらい21エリア

港北ニュータウンエリア

横浜グリーンバレーエリア

ｽﾏｰﾄﾋﾞﾙ

ｽﾏｰﾄ決済ｶｰﾄﾞ
EV巡回ﾊﾞｽ

ｽﾏｰﾄ分譲住宅

太陽光

低炭素団地再生ﾓﾃﾞﾙ

ｽﾏｰﾄ工場設備

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ・ｴﾘｱ
観光用EVｶｰｼｪｱ

商業集積ｴﾘｱ

工場ｴﾘｱ

住宅ｴﾘｱ

熱供給ﾌﾟﾗﾝﾄ

低層住宅

情報網

ﾀﾜｰ型ﾏﾝｼｮﾝ

業務用
EVｶｰｼｪｱ

超高層業務ﾋﾞﾙ

配送用EVｶｰｼｪｱ

ｽﾏｰﾄ
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

低炭素ﾘﾌｫｰﾑ
集合住宅

地域冷暖房

ﾊﾟｰｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾄﾞ

熱源水NW 太陽熱

CGS

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ革新

蒸気NW

 
目指すべきYSCPの将来像(イメージ) 

 
【みなとみらい２１エリア】 

既に地域冷暖房が導入されている本エリアにおいては、清掃工場廃熱を活用した蒸気ネットワーク、

水系循環と熱供給インフラを複合化した「次世代地域冷暖房」、「熱源水ネットワーク」を目指す。 
超高層業務ビルにおいては、各ビルに BEMS を導入するとともに、統合 BEMS による既存・新規

BEMS の群管理を行うことで、ビルで利用するエネルギーの見える化とともに、熱・空調を含めた業

務ビルのエネルギー管理の 適化を目指す。 
交通システム面では、小回りのきく移動手段の整備が不十分という現状を踏まえ、業務用 EV カー

シェアと充電ステーションの導入、EV 巡回バスの導入を推進し、低炭素モビリティインフラを構築す

ることで、環境負荷の少ない交通システムを目指す。 
 
【港北ニュータウンエリア】 

本エリアは、1970 年代の都市開発を契機に、丘陵地に広がるベッドタウンと駅前の商業施設が開発

されてきた。このエリアの特性を活かし、住宅リフォーム需要を取り込み、断熱改修・HEMS 導入・

住宅用 PV 導入等による低炭素リフォームの浸透を目指す。 
駅前のショッピングセンターにおいては、周辺の競合との差別化を図るため、BEMS 導入や駐車場

に充電ステーションを設置すること等によりスマートショッピングセンターの構築を目指す。 
また、公共施設や公園等への再生可能エネルギーの導入や、駅前の地域冷暖房エリアにおける供給

7 
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側および需要側の設備更新に合わせた BEMS 導入、清掃工場廃熱を活用した高温廃熱の輸送および地

域冷暖房システムとの連係等も行っていく。 
 

【横浜グリーンバレーエリア】 
本エリアは、臨海部に住宅団地、産業団地、学校や病院を含めた公共施設、緑、海といった横浜ら

しい要素がコンパクトに集まっている一方で、少子高齢化が進行している。 
そのため、産官学民の連携による地域経済の活性化と団地のスマート化（再生可能エネルギーの導

入、高効率機器の導入）を推進する。また、ハード面のスマート化のみならず、市民・事業者の環境

意識を醸成することにより、積極的な省エネ行動を浸透させ、低炭素型モデル地域を目指す。 
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II. 様式 1 

 
― 実証対象地域の現状／実証にかかる事業費総額／事業

実施主体と分野／省エネ目標／導入機器 

 
― 全体スケジュール 
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実証対象地域の現状 人口：   約 42 万人 世帯数：    約 17 万世帯 面積：         約 60ｋ㎡ 自動車保有台数：      約 15 万台 

実証にかかる事業費総額(5 年間)：               約 74,000 百万円  

７－１：ライフスタイルの革新（横浜市、アクセンチュア、東芝、パナソニック、東京電力、東京ガス、横浜市金沢団地協同組合・横浜金沢

産業連絡協議会 等） 

事業実施主体と分

野(参画者含む) 
１ 大規模な再生可能エネルギーの導入 
１－１：3 エリアにおける再生可能エネルギーの導入（横浜市、東芝、パナソニック、明電舎、東京電力、東京ガス、アクセンチュア 等）

１－２：市内福祉施設等への太陽熱エネルギーの導入（東京ガス、アクセンチュア 等） 
１－３：ビルへの河川水ヒートポンプの導入（東京電力、アクセンチュア 等） 
２ 一般世帯向けのエネルギーマネジメント（HEMS） 
２－１：3 エリアにおける HEMS の導入（パナソニック、東芝、東京電力、東京ガス、横浜市、アクセンチュア 等） 
２－２：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ジメント（東京ガス、日産自動車、アクセンチュア 等） 
３ 事業者向けのエネルギーマネジメント（BEMS） 
３－１：3 エリアにおける BEMS の導入（アクセンチュア、明電舎、東芝、横浜市、東京ガス 等） 
３－２：蓄電池付 BEMS の導入（明電舎、NEC、アクセンチュア 等） 
３－３：ビル群のエネルギー制御と地域間連携（東芝、アクセンチュア、東京電力 等） 
４ 地域での熱エネルギーマネジメント 
４－１：都市廃熱を活用した高温熱供給配管の整備調査（東京ガス 等）  
４－２：地域冷暖房を活用したエネルギーマネジメント（東京ガス、アクセンチュア 等） 
４－３：地域冷暖房エリアにおける｢見える化｣による省 CO2 効果検証（東京電力、アクセンチュア 等） 
４－４：次世代型地域冷暖房の実現に向けた熱源水ネットワーク整備（東京電力 等） 
５ 地域エネルギーマネジメントシステムと大規模ネットワークとの相互補完 
５－１：3 エリアにおける CEMS の導入（東芝、東京電力、アクセンチュア 等） 
６ 次世代交通システム 
６－１：3 エリアにおける EV の大量導入と充電インフラの整備（横浜市、日産自動車、東芝、アクセンチュア 等） 
６－２：充放電対応 EV を用いたエネルギーマネジメント（日産自動車、日立、オリックス、アクセンチュア 等） 
７ ライフスタイルの革新 

８ 推進体制 
８－１：YSCP 推進体制の整備（アクセンチュア、横浜市、YSCP 参加企業） 
 
 
 
 

様式１ 
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H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014) CO2 削減目標 
kt-CO2、2005 比 2014 時点 

約 64 kt-CO2 実証対象世帯における 終エネル

ギー消費量に占める太陽光発電量

の比率(％) 
約 0.1% 約 0.7% 約 2.3% 約 4.0% 約 5.8% 

導入予定 H22 H23 H24 H25 H26 導入予定 H22 H23 H24 H25 H26 
住宅用PV 
（戸）※※

約 100 約 400 約 1,200 約 1,200 約 1,300 家庭用蓄電池（台、

10kWh 程度） 
0 1 約 100 約 300 約 100 

中/大型ｿｰﾗ （ーkW） 0 約 100 約 2,000 約 5,600 約 6,700 系統用蓄電池（台、

10～300kWh 程

度） 

0 1 3
（内、ビ

ル用 1）

5 
（ビル

用） 

5 
（ビル用） 

HEMS（世帯、スマ

ートハウス含む） 
0 約 100 約 1,100 約 1,800 約 1,000 次世代自動車※※ 

(充放電対応) 
約

10
(0) 約

110
(0) 約

500
(4) 約

620
(8) 約

740 
(8) 

   充電施設(急速充電) 0 0)( 約

125
(0) 約

125
(1
5)

約

125
(1
2) 

約

125 
(0) 

※ 次世代自動車及び充電施設の( )は、内数を記載。 
※※ 住宅用 PV、次世代自動車は自然増を含む 
 ※ HEMS は、家庭内のエネルギー情報集約、制御を行う機器を指す。スマートメーターが

この機能を兼ね備える場合もこの欄に記載。 

※ 太陽発電以外のエネルギー（風力発電など）は、別途欄を追加して記載。 
※ スマートハウスは、地域 EMS と連動し家庭内のエネルギー制御を行う家の戸数 
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H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014)
３エリアにおける再生
可能エネルギーの導
入

市内福祉施設等への
太陽熱エネルギーの
導入

・システム設計
・導入場所の特定

・導入場所の特定

・実証装置の設置 ・導入結果の総括および報告

河川水等の未利用エ
ネルギーの活用 ・プレFS ・事業性詳細検討

・河川水利用システム設計

３エリアにおけるHEMS
の導入 ・需要家獲得スキーム検討

・公募準備　等

集合住宅における燃
料電池_蓄電池を組み
合せたEM

・アルゴリズム開発
・システム設計　等

・アルゴリズム開発

・実証装置、スマートメーターの設
置

・EV導入
・電力・熱融通効果の検証
・居住者の消費行動変化検証

・次世代燃料電池の実証追加
・消費行動変化促進に対するイン
センティブの効果検証

３エリアにおけるBEMS
の導入 ・普及に向けた計画・検討

・導入場所選定

蓄電池付BEMSの導
入 ・実証対象施設の詳細調査

・BEMSの設計・製作、制御機能
開発

・高度BEMS導入
・制御機能の実証検証 ・蓄電池導入

・蓄電池を含めた制御機能実証
・EVとの連係実証

・CEMSと連係実証
・ビル間連係評価

・全体システム評価

ビル群のエネルギー
制御と地域間連係

・MM調査・ビル選定・目標設定
・港北NT、YGV調査・ビル選定・
目標設定

・MMでE計測システムを導入

・ビル群管理システムの運用事
業者の決定と教育
・導入促進案の策定

一般世帯向けのエネル
ギーマネジメント
（HEMS）

・HEMS導入
・機器のエネルギー消費データの収集
・需要シフトのためのインセンティブの段階的導入

・HEMS導入
・各インセンティブの効果検証
・HEMSとインセンティブをパッケージ化したサービス提供の検討

事業者向けのエネル
ギーマネジメント
（BEMS）

・サービスモデル・補助スキームの試行・評価検証
・サービスモデル・補助スキームのブラッシュアップ・評価検証
・CASBEE等の基準や規制措置との連動

・ビル群管理システムによるCO2削減効果実証

取組・実証項目

大規模な再生可能エネ
ルギーの導入 ・普及に向けた計画・検討

・モデル事業の構築・実施・評価検証
・YSCP参加企業所有施設、住宅、公共施設等にPVを導入

・順次エリアを拡大し、PVを導入
・普及効果検証

・システムおよび制御の改良検討

・河川水利用システムの導入、効果検証

 

調査・計画 開発 導入・実証
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H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014)

