
フランス・リヨン再開発地域における 
スマートコミュニティ実証事業 

平成23年12月15日 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 
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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 

スマートコミュニティとは、そこに住む人、家庭、あるいは働く人、事業者な
どが、環境やエネルギーに優しい行動を自律的にかつ持続的にとる街であ

り、これを支えるインフラや社会システムが整っている街 

電力貯蔵 

スマートコミュニティの目指すもの 
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2006年度 2007年度 2008年度 2005年度以前 2009年度以降 

スマートコミュニティ（スマートグリッド）実現に向けたこれまでの取り組み 

・新エネルギー（PV,WT等）の技術を開発 
・新エネルギー導入時の需要家側での系統連系対策技術を開発・実証 

2000年度以前 

集中連系型太陽光発電システム実証研究 
(FY2002-2007)  

単独運転検出装置の
複数台連系試験 

(FY2008-2009) 

新エネルギー等地 域集中実証研究 
 (FY2003-2007) 

新電力ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ実証研究 
(FY2004-2007)  

大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 
(FY2006-2010)  

系統連系円滑化蓄電システム技術開発   
                      (FY2006-2010)  

風力発電電力系統安定化等技術開発 
(FY2003-2007) 

単体の新エネルギーの系統連系技術 
新エネルギーの性能評価 
（六甲アイランド実証等） 

新エネルギー（PV、WT等）技術開発 
（ニューサンシャイン計画、大型風力発電システム開発、先進太陽電池技術開発、未来技術研究開発、超高効率太陽電池開発 等） 

系統連系技術 
（大量導入時の新エネルギー運転特性の把握、複数台の新エネルギー
の系統連系技術、蓄電池技術及びμーEMSによる出力変動対策等） 

スマートコミュニティ構築に向けさらなる開発・実証を展開 
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スマートEVチャージプロジェクト 

分散型新エネルギー大量導入促進系統安定対策事業 

離島独立型系統新エネルギー
導入実証事業 

負荷平準化機器導入効果実証事業 

次世代送配電系統最適制御技術実証事業 

2010年度 2011年度 2012年度 2009年度 

日本のスマートコミュニティ実現に向けた今後の展開 

天然ガス型エネルギー面的利用
導入モデル事業 

地域エネルギー
マネジメントシス
テム開発事業 

2013年度 

分散型電源大量導入系統影
響評価基盤整備事業 

分散型エネルギー複合最適化
実証事業 

米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証 

仏リヨンにおけるスマートコミュニティ実証 

次世代高効率エネルギー利用
型住宅システム技術開発事業 

スマートビル実証 

2014年度 2015年度以降 

・各関連事業間の連携 
・スマートコミュニティに関する個別技術の開発 

開発した技術を実フィールド実証へ 
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スペインにおけるスマートグリッド実証 

米国ハワイ州におけるスマートグリッド日米共同実証事業 

中国共青城におけるスマートグリッド実証 

次世代エネルギー・社会システム実証 

これまでの取り組み 

今後の展開 



【神奈川県横浜市】 
 ［大都市・大規模型］ 
（再生可能エネルギーの大規模導入（27MWの太陽光発電導入） 、スマート
ハウス（4000世帯） ・ビルの導入、次世代交通システム（次世代自動車2000
台）） 
参加者：横浜市、アクセンチュア、東芝、日産自動車、 パナソニック、明電舎、東京電力、
東京ガス 

【福岡県北九州市】 
 ［産業都市・特区的取組型］ 
（産業都市特区における、太陽光発電
（5MW)や水素エネルギーを生かしたスマー
トグリッド網を中核とした、住民等地域全員
参加のエネルギーエリアマネジメント実証） 
参加者：北九州市、新日本製鐵、日本IBM、富士電
機システムズ 

【京都府けいはんなエコシティ】 
 ［学研都市・新技術型］ 
（学研都市を対象とした、各家庭、ビル内においてエネルギーを可視化してエネル
ギー制御を行う「ナノ・グリッド」による技術の実証） 
参加者：関西文化科学研究都市推進機構、エネルギー情報化ワーキンググループ、同志社山
手サスティナブルアーバンシティ協議会、京都府、京田辺市、木更津川市、精華町、関西電力、
大阪ガス 

【愛知県豊田市】 
 ［地方都市・暮らし密着型］ 
（低炭素交通システム（V2X、ITS）の
構築（次世代自動車3100台）、電気、
熱、未利用エネルギーを交えたエネ
ルギーの有効利用） 
参加者：豊田市、トヨタ自動車、デンソー、
中部電力、東方ガス、シャープ、トヨタホー
ム、富士通、東芝、KDDI、サークルｋサンク
ス、三菱重工、豊田自動織機、ドリームイ
ンキュベータ 