都市廃熱を活用した
高温熱供給配管の
整備

・プレFS
・FS

・詳細FS（埋没物調査等を含
む）

・実証プロジェクトの設置
・関係者の合意形成等

・実証事業における設計、許
認可

地域冷暖房を活用し
たエネルギーマネー
ジメント

・実施場所の選定
・システム容量の検討

地域冷暖房エリアに
おける「見える化」に
よる省CO2効果検証

・調査、検討
・FS

・DHC、需要家低炭素化改修
設計

・需要家、DHCへのBEMS導
入

・CO2削減の効果検証

次世代型地域冷暖
房の実現に向けた熱
源水NWの整備

・プレFS ・FS

地域エネルギーマネジメ
ントシステムと大規模
ネットワークとの相互補
完

３エリアにおける
CEMSの導入

・3エリアのCEMSを連係した
バーチャルEMS実証

３エリアにおけるEV
の大量導入と充電イ
ンフラの整備

・普及に向けた計画・検討

充放電対応EVを用
いたエネルギーマ
ネージメント

ライフスタイルの革新 ライフスタイルの革
新 ・普及・啓発活動の計画

・Eモニタリング事業実験導入
・見える化の促進

・Eモニタリング事業の拡充
・街路灯等のLED化
・LEDディスプレイによる展
示・広報

・インセンティブ、システムの
導入・ブラッシュアップ

推進体制 YSCP推進体制の整
備

取組・実証項目
地域での熱エネル
ギーマネジメント

・YSCP推進体制の整備、他地域との連携
・APEC、各種国際イベントなどへの参加、独自イベントの実
施
・YSCP推進体制、イノベーションネットワークの運営

・スマートシティマネジメントの実証

次世代交通システム
・サービスモデル・補助スキームの試行・評価検証
・充電スタンドの段階的導入
・EV走行実績の調査開始

・サービスモデル・補助スキームのブラッシュアップ・評価検
証
・充電スタンド導入拡大

・フィールド調査、需要家獲得アプローチの検討

・EV放電器、EVデータセンターと各EMS間の通信IF開発
・各種システム開発

・充放電対応EV等の導入
・充放電制御によるCO2削減効果、経済性の実証
・HEMS、BEMS、CEMS等との連携開発、実証

・インセンティブの効果検証
・消費者の行動変革の度合いの評価

・実施設計、施工 ・実証検証

・導入効果の精査
・熱源水ネットワーク基本設計

・CEMS、蓄電SCADA機能、
配変用定置型蓄電池の開発
・熱コミュニティEMS機能開発（～H25）

・大規模実証計画の策定

・3地区にCEMS、蓄電池を順次導入

・CEMSによる地域連携実証
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III. 様式 2 
 

1. 大規模な再生可能エネルギーの導入 
 

2. 一般世帯向けのエネルギーマネジメント（HEMS） 
 

3. 事業者向けのエネルギーマネジメント（BEMS） 
 

4. 地域での熱エネルギーマネジメント 
 

5. 地域エネルギーマネジメントシステムと 
大規模ネットワークとの相互補完 
 

6. 次世代交通システム 
 

7. ライフスタイルの革新 
 

8. 推進体制 
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1. 大規模な再生可能エネルギーの導入 

 

1-1：3 エリアにおける再生可能エネルギーの導入 

 

1-2：市内福祉施設等への太陽熱エネルギーの導入 

 

1-3：ビルへの河川水ヒートポンプの導入
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 様式２ 

１．実証事項 3 エリアにおける再生可能エネルギーの導入 No.1-1  
２．実施者 横浜市、東芝、パナソニック、明電舎、東京電力、東京ガス、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 19,500 百万円 
４－１実証の仮説 
地域からの CO2 を削減するために、再生可能エネルギーの大量導入を受容可能な次世代エネルギー

インフラを構築する。 
再生可能エネルギーを特定の地域に集中導入し、蓄電池等を活用したCEMSによる地域のエネルギー

マネジメントシステムを確立することで、電力の安定供給と生活者の満足度（QOL）が両立され、再

生可能エネルギーの大量導入が可能となるという仮説を検証する。1

同様に地域からの CO2 を削減するために、再生可能エネルギーの普及を加速化する。リース形態等

の需要家の初期コストを低減するサービスモデルを拡充することで、再生可能エネルギーの普及が加速

するという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
実証は①スモールスタート、②取組み拡大の 2 ステップで行う。 
 
① スモールスタート 

H24 年度までに、MM エリア・港北 NT・YGV エリアで PV を導入し、以下の仕組みの構築・検証、

CO2 削減効果検証を行う。 
■再生可能エネルギーを普及促進する横浜グリーンパワー事業を実施する。現行の導入補助制度を活用

したエンドユーザーによる設置･導入の促進に加え、一般住宅向けには町内会単位などでまとめて公

募し、横浜グリーンパワーによる PV 機器等の一括大量購入、エリアを集中した施工工事の効率化、

リース等による需要家の初期投資負担の軽減化を図るなど、低廉な価格でパッケージを提供していく

手法を導入することを目指す。 
■CO2 削減効果検証のため、再生可能エネルギー（電気･熱）の計測(可視化)は個々の需要地点における

HEMSやBEMSまたはCEMSが行うことを前提とする。地域レベルでCEMSが計測する再生可能エ

ネルギーについては、対象地域内の公共施設や公園等への導入を検討すると同時に、横浜グリーンパ

ワーによるリース事業等の適応可能性を検討する。

 
なお、再生可能エネルギー導入にあたっては YSCP 参加企業及びイノベーションネットワーク参加

企業の所有施設へのシステム先行導入を検討する。一例として、東京ガスの港北 NT ビルや社宅に PV・
太陽熱利用設備を、東京電力の社員宅に PV や大気熱（ヒートポンプ）を導入する。 

 
② 取り組み拡大 

H25 年度以降、順次構築した仕組みによる実施エリアを拡大し、再生可能エネルギーの導入を加速

化することで、累計で約 27MW の導入を目指す。 

                                                  
1 詳細は「5-1：3 エリアにおけるCEMSの導入」を参照 
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H26 年度末には、住宅用 PV 約 13MW（約 4,200 戸×約 3kW）、中・大型 PV 約 14MW、合計約 27MW
程度の導入規模を目指し、実証対象世帯では 終消費エネルギーにおける住宅用 PV による発電割合

が、約 5%以上になる想定である。 
 
なお、上記実現のためにYSCP参加企業及びイノベーションネットワーク参加企業等は相互に協力し

て再エネ普及拡大を進める。横浜市は、横浜グリーンパワーによるPVの普及拡大を進め、東芝、パナ

ソニック、明電舎は分散電源を計測し発電電力を制御するそれぞれのシステム（HEMS、BEMS、
CEMS）の開発を主に担当する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォロー

アップ指標について、精査・設定を実施する。2

５．フォローアップの方法 
 上記仮説を検証するために、HEMS･BEMS･CEMS 等を通じて分散電源ごとの発電データを収集

し、系統への影響や CO2 削減効果を検証する。 

６．スケジュール 
H22～24 
【調査・計画】普及に向けたサービスモデル・補助スキームの計画・検討 
【調査・計画】フォローアップ指標の精査・設定 
【構築・導入】横浜グリーンパワーモデル事業の構築・実施・評価検証 
【導入・実証】YSCP 参加企業所有施設、住宅、ビル、公共施設向けに PV を導入 
H25～26 
【導入・実証】順次エリアを拡大し、PV を導入 
【導入・実証】サービスモデル・補助スキームのブラッシュアップ・評価検証 
 

                                                                                                                                                                       
2 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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１．実証事項 市内福祉施設等への太陽熱エネルギーの導入 No.1-2 
２．実施者 東京ガス、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 1,321 百万円 
４－１実証の仮説 
事業所からの CO2 削減のために市内福祉施設など向けに太陽熱パネル、太陽熱冷房対応吸収式冷温

水器、ガスエンジン給湯器などを設置しようとしている。 
近接する導入サイト間で上空の気象状況を感知させた上で相互通信させることで、出力が予測不能で

安定しない再生可能エネルギーの利用を 大化しつつ、安定的な冷水・給湯出力を保証するようなエネ

ルギーマネジメント手法が確立可能であるという仮説を検証する。 
また、複数建物に一斉に導入することで、高額な観測機器を導入する代わりに簡便な装置で面的なセ

ンサリングを行うことで実用に耐える感知精度で気象状況を織り込んだ制御が可能であるという仮説

を検証する。再生可能エネルギー利用のリーディングプロジェクトとすることにより他の既成市街地に

おける展開を加速させることができる。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
 MM・港北 NT・YGV の各エリアで太陽熱利用を中心とした再生可能エネルギーおよび面的制御シス

テムを導入し、以下の技術検証・CO2 削減効果検証を行う。 
 給湯需要の多い市内福祉施設（主に横浜市内の老人福祉施設が候補）向けにガスエンジン給湯器、

太陽熱給湯システムを設置し、再生可能エネルギー利用を 大化しつつ出力が安定となるシステム

および制御の確立も検討する。また、横浜市の協力のもと、東京ガスが MM エリア（周辺エリア

含む）の未利用地等に太陽熱集熱装置を設置し、その周辺の既設ビル等への空調用温水供給および

給湯供給を行う。いずれの場合も一件につき、太陽熱集熱パネルおよび付帯設備一式、ガスエンジ

ン給湯器または太陽熱冷房対応吸収式冷温水器、気象状況感知設備一式、および付帯設備一式、既

存給湯設備と連携する制御システム一式をそれぞれ導入する。 
 本システムは導入サイト上空での気象状態をそれぞれ感知が可能な装置を持つ。その上でシステム

を導入ビルの BEMS の制御下とし、複数建物間で BEMS 間連携を行い、市内に多数導入されたパ

ネルの位置情報と上部空間の気象状態の変化をパネル間で相互に通信しあうことで、例えば「貯湯

タンクの温度は設定値より低く、今は曇っている。しかし、近隣のパネルからの情報によればもう

すぐ空は晴れるから、今は吸収式、ガスエンジン、ボイラを運転せずに晴れるまで少し待とう」と

いった、太陽熱利用のフィードフォワード制御に利用する。 
 また、本システムを太陽熱パネル同士のみならず、施設内または近隣の太陽光発電パネルとも

BEMS 間連携による協調制御を行う。例えばよく晴れた連休中などで、太陽光発電パネルからの

発電に余剰分がある場合、本システムのガスエンジンの運転を抑制し、太陽光発電パネルからの余

剰出力を吸収させることにより、ローカルエリアでの潮流の安定化を目指す。 
 当該ビルに BEMS を新たに導入することが必要であれば YSCP 参加企業との協業を検討する。 

 
なお、東京ガスおよびグループ会社はプロジェクト推進にかかわるマネジメント業務一式（展開スケ

ジュール、設計関連業務、導入スキームや施工請負体系の調整、補助金申請助成）を担当し、横浜市の

様式２ 
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協力のもと、導入対象施設運営事業者との調整を行う。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経

済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。3

５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するために導入前後のエネルギー利用状況について導入先で個別に調査し、本プロジ

ェクト実施による省 CO2 効果を検証する。季節や時間ごとの熱負荷の立ち上がり特性を想定し、機器

の追従や機器作動の優先などの基本制御シーケンスを構築する。また、各パネル間の通信プロトコルや、

フィードフォワード制御ロジックを構築する。その上で実証試験を行い各機器の立ち上がり立下りなど

の動特性や機器作動の優先順位の適正を評価、適宜、制御ロジックや基本シーケンスを修正しながら進

化をはかる。 
６．スケジュール 
H22 
【調査】システム設計、制御ロジックの検討。導入可能建物の特定 
H23 
【導入】実証装置の設置。データ取得開始。導入可能建物の特定 
H24～H25 
【導入】データ取得継続。システムおよび制御の改良検討。システム導入工事  
H26 
【実証】導入事業所の結果の総括および報告 
 
 

                                                  
3 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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 様式２ 

１．実証事項 ビルへの河川水ヒートポンプの導入 No.1-3 
２．実施者 東京電力、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 715 百万円 
４－１実証の仮説 

CO2 削減のために、河川水等の未利用エネルギーの活用を図る。 
河川水が豊富な横浜駅周辺地区を対象に、今後開発されるビルへ河川水ヒートポンプを導入することに

より、化石燃料（ボイラ）代替による CO2 大幅削減に資するという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
横浜駅周辺地区で開発が予定されるビルに対し、河川水ヒートポンプシステムを導入し、以下の技術

検証・CO2 削減効果検証を行う。 
 河川水利用については、「横浜駅周辺大改造計画」で区域を流れる帷子川の治水対策、親水活用、

熱利用の必要性が盛り込まれているものの、具体的なプロジェクトに対する計画・設計方針が示さ

れていない。そこで、区域内で今後計画されている熱源設備更新や新規開発プロジェクトに対して、

河川水をヒートポンプの熱源水として活用するための技術調査（流水量、取水方式、環境影響、施

設運営方法）や費用対効果（建設費、省 CO2 効果、運用コスト削減効果）などについて FS を行

う。その結果から、エリア全体における治水対策、親水活用に加えて熱利用による低炭素化も含め

た河川水活用（水系整備）の総合的な利用を目指す。 
 FS で事業性が認められたプロジェクトに河川水ヒートポンプを導入することにより、化石燃料（ボ

イラ）代替により CO2 が大幅削減されることを実証する。 
 河川水ヒートポンプと蓄熱槽を併せて導入することで負荷移行が可能となり、CEMS との連携に

より地域で再生可能エネルギーを優先的に利用できることを実証する。 
 
※河川水ヒートポンプ 
年間を通じて温度が安定している（夏は冷たく、冬は暖かい）河川水をヒートポンプの熱源水や冷却

水として活用し、ビルの暖房や冷房に利用する高効率な空調熱源システム。 
 
「横浜駅周辺大改造計画」で治水対策や親水活用の対象となる帷子川流域の既設ビルの熱源更新計画

やモデル開発プロジェクトに対応して、河川水利用による熱源の CO2 削減効果を FS により検証し、

事業性が認められた開発地区に河川水ヒートポンプシステムを導入する。周辺に水源（河川水、海水、

下水処理水）が豊富にある特徴を生かし、ヒートポンプによる未利用エネルギーの活用、低炭素化を実

現する。 
 
なお、上記実現のための役割は、東京電力はコンサルタント会社（未定）と協調し、各種検討、取り

纏めを主に担当するとともに、横浜市の協力のもと、関係各所との調整を担当する。 
アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設

                                                  
4 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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定を実施する。4

５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するために技術的検討、事業性検討を実施し、河川水利用による熱源の省 CO2 効果

を検証する。 

６．スケジュール 
H23 年度  
【調査・計画】河川水利用の検討を実施し、課題の整理を行う 
【調査・計画】プレ FS（エネルギー消費量、CO2 排出量等） 
【調査・計画】河川流量調査、環境影響調査 
【調査・計画】課題の整理 
H24 年度 
【調査・計画】課題の検討に基づき河川水利用の方向性を整理する 
【調査・計画】事業性詳細検討（イニシャルコスト、運用コスト等） 
【調査・計画】FS に基づいた地点での河川水利用システムの設計を行う 
H25 年度～ 
【導入・実証】FS に基づいた地点での河川水利用システムの導入、効果検証を行う 
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2. 一般世帯向けのエネルギーマネジメント（HEMS） 

 

2-1：3 エリアにおける HEMS の導入 

 

2-2：集合住宅における燃料電池、蓄電池を組み合わせた 

エネルギーマネジメント



様式２ 

１．実証事項 3 エリアにおける HEMS の導入  No.2-1 
２．実施者 パナソニック、東芝、東京電力、東京ガス、横浜市、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 4,800 百万円 
４－１実証の仮説 

HEMSによる宅内電力消費の効率化や可視化・太陽光大量導入に資する経済的インセンティブによる

負荷造成及び負荷移行効果の検証を一定規模で実施することや、CO2 削減効果が高い高効率エネルギ

ーシステムにより、生活者の満足度（QOL）と家庭からのCO2 排出量削減が両立できるという仮説を

検証する。5

さらに、HEMS と高効率エネルギーシステムの多様な組み合わせの提供や、リフォーム等の住宅向

けサービスと組合せること等を通じ、CO2 削減効果の高い住宅の普及が加速するという仮説を検証す

る。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
実証は①スモールスタート、②取組み拡大の 2 ステップで行う。 
① スモールスタート 

 エネルギー消費データ及び発電量データ等を「収集」、「見える化」する 小限の機能を実装し

た機器を個々の家庭に導入する。システムの構成要素は以下の通り  6

●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 
 可能であれば個々の家電、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」 

② 取組み拡大 
H24 以降には新たに開発される予定の CEMS と連携し、宅内情報の計測・配信等を行う。なお現在

想定される連携方法は以下のとおり： 
 情報提供：HEMS から CEMS へ計測データを提供する機能。CEMS は、個々で得られた宅内

情報を元に各種計画を立てる 
 制御支援：CEMS から有効と想定されるエネルギー制御情報を受信し、宅内各家電機器の省エ

ネ制御支援を行う（今後検討） 
 

需要家獲得計画は①スモールスタート、②取組み拡大の 2 ステップで行う。 
① スモールスタート 

H22 年は横浜市の取り組みとして可視化施策を YGV の並木団地を中心とする一般世帯へ導入する。

H23 から導入を開始し、H24 年度中に MM・港北 NT・YGV の各エリアで HEMS を導入する対象

として、以下の対象需要家が候補として挙がっている。 
6、及びイノベーションネットワーク参例として、東京電力の社員宅、東京ガスが新築する集合住宅

                                                  
5 詳細は「7-1：ライフスタイルの革新」を参照 
6
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 詳細は「2-2：集合住宅における燃料電池、蓄電池を組み合せたエネルギーマネジメント」を参照 



24 
 

加企業の社宅を皮切りに、イノベーションネットワーク所有マンションその他の横浜市住宅供給公社物

件、UR賃貸物件、ハウスメーカーと提携した分譲住宅へと展開していく。 
 
② 取組み拡大 

H25 年度以降、順次 HEMS の導入数を拡大し約 4,000 世帯への導入を目指す。 
 
導入施策(案)は以下の通り。 
【戸建住宅】 

HEMS を普及させるために、環境意識の高いユーザーへの的確なアプローチを検討する。及び省エ

ネ家電、住宅用太陽光発電、太陽熱利用設備、高効率給湯器、ヒートポンプ、蓄電池等を導入する。導

入に当たっては複数の機器の組合せパターンを用意する。 
 
【一般公募】 
一般住宅向けには、町内会単位等で、参加者を公募する。導入のインセンティブとして、PVや太陽

熱などの単体で効果が望めるものとセットにし、本事業への協力ならびにCEMSとの連携を条件にPV
にプラスアルファの市の助成の追加を検討する。7

 
【新築戸建住宅】 
新築戸建て物件に関しては、あらかじめ 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する。 
 
【集合住宅】 
集合住宅の個々の需要家宅に HEMS 機器を導入し、集合住宅内のエネルギー消費量の 適化を行っ

た場合も検討する。 
 
導入先の住宅の需要家に関して、H22 年度に需要家の開拓スキームをハウスメーカーの協力を得て

YSCP が検討する。 
なお、上記実現のためにパナソニック及び東芝はHEMS、充放電EV対応システム（国際標準化動向

を見ながら）などの対象機材・システムを導入する。YSCP参加企業は、対象世帯へのアプローチにつ

いて共同して検討を行う。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ

指標について、精査・設定を実施する。8

なお、年度毎の導入規模や機器はフィールドの詳細調査、需要家の獲得状況を踏まえて 終化する。

５．フォローアップの方法 
【HEMS】地区毎のエネルギーデータの収集 
【CEMS、ライフスタイル革新等の他実証含めて全体検討してゆく方法】 
地域の需給バランスを予測するモデルを構築する。また、さまざまなインセンティブを与えるパイロ

                                                                                                                                                                       
7 詳細は「1-1：3 エリアにおける再生可能エネルギーの導入」を参照 
8 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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ット事業を行うことで、それぞれの効果を検証する。これにより、それぞれの機器の導入やインセンテ

ィブを与える仕組みの導入による効果を並行して評価する。9

導入効果については、随時 SNS やアンケート等を通じて生活者の QOL や経済的インセンティブに

対する調査を行う。さらに各システムからのデータ収集によって CO2 削減効果検証をおこなう。 
６．スケジュール 
H22 
【調査・計画】需要家の獲得スキーム検討、公募準備など（横浜市、アクセンチュア、パナソニック、

ハウスメーカー） 
H23～H24 
【導入・実証】検証世帯への導入、機器のエネルギー消費データの収集開始 
【導入・実証】検証世帯への導入、需要シフトのためのインセンティブの段階的導入 
H25 ～H26  
【取り組み拡大】検証世帯への導入。各インセンティブの効果検証。消費行動、家族構成等による行動

変革の度合いの評価 
【導入・実証】各インセンティブの効果検証。消費行動、家族構成等による行動変革の度合いの評価 
【導入・実証】HEMS とインセンティブをパッケージ化した商業ベースのサービスとしての提供を検

討。更に、継続し続ける仕組みの構築を目指す 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
9 詳細は「7-1：ライフスタイルの革新」を参照 
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 様式２ 