国内スマートコミュニティ実証（ＦＹ２０１０－ＦＹ２０１４） 
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海外とのリンケージの強化 

 日本のスマートコミュニティ
関連技術を世界に普及させ
るため、各国機関との連携
を強化。既に、米GridWise 
AllianceとミッションMOUを調
印。欧州、東南アジアミッショ
ン派遣や海外の各種イベン
トへ参画。 

海外戦略の構築 

 世界各国の情報収集を
行う仕組みを設け、政府
と連携しつつ、その具体
化のための後押しを実施
。参加企業の実証の成果
、事業案などの取組・方
針を集約し、国際戦略へ
具現化させる。  

ロードマップの策定 

 日本が目指すべきスマ
ートコミュニティや日本技
術の海外展開に向けて、
具体的かつ定量的なロー
ドマップを策定。次世代社
会の絵姿を示し、技術開
発・普及の相乗効果を図
り、社会システムへの展
開を促進。  

国際標準化への取組強化 

 NISTやIECとの活動の参
画を通じて日本が特定し
た標準化すべき26の重要
アイテムを打込む。SWGを
設置し詳細に議論を展開
。また、国内外の各種実
証事業から得られたデー
タ・知見を国際標準化へ
反映。   

日本の優れた技術をパッケージ化し、海外市場へ展開するために、業界の垣根を越えて経済界全体と
しての活動を企画・推進するとともに、国際展開に当たっての行政ニーズの集約、障害や問題の克服等
通じて、官民一体となった国内体制を強化。昨年4月発足。会員705社（12月8日現在）。 

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 

スマートコミュニティ・アライアンスについて 
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１．スマートコミュニティでは、これまでの要素技術開発に加えて、様々な分野を横断的に融
合させて、一つのパッケージとして導入していくことが必要。個別技術とそのすりあわせ
による最適化は日本産業界の得意分野。 

２．スマートコミュニティの形は、政治・経済・産業の状況、そこで暮らす人々のライフスタイ
ルや文化、地理・気象条件など、国・地域ごとに多種多様であり、特性に合わせた実証
が重要。 

３．国際標準化の獲得に向けて、実証事業から得られた成果をフィードバックするとともに、
国・個別企業との議論を牽引。 

 スマートコミュニティの海外展開に向けた取組について 

送配電制御技術 蓄電池 省エネ・ZEB 次世代自動車 熱供給 交通システム 再生可能エネルギー 水素・燃料電池 

海外実証 

技術開発 

 
 

• 海外実証にて日本の優れた技術を導入し、ショーケース化 

• 日本国内では実証困難な技術システムを実証 

• 現地企業・国研等の協力を得て高い品質のデータを収集し、国際標準化の推進に貢献 

日本の優れた技術をパッケージ化し、環境都市開発に貢献 
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スペイン・マラガ市 

（事業可能性調査実施中） 

フランス・リヨン 
（2012年1月・実証開始予定） 

ヨーロッパ
中国・共青城 

（事業可能性調査実施中） 

東南アジア

米国・ニューメキシコ 

（2010年6月・実証開始） 

ＮＥＤＯ国際スマートコミュニティ事業 

アメリカ

環境に優しい未来型スマートコミュニティーのモデル都市の創造 

欧州の厳しい環境規制に適合する日本企業の技術の導入、国際標準への貢献 

事業成果及び知見の日本へのフィードバック 

リヨン・スマコミ 
実証事業目的 

フランス・リヨンにおけるスマートコミュニティ事業は、NEDOにとって 
欧州で初めてのスマートコミュニティ案件になります。 

米国・ハワイ 

（2011年11月・実証開始） 

中国



 
 
 2010年10月  NEDO-グランドリヨン、FS協力のMOUを締結。       
           NEDO-ADEME、LOIを締結。 
 2011年 1月    FS事前調査開始 
          （東芝を委託先としてNEDOで実施。ADEMEも別途一部調査を実施。両調査の実施をグランドリヨ 
           ンが支援） 
 2011年12月15日   NEDO-グランドリヨンMOA締結 
 2012年 1月   実証事業開始予定 
 
 
 
 ●NEDO－グランドリヨン間でMOAの下に運営委員会を組織し、事業の進捗を管理。 
 ●各Task毎に設置される運営小委員会について、NEDOはオブザーバー参加、グランドリヨンはTask2，4はメン   
   バー参加、Task1，3はオブザーバー参加し事業を具体化。 
 ●ADEMEはNEDOとのLOIの下実証事業を側面支援。 
 
 