１．実証事項 集合住宅における燃料電池、蓄電池を組み合せたエネルギーマネジメント No.2-2 
２．実施者 東京ガス、日産自動車、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 1,830 百万円 
４－１実証の仮説 
集合住宅に太陽熱、太陽光発電設備、燃料電池および蓄電池を設置し、住戸間にある複数の分散型電

源および需要設備を 適に制御し、エネルギーマネジメント手法を確立すると共に、機器制御、消費者

行動変化促進および建物側の工夫を組入れることにより、省 CO2 が実現できるという仮説を検証する。

４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
東京ガスが新築する磯子区の集合住宅（社宅）向けにエネルギーマネジメントシステムを導入し、以

下の技術検証・CO2 削減効果検証を行う。 
 太陽光発電（１０kW 程度）、太陽熱給湯（１０kW 程度）、燃料電池（１０台程度）、蓄電池（EV、

PHV 含む）を当初より設置し、電力の高圧一括受電契約のもと、住戸間での電気・熱の融通を実

施する。 
 日産自動車が開発した充放電対応 EV を用いて HEMS との連携の実証を行う。 
 蓄電池としては、リチウムイオン電池に加えて、ニッケル水素電池（川崎重工業製）を実証におい

て活用する。 
 次世代燃料電池を導入し、現行の燃料電池との比較検証を実施する。 
 ガスのスマートメーターを用いて、省 CO2 行動喚起の実証等を行う。 
 消費行動変化を検証するため、CO2 排出やコストを指標としたＴＯＵ（時間帯別料金）の導入（１

時間単位をベースに複数の時間間隔で検証予定）や再生可能エネルギーや燃料電池廃熱を有効に活

用するための消費機器のタイムシフト（洗濯機、食器洗浄機、風呂給湯器などを候補に検討予定）

などを組入れ、機器制御・消費行動変化促進に対するインセンティブの効果検証を行う。住居者の

意見を集約し、インセンティブのブラッシュアップを図る。 
 上記に加え、建物にパッシブ要素（緑化、通風、採光など）を取り入れ、総合的な効果の向上を図

り、CO2 削減を図る。 
 
アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設

定を実施する。また、東京ガスは本実証で得られたインセンティブや消費者行動の変化に関する知見を

ライフスタイル革新の進化のために提供する。10

 
５．フォローアップの方法 
 上記仮説を検証するために太陽光発電、太陽熱といった再生可能エネルギーと燃料電池のコージェ

ネ、更に蓄電池からの供給側エネルギー量の把握および家電などのエネルギー消費データを集約する。

特に、データ収集の周期やマネジメントに与える影響の大きいデータを把握することで、アルゴリズム

の改良、制御方式の見直しなども検討する。 

                                                  
 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 10
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さらに、各インセンティブに対する居住者の消費行動変化の検証、見える化の有無による効果検証を

行うことで、投資対効果の高いシステムの確立を目指す。 

６．スケジュール 
H22 
・【調査・計画・開発】エネルギーマネジメントのアルゴリズムの開発、システム設計・電気設計・機

械設計 
H23 
・【開発・導入】エネルギーマネジメントのアルゴリズム開発、建物建設、実証装置、スマートメータ

ーの設置 
H24 
・【導入・実証】EV の導入、データ計測開始、電力・熱融通効果の検証、機器制御・消費行動変化促

進による居住者の消費行動変化の検証 
H25 
・【導入・実証】データ取得継続。次世代燃料電池の実証追加 
H26 
・【導入・実証】データ取得継続。住居者の意見を集約し、消費行動変化促進に対するインセンティブ

の効果検証 
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3. 事業者向けのエネルギーマネジメント（BEMS） 

 

3-1：3 エリアにおける BEMS の導入 

 

3-2：蓄電池付 BEMS の導入 

 

3-3：ビル群のエネルギー制御と地域間連携
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 様式２ 

１．実証事項 3 エリアにおける BEMS の導入  No.3-1 
２．実施者 アクセンチュア、明電舎、東芝、横浜市、東京ガス 等 
３．事業費 総額 約 16,200 百万円 
４－１実証の仮説 

BEMSと高効率エネルギーシステムの多様な組合せの提供やビルの環境性能のランキング化、ビルオ

ーナーの初期コストや維持管理コストを低減するサービスと組合せること等を通じBEMSの普及が促

進され、業務・商業ビルからのCO2を削減できるという仮説を検証する。 
 

４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
実証は①スモールスタート、②取組み拡大の 2 ステップで行う。

① スモールスタート 
H24 年度までに、MM・港北 NT・YGV の各エリアで BEMS を導入し、以下の CO2 削減効果検証・

普及効果検証を行う。 
 新規に導入する BEMS には標準で、既存の従来型 BEMS には追加で「CEMS や統合 BEMS との

連係」「CO2 排出量の見える化」等の機能を加え、ビル単体、ビル群全体、及び地域全体での CO2
削減効果を検証する。 

 「CEMSや統合BEMSとの連係」機能により、統合BEMSがCEMSからの配分量を各ビルの状

況に応じて再配分し、その指令に沿ってBEMSが自動的にビル内のエネルギー制御を行うこと

で、地域全体でのCO2 削減を実現する 。 11

 「CO2 排出量の見える化」機能により、熱源・ポンプ・照明・その他の設備区分毎にエネル

ギー（電気・ガス等）を計量する。ビル管理者がエネルギー源の選択を 終効用と CO2 量に

応じて判断し、制御することでビル単体での CO2 削減を実現する。 
 BEMS を導入する際に、高効率エネルギーシステムや蓄電池システムも組合せて一部導入し、

CEMS と連係する BEMS による 適運用を行うことで、更なる CO2 削減を実現する。 
 BEMS の普及を促進するため、以下のようなサービスモデルや打ち手を検討する。 

 BEMS を導入するユーザーの初期投資を低減するスキーム等を検討する。 
 可視化により 終効用ベースでの環境性能の比較評価が出来る仕組みを実現し、ランキング化

等により、改修の促進（ヒートポンプ化、LED 化等）、運用改善への誘導及びマネジメント手

法の確立に役立てると共に、環境性能の高いビルの不動産価値向上を図ることを検討する。 
 さらに、ビルの維持管理コストの低減に資するソリューションを構築する。 

 
なお、BEMS 導入にあたっては YSCP メンバー及びイノベーションネットワーク参加企業の所有施

設へのシステム先行導入を検討する。一例として、東京ガス港北 NT ビル（東京ガス）やイトーヨーカ

堂横浜別所店（日揮）、建設中のみなとみらいグランドセントラルタワーへの BEMS の導入を検討する。

 

                                                  
11 詳細は「3-2：蓄電池付BEMSの導入」、「3-3：ビル群のエネルギー制御と地域間連携」、「5-1：3 エリ

アにおけるCEMSの導入」を参照 
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② 取組み拡大 
 H25 年度以降、スモールスタートで得られた情報の活用、再生可能エネルギー導入検討制度等の基

準や規制措置との連動等により、順次 BEMS の導入数を拡大することを目指す。 
 
なお、上記実現のための役割は、横浜市は再生可能エネルギー導入検討制度等と連動した規制等の政

策設計を担当する。アクセンチュアはソリューション開発を主に担当する。明電舎、東芝、その他イノ

ベーションネットワーク参加企業はBEMSの導入を主に担当する。アクセンチュアはCO2 削減効果検

証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。12

５．フォローアップの方法 
BEMS を導入した特性の異なる施設における運用データを統合 BEMS や CEMS 経由で収集・解析

することで、施設の負荷パターン特性や設備構成特性毎の導入効果を体系的に整理し、投資対効果の大

きいビルの特性や 適な BEMS 導入のための選定指標を確立する。 
６．スケジュール 
H22 
【調査・計画】サービスモデル・補助スキームの計画・検討、導入場所選定 
【調査・計画】フォローアップ指標の精査・設定 
H23～H24 
【導入・実証】サービスモデル・補助スキームの試行・評価検証 
H25～H26 
【導入・実証】サービスモデル・補助スキームのブラッシュアップ・評価検証 
【導入・実証】再生可能エネルギー導入検討制度等の基準や規制措置との連動 

 
 

                                                                                                                                                                       
12 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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 様式２ 

１．実証事項 蓄電池付 BEMS の導入 No.3-2 
２．実施者 明電舎、NEC、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 650 百万円 
４－１実証の仮説 

CO2 削減のために蓄電池を活用した BEMS を導入しようとしている。従来の BEMS における省エ

ネルギー制御はエネルギー機器に対する個別制御が基本となる。このため、EV や蓄電池を含む複数の

電源（系統電力も含む）と熱源機器からエネルギーを供給する場合において、負荷パターンに対応して

も効率の良い機器構成（省 CO2）にて供給することで全体のエネルギー利用効率を向上させ、省エ

ネルギーをはかれるという仮説を検証する。 
また、その中でエネルギーの弾力的な運用を実現することで、CEMS との連係による負荷制御を可

能とし、地域内のエネルギー需給制御に寄与することで再生可能エネルギーの出力変動を抑制できると

いう仮説を検証する。 
さらに、BEMS のビル間連係制御を行うことで、ビル単位での蓄電池導入に比して投資対効果が改

善すること、単独ビル内の需給制御よりもスケールメリット効果により更なる省エネルギーをはかれる

という仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 

MM エリアは大型業務ビルや商業施設による高度開発エリアであるため、それらの一棟を選定し、

BEMS、および BEMS と連係可能な CEMS、充放電対応 EV を導入することで、次世代業務ビルのス

マート化モデルを構築する。 
 

 需要予測に基づくエネルギー 適利用のためのエネルギー機器運転制御、蓄電池充放電制御、負

荷制御を有した蓄電池付き BEMS を導入し、実機検証を行う。これらにより EV を含むビル内

の蓄電池を適用したエネルギー管理システム導入によるビル単体での CO2 削減効果を検証す

る。 
 地域エネルギー管理システム（CEMS）、充放電対応 EV と連係する。充放電対応 EV を制約の

ある定置式蓄電池とみなし、電力系統との相互補完を通じた電力の系統全体の 適運用への貢献

に活用する。地域系統全体の CO2 削減への貢献効果も検証する。 
 一棟内でエリア区分を行い、仮想的に BEMS のビル間連係状態を構築する。自律制御を基調と

した BEMS 間連係により分散した蓄電池を取り扱うことで、ビル間での CO2 削減効果を検証す

る。 
 
なお、上記実現のための役割は、明電舎がBEMS、NECが蓄電池のシステム開発を行い、全体とり

まとめの上、ビル管理・運営会社との協力のもと選定したビルにシステムを導入する。横浜市はビル選

定を支援する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標につい

て、精査・設定を実施する。13

                                                  
 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 13
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５．フォローアップの方法 
CO2 削減量や運転コスト削減量等の「効果面」、導入・運用費用といった「コスト面」の両情報を収

集する。これにより、ビル内エネルギー利用 適化の方法、ならびに取組の投資対効果が明らかになる。

また、導入ビルの特性情報（建物の用途、設備構成、築年数等）についても併せて収集することで、投

資額に対して効果の得られやすいビルの特性とは何かが明らかになる。 
６．スケジュール 
H22 年度 
・【調査･計画】実証対象施設の詳細調査 
・【開発】BEMS の設計・製作、エネルギー利用 適制御機能の開発 
H23 年度 
・【導入・実証】実証フィールドへ高度 BEMS 導入 
・【導入・実証】エネルギー供給 適制御機能の実証検証 
H24 年度 
・【導入・実証】実証フィールドへ蓄電池導入 
・【導入・実証】蓄電池を含めたエネルギー利用 適制御機能の実証検証、EV との連係実証 
H25 年度 
・【導入・実証】CEMS と連係実証、ビル間連係評価 
H26 年度 
・【導入・実証】全体システム評価 
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１．実証事項 ビル群のエネルギー制御と地域間連係 No.3-3 
２．実施者 東芝、アクセンチュア、東京電力 等 
３．事業費 総額 約 3,300 百万円 
４－１実証の仮説 
(a)ビル利用者の自発的な省エネ行動 
事務所ビル群を対象に、エネルギー使用状況をＰＣやモバイル機器等に表示できるシステムを構築す

ることで、他ビルとのエネルギー使用状況の比較や競争原理により、ビル利用者の自発的な省エネ行動

を誘発し、CO2 が削減できるという仮説を検証する。 
(b)空調 適制御による快適性・労働生産性の確保とビル群としての省エネ達成の両立 
ビル群管理システムが空調環境の快適性を維持したまま、空調機の 適化を図る制御指令を BEMS

に送信することで、ビル統合管理の観点で、それぞれのビルの能力に応じたエネルギー削減量を考慮し

ながら、地域内の空調エネルギーが削減され CO2 が削減できるという仮説を検証する。 
(c)人流・物流管理と連携させたBEMSを導入した場合の地域レベルでの省エネ効果の評価 
人物や物品を RFID や監視カメラを用いた画像処理で管理し、設備機器や OA 機器のムダ運転の防止

や空調エネルギーの低減を図ることでビル全体の消費エネルギーを削減する。これらの情報をビル群管

理システムで管理することで各ビルのエネルギー消費状況を可視化し、ビル統合管理の観点で、それぞ

れのビルの能力に応じたエネルギー削減量を考慮しながら、ビル群全体でのエネルギー削減を誘発する

ことで CO2 が削減できるという仮説を検証する。 
(d)再生可能エネルギー利用と蓄電・蓄熱による低炭素ビルのベストプラクティス 
シミュレーションにより PV と蓄電池の 適設計をし、 適な PV と蓄電池を代表的なビルまたは地

域に導入する。また、照明器具を直流電源化することにより、変換損失が減少することで照明エネルギ

ーを削減し、更にビル統合管理の観点にてエネルギー削減の調整容量として考慮可能となるようにす

る。ビル統合管理の観点で、それぞれのビルの能力に応じたエネルギー削減量を考慮しながら、これら

を通じて CO2 が削減できるという仮説を地域レベルで検証する。 
(e)熱供給会社と熱受入ビルとの連携による地域省エネ 
地域冷暖房供給地区において、熱供給事業者の供給エネルギー情報と熱受入ビルの需要エネルギー情

報をビル群管理システムでアグリゲートし、熱デマンド制御や供給温度の 適化をはかることで、地域

内の CO2 の削減と、熱供給に関するトータルコスト削減を両立できるという仮説を検証する。 
(f)地域内および地域間での排出量取引 

CO2 削減計画達成のために、仮想的な地域内または地域間の排出量取引(融通)の導入が可能かどうか

判定する。これにより、融通によって地域での CO2 削減計画が実施できるという仮説を検証する。 
 

４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
 (a)ビル利用者の自発的な省エネ行動 

MM、港北 NT、YGV の 3 エリアでビル群管理を実施する。 
■電気・ガス・水道などのエネルギー計測システムを導入する。更に、各エリアからベンチマークビ

ルを 1 つ選定し、詳細なエネルギー計測システムを導入する。 

様式２ 
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■ビル群の計測データを集中処理するビル群管理システムを構築し、エネルギー情報をインターネッ

ト経由でＰＣや大型ディスプレイ、携帯電話等に配信する 。 
(b)空調 適制御による快適性・労働生産性の確保とビル群としての省エネ達成の両立 
■ベンチマークビルに対してビル群管理ステム側より、空調 適制御のための指令値を各ビルに送信

するシステムを導入する。 
■対象とするビルとはインターネット回線で接続し、その通信プロトコルには Web サービスなどのオ

ープン化技術を採用し、インタフェースの標準化を図る。 
■既設 BEMS にレトロフィットさせるためのゲートウェイ装置や様々な制約で BEMS の導入が困難

な中小ビル向けのインタフェース装置の経済性評価も合わせて実施する。 
(c)人流・物流管理と連携させたBEMSを導入した場合の地域レベルでの省エネ効果の評価 
■ベンチマークビルの利用者に対して RFID を配付し、動作用アンテナ局をベンチマークビルに導入

する等、人流を把握する手法を構築する。また、ビルの要所に監視カメラと画像処理装置を設置し、ビ

ル内において人物の有無を検出可能なシステムを構築する。 
■ビル群管理システムで人物の存在に応じた照明の点灯/消灯、空調の運転/停止、パソコンのサスペ

ンド移行などの操作出力が可能なシステムを構築する。 
(d)再生可能エネルギー利用と蓄電・蓄熱による低炭素ビルのベストプラクティス 
■MM、港北 NT、YGV エリアのビル群管理対象ビルにおいて、シミュレーションにより導入効果の

高いビルを選定し、選定したビルにおいて、実際に PV および蓄電池を導入した場合のビル群での評価

を行う。 
■照明を LED 化するとともに直流電源化した場合のビル群での評価を行う。 

(e)熱供給会社と熱受入ビルとの連携による地域省エネ 
■地域冷暖房供給をしている地区において、選定したビルと熱供給センタープラントを対象にプラン

トの運転データをビル群管理システムに取り込み、熱デマンド制御および供給温度の 適化制御を実施

する。なお、熱供給会社とは今後調整する。 
(f)地域内および地域間での排出量取引 
■排出量算出ロジックと排出量取引ロジックを仮想的にビル群管理システムに構築することでビル

間、地域間融通による CO2 削減計画の実施が可能かどうかの検証を行う。 
 

なお、上記実現のための役割は、東芝がウォークスルー調査とその調査結果に基づく対象ビル選定、

そして全体のシステムインテグレーションを担当する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経

済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。14

 
５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するためにエネルギー情報を収集し、省 CO2 効果を検証するが、これらの計測シス

テムは(a)ビル利用者の自発的な省エネ行動のシステムで構築が完了する。 
また、対象とするビルはエネルギー性能が実証試験の進行ともに向上し、BEFORE-AFTER の比較

が困難になる。そのため、事前に現有システムのエネルギー使用量を容易に算出可能にするため、ベー

                                                  
14 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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スライン算出モデルを定義しておく。 
なお、CO2 削減効果は、対象ビルの選定が完了する H22 年度末に設定する。 

６．スケジュール 
H22 
【調査･計画】MM エリアでウォークスルー調査し、ベンチマークビルを含むビル群管理対象ビルを選

定し、導入効果目標を設定 
【調査・計画】フォローアップ指標の精査・設定 
H23  
【導入・実証】MM エリアでエネルギー計測システムを導入し、実証の仮説(a)の効果を実証（次年度

以降も継続実施） 
【調査･計画】港北 NT、YGV エリアでウォークスルー調査し、ベンチマークビルを含むビル群管理対

象ビルを選定し、導入効果目標を設定 
H24 
【導入・実証】MM エリアで実証の仮説（b）～（c）の効果を実証 
【導入・実証】MM エリアについて実証の仮説(d)のためのシミュレーションを実施 
【導入・実証】港北 NT、YGV エリアでエネルギー計測システムを導入し、実証の仮説(a)の効果を実

証（次年度以降も継続実施） 
H25 
【導入・実証】MM エリアで実証の仮説（d）～（e）の効果を実証 
【導入・実証】港北 NT、YGV エリアで実証の仮説（b）～（c）の効果を実証 
H26 
【導入・実証】3 エリアで実証の仮説(f)が可能か否かを判定 
【実用化・事業化】ビル群管理システムの運用事業者の決定と教育 
【実用化・事業化】導入促進案の策定 
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4. 地域での熱エネルギーマネジメント 

 

4-1：都市廃熱を活用した高温熱供給配管の整備調査 

 

4-2：地域冷暖房を活用したエネルギーマネジメント 

 

4-3：地域冷暖房エリアにおける｢見える化｣による 

省 CO2 効果検証 

 

4-4：次世代型地域冷暖房の実現に向けた 

熱源水ネットワーク整備



様式２  
１．実証事項 都市廃熱を活用した高温熱供給配管の整備調査 No.4-1 
２．実施者 東京ガス 等 
３．事業費 総額 約 1,110 百万円 
４－１実証の仮説 
横浜市内に賦存する未利用エネルギーとして清掃工場の廃熱が挙げられる。横浜市内では現在 4 箇所

の清掃工場が稼動中であり、すでに周辺地域還元施設へ余熱供給を行っているが、その他の周辺地にお

ける熱需要への供給は行われていない。そこで各清掃工場から周辺熱需要への供給配管の整備について

FS（環境性、技術的実現性および事業採算性検討）を行い、この高温未利用エネルギーの活用により､

大幅な CO2 の削減ができるという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
以下の技術検証・CO2 削減効果検証、および導入エリア選定を行う。 
■ 現在、横浜市では鶴見・都筑・旭・金沢の 4 つの清掃工場が稼動している。各工場ともごみ焼却に

伴い発生する熱は蒸気としてエネルギー回収し、蒸気タービン発電機による発電や周辺施設への熱

供給を行っている。ただし清掃工場の立地によっては周辺に熱需要密度が高い街区が存在している

場合があり、蒸気配管を敷設の上、これら周辺熱需要に対する熱供給を行うことが有効である可能

性も高い。その為、環境性や事業性が有望な清掃工場に対して、東京ガスが FS 事業として以下を

検討する。 
 清掃工場からの廃熱利用による環境性の検討 
 清掃工場内の既存設備からの取り出しに関わる調査および技術検討 
 周辺の熱需要調査 
 周辺需要地への熱供給配管の設計検討 
 事業性検討 