ＮＥＤＯにおける日仏間産業協力 

①仏政府機関（ADEME、OSEO等）との情報交換・コファンディングの枠組の構築 
  ・NEDO－ADEMEセミナー（年1回開催、第7回は太陽エネルギーをテーマにフランスで開催） 
  ・NEDO－OSEO共同研究・実証事業 
②経済産業省とも連携し、DGCIS（フランス経済財務産業省／競争力・産業・サービス総局）等フラン 
  ス政府と意見交換を行い政府レベルで日仏協力のあり方を議論 
③自治体、企業・クラスター、大学・研究機関との対話を通じた協力案件の発掘 
 
 リヨンスマートコミュニティ実証事業関連協力 

 日仏間協力 
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これまでの経緯 

今後の協力 

【NEDO-グランドリヨンMOU締結】 
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フランス第二の都市であるリヨン市の再開発地域において、省エネルギー、再生可
能エネルギーの大量導入及び次世代自動車の普及を見据え、グランドリヨン共同
体（※）とともに、都市再開発に合わせてスマートコミュニティの実証を行う 

○事業規模： 約50億円 
○実施期間： 平成23年度～27年度 約5年間 
○委託先：   東芝、東芝ソリューション(’11/12/6 付採択） 

 フランス・リヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ実証事業 

実証事業の俯瞰図 

一般住宅 

PCS 

太陽光 

スマート 
バッテリ PCS 

情報系統 

電力系統 

EMS 

LED 

BEMS 

CMS 

H EMS 

PCS 

太陽光 

LED 

BEMS 

CMS 

H EMS 

Task4 
100~200世帯 

PCS 

EVカーシェアリング 

PV-EVバランス調整 

EV30台 
普通充電器30台 
急速充電器3台 
（CHAdeMO規格対応） 

エネルギー消費 
見える化 

P-plotビル 

（屋上・壁面） 

TV用セットトップボックス タブレットPC 

（コミュニティマネジメントシステム） 

Task1 

Task2 
Task3 

（※）グランドリヨン共同体は、リヨン市と周辺市町村を含む広域自治体 

・ローヌ河とソーヌ河の合流点に広がる 
 150ヘクタールのエリア。 
・住民7000人、就業者7000人 



フランスリヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ実証事業 

（Task1）：ポジティブ・エナジー・ビルディング(PEB) 
新設予定ビルを対象に太陽光パネルやBEMS/HEMS及び省エネ設備の導入により、ビル全体で消費
するエネルギーより、多くのエネルギーを作り出すビルを実証 
 

（Task2）：太陽光発電を活用したＥＶ充電管理システムとカーシェアリング 
太陽光発電を活用したEV充電管理システムを含むEV（電気自動車）カーシェアリングシステムの構築・
実証。 
 

（Task3）：家庭内エネルギーモニタリングシステム 
既設住宅におけるエネルギーモニタリングシステムの構築・実証。情報を見える化すると共に、水道
メーター、ガスメーターからの情報を盛り込みつつ、増エネアラーム、レコメンデーション等の効果を検
証する。 
 

（Task4):コミュニティマネジメントシステム（CMS） 
Task1、2、3のリアルタイムのエネルギー情報をカスタマイズし、指標化するシステムの構築・実証 
 
 
 

 事業概要 
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NEDO 

東芝 
東芝ソリュー

ション 

Grand Lyon（グランドリヨン共同体）  
協力協定書 

(MOA) 

Task1: Bouygues 
Task2: Veolia Transdev 
Task3: Grand Lyon Habitat（リヨン住宅公社） 

Implementation 
Agreement（ＩＡ） 

プロジェクト支援 
プロジェクト支援 

委託 SPLA（リヨン再開発公社） 

事業体制 



【Task1】: ポジティブ エナジー ビルディング 
 

12 

・フランスをはじめEUの各国が2020以降に建築されるビ
ルは全て”Energy-Positive” にすると推進しており、実
証成果の欧州全体への展開を目指す。 
 
・ビルの建設等はフランスの大手デベロッパーである
Bouygues社が担当。設計は日本人建築家、隈 研吾。 
 
・日本側は委託先である東芝をインテグレーターとして、
三洋電機、旭硝子による太陽光パネル等日本企業によ
る最新技術を導入する。 

12 

新設予定ビルを対象に太陽光パネルやBEMS/HEMS及び省エネ設備の導入によ
り、ビル全体で消費するエネルギーより、多くのエネルギーを作り出すビルを実証 
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【日本側導入予定技術】 

・BEMS, HEMS 
・太陽光パネル（高効率ＰＶ及びライトスルーパネル） 
・太陽光パネル故障監視システム 
・画像人感センサー 

12 

【建物概要（予定）】 
延べ床面積  約12,500m2 

階高  31m(地下1階地上8階) 