■ 本 FS 事業を通じて横浜市内の清掃工場からの蒸気供給による周辺街区を含めた電力・熱のエネル

ギーマネジメント及びエリア CO2 マネジメントの可能性について検証する。 
■ 周辺への供給配管については、シールド工法が想定される為、シールド施工ルートの具体的な検討

のための詳細土質調査を別途行い、FS の検討内容に反映させるものとする。 
■ FS 終了後、事業性が認められたものの中から も実現可能性の高いものについて、その実現につ

いて検討を取り進めていく。 
■ 導入先の建物においては、清掃工場からの蒸気が 適に利用されるよう BEMS による制御を検討

する。 
■ YSCP にて検証が予定されている CEMS との連係を検討する。 

 
上記実現のための役割は、東京ガスがFS全体を担当し、横浜市の協力のもと、地域冷暖房会社や大

学・病院などの蒸気需要家、清掃工場との調整を行う。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経

済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。  15
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５．フォローアップの方法 
FS 事業の成果を報告し、地域の低炭素化に資する知見を提供する。 

６．スケジュール 
H23 
・【調査・計画】プレ FS（FS 対象場所の抽出）、FS（環境性、技術的実現性、事業性等の概略検討）

H24 
・【調査・計画】H23 の検討をもとにした埋設物調査等を含む詳細 FS、実現可能性の高い地点の選出

と実現のための課題の抽出 
H25 
・【調査・計画】FS 事業結果に基づく選定工場に関わる実証プロジェクトの設置、関係省庁と折衝、道

路管理者、鉄道事業者等を含む関係者との事前調整、関係者の合意形成 
H26 
・【調査・計画】実証事業における設計、許認可 
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 様式２ 

１．実証事項 地域冷暖房を活用したエネルギーマネジメント No.4-2 
２．実施者 東京ガス、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 1,100 百万円 
４－１実証の仮説 
地域からの CO2 削減のために、再生可能エネルギーを有効利用しようとしている。再生可能エネル

ギー活用のポイントは、変動する再生可能エネルギーとエネルギー需要のマッチングにある。 
本事業では変動する太陽熱の優先的な利用を、太陽熱パネルによる熱出力とガスエンジンＣＧＳの廃

熱の適正利用により、安定熱出力が強く要請される地域冷暖房向け熱製造において実現し、一導入拠点

あたり、年間数百トンの CO2 削減効果が期待されるという仮説を検証する。 
特に、化石燃料の高効率利用を可能とするガスエンジンＣＧＳと再生可能エネルギー（太陽熱）に既

存のエネルギーネットワークインフラ（例：熱融通導管、ガス導管ネットワーク）を組み合わせること

で、エネルギーシステムの相互補完を行い需要家の利便性を損ねることなく、低炭素化が図れることを

検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 

MM エリア等に熱製造ユニットを設置し、地域 EMS を構築し、プラントの拡張や増設に合わせた効

果的な低炭素化を実現する。 
■ 具体的には、以下の技術検証・CO2 削減効果検証を行う。MM エリア等において、エネルギー供

給事業者（東京ガス等）が、太陽熱集熱装置、ガスエンジンＣＧＳ、電動冷凍機（ターボ冷凍機や

空冷チラーなど）、廃熱投入型吸収冷温水機等を設置し、再生可能エネルギーを優先利用しつつ熱

を製造、熱融通配管を通じて需要家へ熱を供給するＦＳを行う。 
■ FS 終了後、事業性が認められた場合には、実現可能性の高い熱製造ユニット（再生可能エネルギ

ーステーション（仮称））を実証期間中に設置することを目指す。 
■ 地域冷暖房プラント、本施設及び需要家を統合的に管理する地域 EMS を構築し、別途 YSCP 内で

検証が予定されている CEMS との連係を検討する。 
■ 変動する太陽熱と熱需要のミスマッチを需要家の利便性を損なうことの無いよう、ガスエンジンＣ

ＧＳ、電動チラー、廃熱投入型吸収冷温水機により調整するため、機器ごとに異なる負荷変動に対

する動特性を把握した上で、制御方式の確立が必要であり、地域 EMS の運用を通じてこの方式の

確立を目指す。 
 
なお、上記実現のための役割は、横浜市の協力のもと、東京ガスおよびグループ会社はプロジェクト

推進にかかわるマネジメント業務一式（展開スケジュール、設計関連業務、導入スキームや施工請負体

系の調整、補助金申請助成）を担当する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等の

フォローアップ指標について、精査・設定を実施する。16

５．フォローアップの方法 

                                                  
 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 16
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上記仮説を検証するために導入前後のエネルギー利用状況・システム運用状況について調査し、本プ

ロジェクト実施による省 CO2 効果や地域冷暖房運用上の課題を検証する。 

６．スケジュール 
H22 
・【調査・計画】実施場所の選定とシステム容量の検討 
（負荷特性を把握した上で、太陽熱集熱装置、ＣＧＳ、廃熱利用設備の容量決定） 
H23～H24 
・【導入・実証】実施設計、施工 
H25～H26 
・【導入・実証】実証検証 
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 様式２ 

１．実証事項 地域冷暖房エリアにおける｢見える化｣による省 CO2 効果検証 No.4-3 
２．実施者 東京電力、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 2,094 百万円 
４－１実証の仮説 

CO2 削減を目指し、地域冷暖房、需要家の CO2 排出量の見える化ができる BEMS の導入及び 適

な設備を選択する CEMS との連係をおこなう。これにより地域冷暖房プラントがタウンマネジメント

機能を発揮し、エリアの CO2 大幅削減に資するという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
港北 NT エリアにおいて、地域冷暖房施設（供給側）および受け入れ施設（需要側）に BEMS を導

入し、以下の技術検証・CO2 削減効果検証を行う。 
■ 地域冷暖房エリアにおいて、地域冷暖房、需要家の CO2 排出量の見える化、及び熱源改修（ヒー

トポンプ導入）や運用改善による低炭素化について FS を実施する。 
■ FS により事業性が認められたものは導入に向け設計、導入を進める。 
■ 地域冷暖房施設（供給側）と自己熱源を保有する地域冷暖房受入れ施設（需要側）を一体で測定・

評価するために両施設へ BEMS を導入し、CO2 本位での「見える化」を図る。 
■ 需要側の冷暖房・給湯需要とヒートポンプの導入にマッチした、適切な熱媒の選択と、地域冷暖房

プラント側の設備改修計画・運用改善計画との整合を図り、エリアでの CO2 削減量 大化制御を

実証する。 
 
なお、上記実現のための役割は、横浜市の協力のもと、東京電力がコンサルタント会社（未定）、地

域冷暖房会社と協調し、各種検討、取り纏めを主に担当する（BEMS導入、プラント低炭素化改修会社

は未定）。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精

査・設定を実施する。17

５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するために地域冷暖房、需要家の CO2 排出量を計測し、既存地域冷暖房エリアの省

CO2 効果を検証する。 

６．スケジュール 
H23 年度  
・【調査・計画】CO2 見える化、プラント低炭素化における調査、検討を行う 
・【調査・計画】各種調査、FS の実施 
H24 年度 
・【調査・計画】FS に基づく地域冷暖房施設、需要家低炭素化改修設計 
H25 年度 
・【導入・実証】BEMS 導入（需要家、地域冷暖房施設）、改修工事実施 
H26 年度 

                                                  
 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 17
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・【導入・実証】CO2 削減の効果検証実施 
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 様式２ 

１．実証事項 次世代型地域冷暖房の実現に向けた熱源水ネットワーク整備 No.4-4  
２．実施者 東京電力 等 
３．事業費 総額 約 470 百万円 
４－１実証の仮説 

CO2 削減を目指し、熱源水ネットワーク整備調査を行う。再生可能エネルギー（河川水、海水、下

水処理水）が豊富な MM エリア等を対象に熱源水ネットワークを導入整備することにより既設地域冷

暖房エリアの CO2 大幅削減に資するという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
既存地域冷暖房エリアにおいて、以下の CO2 削減効果検証を行い、熱源水ネットワークの基本設計

を構築する。 
■ 下水処理水（海水、河川水含む）の熱源水ネットワーク整備、およびヒートポンプの温水供給によ

る、既存地域冷暖房エリアでの CO2 原単位の低減効果について、FS を実施する。 
■ FS にあたっては熱源水単独のインフラではなく、地域での再生水利用（トイレ用水、河川の水質

改善）や、都市の空間形成、治水対策等を統合的に勘案した水系のインフラパッケージとして検討

を行い、アジア新興都市へのビジネス展開についても視野に入れる。 
■ FS により事業性が認められた地点において、熱源水ネットワークの導入効果を精査する。 
■ 熱源水ネットワークの基本設計を構築する。 
 
なお、上記実現のための役割は、横浜市の協力のもと、東京電力はコンサルタント会社（未定）、地

域冷暖房会社と協調し、各種検討、取り纏めを主に担当する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並

びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。18

５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するために技術的検討、事業性検討を実施し、既存地域冷暖房エリアの省 CO2 効果

を検証する。 

６．スケジュール 
H23 年度 
・【調査・計画】熱源水ネットワーク整備における調査、検討を行う 
・【調査・計画】プレ FS（エネルギー消費量、CO2 排出量等） 
・【調査・計画】河川水取水、水再生センター等の放流先変更に係る調査、技術検討 
（環境影響調査、水再生センター等既存設備調査 ） 
・【調査・計画】熱源水導管技術検討（工法選定、ルート調査、導管試設計、積算等） 
H24 年度 
・【調査・計画】Ｈ23 年度の検討を基にした FS を実施する 
・【調査・計画】環境影響調査（前年度に引き続き実施） 
・【調査・計画】事業性検討（イニシャルコスト、運用コスト等） 

                                                  
 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 18
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・【調査・計画】温水供給の可能性検討 
エリアの開発動向、既存建物調査（温熱利用状況等）、技術的検討、事業性検討により、温水供給の可

能性を検討する 
H25 年度～ 
・【調査・計画】熱源水ネットワーク導入効果を精査し、仮説の実証を行う 
・【調査・計画】FS に基づいた地点での導入効果の精査 
・【調査・計画】FS に基づいた地点での熱源水ネットワーク基本設計の実施 
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5. 地域エネルギーマネジメントシステムと 

大規模ネットワークとの相互補完 

 

5-1：3 エリアにおける CEMS の導入 
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 様式２ 

１．実証事項 3 エリアにおける CEMS の導入  No.5-1 
２．実施者 東芝、東京電力、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 2,622 百万円 
４－１実証の仮説 

YSCP では、CO2 削減のために PV 導入を進めやすいインフラを構築しようとしている。 
その中で CEMS は、定置型蓄電池と地域内に集中導入された HEMS や BEMS と連係して、地域内

に集中導入された PV の出力変動を吸収する。需要家側も含めて制御を行うことで、定置型蓄電池のみ

で出力変動を吸収するよりも、より低い社会コストで PV 導入を進めることができるかどうかを実証す

る。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
■ CEMSを地域内の戸建住宅・集合住宅に導入されるHEMS、ビルに導入されるBEMS、急速充電

スタンド並びに充放電可能なEVを適用したカーシェア設備と連係させる。CEMSからHEMS・
BEMS・カーシェア設備等に指令を送ると共に、エネルギーマネジメントデータを収集する。なお、

このデータ収集機能は、他の取組みで検証するデータ収集にも用いる。  19

■ PV を集中導入した地域で、CEMS が地域内で消費される有効電力および太陽光発電量を踏まえ、

再生可能エネルギーの地産地消による CO2 削減を通じた電力系統との相互補完に寄与する。太陽

光発電量および蓄電池等の運用計画を立て、太陽光発電設備の大量導入を仮定した場合に当日の地

域内需要（EV・ＨＰ）を太陽光発電量に合わせるため、HEMS や BEMS を通じた間接的な需給

制御を行う。 
 制御量の配分については、需要家を考慮せずに制御可能な定置型蓄電池と下位ＳＣＡＤＡに対

して行い、下位ＳＣＡＤＡは制御対象需要家（HEMS や BEMS，急速充電スタンド）に制御

量を再配分するようなエネルギーマネジメントとする。 
 ①どの程度まで地域内のエネルギー需給を調節して貢献できるのかと、②そのための有効な手

段等についての仮説を立て、シミュレーション仮説に基づいた実証を行う。 
■ また、実証の中で、①配電系統側が需要家の電力を受入れる場合、逆に需要家・地域側が配電系統

側に貢献するケースは具体的にどのような場合か、②そのような相互補完関係が、どの程度の頻度

で発生するか、③蓄電池を用いた負荷平準化における社会コストの 小化の面からみて地域の 適

な需要家・配電系統の蓄電池容量配置バランスを明らかにする。 
 更に、系統電圧が高い場合、PV の抑制が起こらないよう、地域にある蓄電池などを負荷とし

活用することで、CEMS での CO2 削減を実施する。 
 終的には、地域内のエネルギー（電力と熱）の運用・管理を実施することで CO2 削減効果

の向上がどの程度図れるか検証する予定。 
 
 

                                                  
19 詳細は「2-1：3 エリアにおけるHEMSの導入」、「3-1：3 エリアにおけるBEMSの導入」、「6-1：3 エ

リアにおけるEVの大量導入と充電インフラの整備」、「6-2：充放電対応EVを用いたエネルギーマネジメ

ント」を参照 
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■ なお、H25 年度まではエリアごとに実証を行うが、H26 年度には MM、港北 NT、YGV の CEMS
を連係し、各地域における需給状況に応じて大規模系統に対する貢献を 小限の制御量で実現する

ことで、更なる CO2 削減の可能性を検証する。 
 
なお、上記実現のための役割は、東芝はCEMSの開発、導入・検証を、東京電力は 3 エリアの電力系

統との連携及び経済的インセンティブを付与する仕組みの検討を主に担当する。アクセンチュアはCO2
削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設定を実施する。20

５．フォローアップの方法 
CEMS が、HEMS・BEMS を通じて、経済的インセンティブ等の条件等も踏まえてエネルギーマネ

ジメントデータを収集する。配電系統側が需要家・地域側の電力を受入れる場合、逆に需要家・地域側

が配電系統側に貢献するケースは具体的にどのような場合か、また、そのような相互補完関係が、どの

程度の頻度で発生するかを検証する。 
６．スケジュール 
H22～23 年度 
【開発】CEMS、蓄電 SCADA 機能、定置型蓄電池の開発（～H23） 
【開発】熱コミュニティ EMS 機能開発（～H25） 
【調査・計画】フォローアップ指標の精査・設定 
【導入・実証】CEMS による大規模実証計画の策定を行い、MM に CEMS を導入 
【導入・実証】MM エリアに定置型蓄電池を設置 
H24 年度 
【導入・実証】CEMS による大規模実証計画の策定を行い、港北 NT、YGV に CEMS を導入 
【導入・実証】港北 NT、YGV エリアに定置型蓄電池を設置 
【導入・実証】CEMS による地域連携実証 
H25～26 年度 
【導入・実証】CEMS による地域連携実証 
H26 年度 
【導入・実証】3エリアの CEMS を連係したバーチャル EMS 実証 

 
 
 

                                                                                                                                                                       
20 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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6. 次世代交通システム 

 

6-1：3 エリアにおける EV の大量導入と充電インフラの整備 

 

6-2：充放電対応 EV を用いたエネルギーマネジメント 
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１．実証事項 3 エリアにおける EV の大量導入と充電インフラの整備 No.6-1 
２．実施者 横浜市、日産自動車、東芝、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 9,500 百万円 
４－１実証の仮説 

EV 大量導入の実現に向け、充電インフラの整備の他に各種普及促進策によるユーザーの初期コスト

低減や、EV 利用インセンティブの活用、ユーザー向けサービスを拡充することで、電気自動車の普及

が加速するという仮説を検証する。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
実証は①スモールスタート、②取り組み拡大の 2 ステップで行う。 
① スモールスタート 
 H23 年度までに、MM エリアに倍速・普通充電設備を導入する。低炭素モビリティのショーケース

として先進的な EV や電気バスの展示を行う。H24 年度までに、MM・港北 NT・YGV の各エリアで

ユーザー向けのサービスを拡充し、EV の導入及び以下の CO2 削減効果検証・普及効果検証を行う。

 
 充電設備の設置にかかわる調査 

EV の普及促進のためには充電スタンドの整備が必要となる。市民の「EV の電池切れ」に対する

不安が払拭され、EV が普及するような街づくりのあり方を調査し、3 エリアに段階的に設置する

ことによってサービスモデルの確立や、更なる設置促進の打ち手の検討に役立てる。 
 現行の導入補助制度を利用した充電設備導入の実態の精査 
 他都市や諸外国における仕組みの調査 
 公共施設、商業施設、業務施設、住宅等への充電スタンドの設置、これらの設置までの過程や

利用状況の分析 
 

 EV の 3 エリアへの段階的な導入 
 業務用車両の EV 置換促進、充電スタンドの設置 
 ナビや ITS 機能を活用した電池残量把握や車両の状態管理等の方策など EV ユーザーの初期

コストや維持コストの低減、ユーザーの快適性・利便性向上に資するサービスモデルの検討 
 

 EV からの走行実績を取得し、EV が普及した際の燃料転換による CO2 削減効果の検証を走行実績

に基づいて実施することも検討する 
 

① 取り組み拡大 
 H25 年度以降、補助スキームやサービスモデルをブラッシュアップすることで順次 EV の普及を拡

大し、H26 年度に累計約 2,000 台の導入を目指す。 
 
上記実現のために横浜市は現行の導入補助制度を運用するほか新たな仕組み作りを検討する。横浜

市・アクセンチュアは、YSCP参加企業との協力のもと調査を行う。日産自動車等はEV等の対象機材

様式２ 



50 
 

を提供する。東芝等は充電スタンドを提供する。サービスモデルの設計に於いてはイノベーションネッ

トワーク参画会社からの提案も活用する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等の

フォローアップ指標について、精査・設定を実施する。21またEVや充電スタンドの普及にあたっては、

神奈川県で 2014 年度までにEV3,000 台の普及を目指す「EVイニシアチブかながわ」とも連携を図る。

５．フォローアップの方法 
CO2 削減効果は、EV 走行実績の取得等を通じて検証する。普及効果は、EV 販売台数や充電インフ

ラ設置台数等から検証。ユーザーの QOL や価格感度はアンケート調査等を通じて検証する。 

６．スケジュール 
H22～H23 
【調査・計画】普及に向けたサービスモデル・普及促進スキームの計画・検討 
【調査・計画】フォローアップ指標の精査・設定 
H23～H24 
【導入・実証】サービスモデル・普及促進スキームの試行・評価検証 
【導入・実証】充電スタンドの段階的導入 
【導入・実証】EV 走行実績の調査開始 
H25～H26 
【導入・実証】サービスモデル・普及促進スキームのブラッシュアップ・評価検証 
【導入・実証】充電スタンド導入拡大、評価検証 
【導入・実証】EV 走行実績の取得・評価検証 
 
 
 

                                                  
21 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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 様式２ 

１．実証事項 充放電対応 EV を用いたエネルギーマネジメント No.6-2 
２．実施者 日産自動車、日立、オリックス、アクセンチュア 等 
３．事業費 総額 約 4,510 百万円 
４－１実証の仮説 
太陽光発電が大量に導入された系統においては、電気自動車が電力貯蔵可能な社会的インフラとして

活用できるという仮説を検証する。本実証では充放電対応EVを開発し、太陽光発電等の再生可能クリ

ーン電力の蓄電設備として活用することにより、EVのWell to Wheelでの低炭素化22と太陽光発電の利

用率向上を達成し、かつユーザーの満足度を維持しつつ社会コストを 小化できるという仮説を検証す

る。 
４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
充放電 EV を開発し、以下の技術検証・CO2 削減効果検証を行う。 

 
H22 年度および H23 年度 
■EV からの放電を可能とする技術を日産自動車が開発する。 
■ハイブリッド蓄電池付ソーラー充電スタンド、スタンドエネルギーマネジメントシステムを日立製

作所が開発する 
■スタンドエネルギーマネジメントシステムと連係した EV シェアリング管理システムを日立製作

所、オリックス、オリックス自動車が開発する。 
 なお、日産自動車、日立製作所、オリックス、オリックス自動車は「蓄電複合システム化技術開発」

プロジェクトに応募し、この事業を通し、上記開発を行う予定である。 
 

H24 年度 
■開発を継続するとともに、開発終了後、戸建住宅（HEMS）、スマートビル/集合住宅（BEMS）、
カーシェアエネルギーマネジメントシステム等と EV の連係実証を公募などにより実施する。 

 
■なお、カーシェアリングのオペレーションは、オリックス自動車、日産カーレンタルソリューショ

ンが行う。 
 

H25 年度・H26 年度 
■戸建住宅（HEMS）、スマートビル/集合住宅（BEMS）、カーシェアエネルギーマネジメントシス

テム等と EV の連係実証を継続。実証試験数の増加をはかる。 
○実証期間前半の成果を、後半の EV の充放電制御と HEMS/BEMS/CEMS との連係実証に反映