用途  オフィスエリア、商業エリア、 
  住居エリアからなる複合ビル 

・蓄熱システム 
・LED照明システム 
・蓄電池 
・吸収式冷凍機 他 
 



【Task2】太陽光発電を活用したＥＶ充電管理システムと 
EVカーシェアリング 

 
 
 • 対象の再開発エリアは、多くの企業、住民の移

転が予定され、また住宅、ビルへ多くのPVが設
置予定であるため、 

  「地域内の交通渋滞、駐車スペース不足」 

  「排気ガスによる環境悪化」 

  「PV大量導入による電力系統の不安定化」 

 が懸念されている。 

 

• EVカーシェアリングを導入すると共に、PVの発
電時に、より多くEVが充電される仕組みを構築
し、電力の需給バランスへの効果を実証するこ
とで、将来PVの大量導入による余剰電力への
対応に寄与する検証が期待できる。 

 

• ＥＶカーシェアリングサービスの運営は、Veolia 
Transdevが担当。電気自動車（EV）はPSA、三
菱自動車を採用予定。 

 

 

 

 

実証規模： EV30台（PSA及び三菱自動車） 
 普通充電器 30台（駐車スペースに設置） 
 急速充電器 3台（CHAdeMO方式） 
 
実証内容： PVモニタリングシステムによる発電情報収集 
        μEMSによる発電予測と充電コントロール 
 カーシェアスケジュール最適化 
 EVカーシェアシステムのカスタマイズ 
  （Veolia Transdev社と共同） 
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【Task3】 家庭内エネルギーモニタリングシステム 
 
 
 

インターネット 

分電盤 

Sensors 

多回路レコーダー 

セット 
トップ 

ボックス 

携帯端末,タブレットＰＣでの見える化 

Set Top Box 

見える化 

電力消費量 
データ 

水道メータ ガスメータ 

計測データ 

I/F 

Internet 
router 

CMS 

実証サイト： リヨン住宅公社の集合住宅 

対象住宅： 100～200世帯 

実証方法： 集合住宅のリノベーションに合わせ、 

 多回路レコーダーを分電盤に設置 

 各家庭にタブレットPC、テレビ表示用
 のセットトップボックスを提供 

  再開発地域内に一部残る予定の既設住宅向け
に、大掛かりな工事なしに省エネを実現する方
法が求められている。 

 

•通常のスマートメーターは家庭全体の消費電力
のみしか収集できないため、多回路レコーダー
を使用し、宅内における分電盤フィーダ単位で
の電力量の計測を行う。 

 

•情報を見える化すると共に、水道メーター、ガス
メーターからの情報を盛り込みつつ、増エネア
ラーム、レコメンデーション等の効果を検証する。 

 

•実証サイトの提供には、Grand Lyon Habitat(リ
ヨン住宅公社）が協力。 
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【Task4】コミュニティマネジメントシステム  

•Task1, 2, 3 で収集するリアルタイムのエネルギー情報全体を取りまとめ、グランドリ
ヨン共同体、リヨン市はじめ、情報を活用する可能性のある事業者等にカスタマイズし
た指標を提示する。 

•実証にはグランドリヨン共同体自身がパートナーとなり、都市計画やエネルギー政策
の立案等、都市全体のスマート化に向けた指標を検証する。 
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一般住宅 

PCS 

太陽光 

スマート 
バッテリ PCS 

情報系統 

電力系統 

μ EMS 

LED 

BEMS 

CMS 

H EMS 

PCS 

太陽光 

μ EMS 

LED 

BEMS 

CMS 

H EMS 

Task4 
100～200世帯 

PCS 

EVカーシェアリング 

PV-EVバランス調整 

EV30台 
普通充電器30台 
急速充電器3台 

エネルギー消費 
見える化 

P-plotビル 

（屋上・壁面） 

TV用セットトップボックス 
タブレットPC 

（コミュニティマネジメントシステム） 

Task1 

Task2 
Task3 
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【参考】NEDOとは 

1980年10月 
特殊法人「新エネルギー
総合開発機構」設立 

2003年10月 
独立行政法人に組織

改編 

ミッション 
 

エネルギー・地球環境問題の解決 
 

産業技術の国際競争力の強化 
 

ポリシー 
 

「選択と集中」による研究開発の推進 
 

「客観的な評価」による迅速な事業の見直し 
 

役割 
 

「エネルギー・環境」「産業」「京都メカニズム業務」等 
  の分野を、総合的かつ国際的に推進 

 
民間企業だけではリスクが高く、実用化に至らない 

  重要技術の開発・実証・導入 

1988年10月 
「新エネルギー･産業技
術総合開発機構」へ 

職員数： 約1,000人 
 

予算： 1,494億円 
 

（2011年度） 
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