させる。 
 

上記実証の実現の為、日産自動車は充放電対応 EV 等の開発を行うとともに、HEMS/BEMS/CEMS

                                                  
22 Well to Wheelでの低炭素化：1次エネルギーの採掘から車両走行までに排出される総CO2 の低減化 



52 
 

実証試験との連携を行う。横浜市の協力のもと、アクセンチュアはフィールド調査や需要家獲得アプロ

ーチの検討を行う。 
アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォローアップ指標について、精査・設

定を実施する。23

５．フォローアップの方法 
戸建住宅（HEMS）、スマートビル/集合住宅（BEMS）、カーシェアリングマネジメントシステム等

毎に、評価を行ない、再生可能エネルギーの 大活用と CO2 削減の為の 適エネルギー制御に結びつ

くか検証する。また、EV バッテリーを活用しなかったケースに対する社会コストの比較を行う。 
６．スケジュール 
H22､H23 
【調査・計画】 
・ フォローアップ指標の精査・設定 
・ 横浜市の協力のもと、アクセンチュアはフィールド調査と需要家獲得アプローチの検討 

【開発】 
・EV 放電技術の開発 
・ソーラー充電スタンドとスタンドエネルギーマネジメントシステム開発、カーシェアリング管理シ

ステム開発（～H23） 
H24 
【開発・導入･実証】 
・上記開発を継続し、終了後に充放電制御による CO2 削減効果、経済性を実証 
・スマートハウス、スマートビル、コミュニティに導入される HEMS、BEMS、CEMS 等との連携

開発を行い、開発終了後に実証（運用データをもとに適宜、以降の実証に反映） 
H25 
【導入･実証】 

・EV 試験台数を増加（運用データをもとに適宜、以降の実証に反映） 
H26 
【導入･実証】 

・H25 内容を継続 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
23 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 
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7. ライフスタイルの革新 

 

7-1：ライフスタイルの革新 
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１．実証事項 ライフスタイルの革新 No.7-1 
２．実施者 横浜市、アクセンチュア、東芝、パナソニック、東京電力、東京ガス、横浜市金沢団

地協同組合・横浜金沢産業連絡協議会 等 
３．事業費 総額 約 2,180 百万円 
４－１実証の仮説 
地域からの CO2 削減のために、省 CO2 志向のライフスタイルを市民に定着させる。そのために以下

の 3 つの仮説を検証する。 
HEMS や BEMS を導入し、エネルギー消費や発電量、CO2 削減量を見える化することにより、省

CO2 活動に向けた行動変革が促されるという仮説を検証する。 
さらに、市民参加型の SNS の導入や各家庭のエネルギー(電力・ガスを含む）利用状況の可視化・コ

ミュニティレベルでの共有により、市民の環境意識が醸成され、省 CO2 行動が加速されるという仮説

を検証する。 
また、エネルギーの供給側と需要側の相互補完を実現するため、経済的インセンティブ等により、市

民が効率的にエネルギーを利用するライフスタイルが確立されるという仮説を検証する。 
全体を通じて、市民の省 CO2 活動の段階（認知→理解→行動）に応じた施策を実施する。 

４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
実証は①スモールスタート、②取組み拡大の 2 ステップで行う。 
【スモールスタート】 

H24 年度までに、3 エリアの戸建・集合住宅に HEMS、業務・商業ビルに BEMS を導入し、CO2
削減の効果検証を行う。 
■ 家庭内のエネルギー消費だけでなく、CO2 削減量（排出量）などの環境貢献の見える化によって、

どのくらい市民の省 CO2 活動が活性化されるかを検証する。 
また、市民が具体的な行動に移すことができるように、オススメの省エネ活動や省エネ機器を

HEMS のディスプレイに表示する。 
■ YSCP の取り組みを広く周知するために、HEMS を導入しているタワー型マンションや BEMS を

導入している商業施設の外観に取り組みのシンボル（ロゴなど）の設置を検討する。また、公共交

通機関であるバスの EV 化の検討、3 エリアへの EV 充電ステーションの集中導入などにより、新

しいライフスタイルのイメージをマーケティング展開していく。 
■ 市全体への巻き込みをはかるため、YES を活用しながら、地元の学校へ YSCP の取り組みも含め

た環境講座提供や、地元町内会と協同した環境イベントを行う。イベントなどを通じた活動のほか

に、ウェブ上のエコマップなどを展開する。また、SNS 等を活用したウェブサイトを展開するこ

とにより、省エネノウハウの普及を図り、当事者視点のシステム・インセンティブの活用方法や仕

組みのあり方に関する意見を収集し、全体的なブラッシュアップに活用する。 
 
【取組み拡大】 
高信頼度・高品質のエネルギー供給網、及び省エネ意識の高い一般消費者といった日本の環境の中で、

経済的インセンティブが有効に機能にする仕組みを検討する。 

様式２ 
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例えば、太陽光大量導入時に余剰電力が発生する場面を想定し、HEMS や BEMS ユーザーに負荷造成

および負荷移行に対して経済的インセンティブ等を付与することを検討する。 
 
なお、普及・啓発活動についてはアクセンチュア、東芝、パナソニック、横浜市、広告代理店（未定）

などが検討する。アクセンチュアは普及・啓発活動の計画、行動変革を促す見える化手法のオプション

検討・実施など行う。また、アクセンチュアは市民団体、横浜市、東京電力等との協力のもとインセン

ティブ制度のあり方を検討する。アクセンチュアはCO2 削減効果検証並びに経済性評価等のフォロー

アップ指標について、精査・設定を実施する。24

５．フォローアップの方法 
上記仮説を検証するために、イベントなどへの参加者数、ウェブサイトへのアクセス件数、アンケー

ト調査を通じた認知度等の情報を収集し、普及・啓発活動の効果を検証する。 
また、個々の需要地点における計測・制御システムから集められた生活者のエネルギー利用情報とイ

ンセンティブの活用情報を元に効果を検証する。 
SNS に寄せられる意見やアンケート調査などを通じて QOL や経済的インセンティブへの感度につ

いても検証する。 
６．スケジュール 
H22 年度 
【調査・計画】普及・啓発活動の計画 
【導入】YGV エリアにおいて、横浜市金沢団地協同組合・横浜金沢産業連絡協議会等との連携のもと、

エネルギーモニタリング事業の実験導入と省エネ改善行動に向けての見える化の促進 
H23 年度 
【調査・計画・導入】H22 に実施したエネルギーモニタリング事業の拡充を行い、大幅省エネによる

ライフスタイルの革新を可能とし、地域活性化につながるエネルギーマネジメントシステムの構築を図

る。 
【導入】街路灯、誘導灯、防犯灯の LED 化及び見える化の一環として LED ディスプレイによる具体

的な展示・広報の導入をはかる。 
H24 年度 
【導入】インセンティブ、システムの導入・ブラッシュアップ 
H25 年度 
【導入】インセンティブの効果検証。消費行動、家族構成等による行動変革の度合いの評価 

                                                  
24 詳細は「8-1：YSCP推進体制の整備」を参照 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 推進体制 

 

8-1：YSCP 推進体制の整備
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１．実証事項 YSCP 推進体制の整備 No.8-1  
２．実施者 アクセンチュア、横浜市、YSCP 参加企業 
３．事業費 総額 約 2,128 百万円 
４－１実証の仮説 
多岐にわたる取り組みをひとつの YSCP の枠組みのもとに評価することにより、国内外に展開可能

なソリューションとしてのパッケージ化が可能であるという仮説を検証する。 
※本取組みは CO2 削減が目的ではない。 

４－２実証の内容（「誰が・何を・どのように」という形でできるだけ具体的に記述する） 
スマートシティの推進には全体的な計画を企画し、それぞれの取り組みの推進を支援する管理・運営母

体が必要となる。 
 YSCP 推進体制のあり方に関しては、管理・運営母体に求められる要件や、参画企業の要望を踏

まえ、適切な形態を検討していく。H22 年度にはプロジェクト管理サポート担当を配置し、設

立検討を進める。 
 海外展開に関しては、APEC や国際会議などにおいて展示・発表などの実施を検討する。加えて

横浜市のブランドに後押しされた発信や市の国際都市ネットワークを活用したトップ営業を行

い、YSCP の取り組みをインドや中国などの都市へ取り組みを紹介する。加えて、アジア諸国に

おけるスマートシティ動向に関する情報収集、YSCP が目指すスマートシティの海外進出にむけ

た戦略の検討を行い、横浜市や参加企業等の海外ネットワークを活用し、案件発掘、提案活動を

行う。 
 プロジェクト管理サポートに関しては全体的な管理・運営作業を行う。 

 海外事例の調査を通じた知見・示唆を活かした全体企画の立案、マスタープランの年度ごとの

更新やビジネススキームの検討(評価・改善作業)を行う。 
 YSCP 関係各社と協議の上で共通したフォローアップ指標を策定し、各取り組みの進捗管理・

評価業務・調整、イノベーションネットワークの運営を行う。なお、フォローアップ指標の 
設定に関しては国際機関との連携を目指す。 

 YSCP の推進に必要な運用機能に関しては、運用代行業者へ委託することも視野に入れ、検討す

る。 
 なお、現在想定されている運用機能の業務内容は以下のとおり 

 各種申請業務の執行業務 
 エリア全体の共有アセットとなる導入機器・システム等の運用業務 
 導入サービス・機器等に関する問い合わせ対応等のオペレーション業務 

 
なお、上記実現のためにアクセンチュア、横浜市、東京電力、東京ガス、東芝、パナソニック、日産

自動車、明電舎等は連携のもと検討を進める。なかでも、アクセンチュアはプロジェクト管理サポート

担当として、全体的な計画策定、共通したフォローアップ指標の設定などを策定するとともに、ビジネ

ススキームの検討や大学等の研究機関との連携を実施する。なお、フォローアップ指標の設定に関して

は国際機関との連携を目指す。横浜市は YSCP 推進のために、市内関連部門との調整、公共施設等で

様式２ 
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の取り組みの実現に向けた協力、制度の見直しや市民の巻き込みなどの各種調整、仕組みづくりを支援

する。 

５．フォローアップの方法 
各取り組みの進捗等について報告する。 
他実証地域と連携し、検討状況に応じた示唆・インプットを交換する。 

６．スケジュール 
H22 年度～H23 年度 
【調査･計画･実施】企画：YSCP 推進体制の整備、他地域との連携 
【実施】海外進出：APEC、各種国際イベントなどへの参加、独自イベントの実施 
【計画・実施】オペレーション機能の洗い出し、イノベーションネットワークの運営 
H23 年度 
【運用】YSCP 推進体制の運営 
H24 以降 
【実証】スマートシティマネジメントの実証  
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