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【再生可能エネルギー特集】 スマートグリッド スマートシティー 
 

アムステルダムの「スマートシティ」プログラム 
 

NEDO欧州事務所 
鈴木剛司 

1. はじめに 
アムステルダム市は EU初の「インテリジェント・シティ」の実現を目指し、「アムス

テルダム・スマートシティー・プログラム」、及びスマートグリッド関連プロジェクトを推

進している。このイニシアティブのパートナーであり、戦略立案やプロジェクト開発にお

いてコンサルタントを務める Accenture社注1の計らいにより、同市の取組みの概要をヒア

リングし、一部の事業（実施予定）サイトを訪問する機会を得た。本稿ではその概要を報

告する注2。 
訪問場所･日時 

(1)日時：2009年 8月 7日 
(2)場所：アムステルダム市（オランダ） 

Accenture社 アムステルダム事務所、アムステルダム市役所など 
 

2. アムステルダム・スマートシティ・プログラムの概要注3 
(1)背景と目的 
アムステルダム市は、欧州の他の都市に先立って「インテリジェント・シティ」の実現

を目指して、「アムステルダム・スマートシティー（ASC: Amsterdam Smart City）プロ
グラム」を策定している。このプログラムは、包括的で調和のとれたアプローチにより、

持続可能、かつ経済的に実行可能なプロジェクトを企画、実行することにより、カーボン・

フットプリントを削減し注4、EUの気候変動・エネルギーに関する政策パッケージ「EU 
2020 Package」注5で設定された目標達成に貢献することを目的としている。 

                                                 
注1 アクセンチュア社: http://www.accenture.com  
アクセンチュア株式会社（日本）: http://www.accenture.com/jp 
 http://www.accenture.com/Landing_Pages/By_Location/Japan/SmartGrid.htm  
注2 スマート・シティの実現に向けたプロジェクトは、2009年春頃から正式に始動しているが、本出張時点で
は施設整備の進捗は初期段階にある。今回はスマート・メーター設置サイトの視察はなく、効率的な照明（街

灯）への更新が部分的に実施された「気候ストリート」への訪問が中心であった。 
注3  （参考） アムステルダム・スマートシティホームページ：http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/home 
注4  アムステルダム市では、温室効果ガス排出量を削減し、市民のエネルギー消費行動を変えるための明確な
気候目標を定めた「アムステルダム気候対策プログラム」を策定しており、2025年までに CO2排出量を 40%
削減するという目標を設定している。 
注5 気候変動・エネルギーについての政策パッケージは、低炭素経済に移行し、エネルギー安全保障を高める

ことなどを目的として 2007年初頭に欧州委員会によって提案された総合的な政策パッケージを基礎にする
ものであり、2008年 12月、EUで合意された。気候変動・エネルギー政策パッケージでは、つぎのような目
標（法的拘束力のある目標）と、それらを達成するための具体的な政策を定めている。 
2020年までに、（i）温室効果ガスの排出量を 1990年比で 20％削減する、（ii）EU域内のエネルギー消費
全体の 20％を再生可能エネルギーから供給する、（iii）20%のエネルギー効率向上を達成する。 
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スマートシティの実現を目指す背景には、効果的な温暖化対策推進の必要性がある。ま

た、電力インフラの更新時期が 20～25年後であると推定されていることがユーティリテ
ィ企業のスマートグリッド技術に対する関心を一層高めている。そして行政にとっては、

市民生活の質の向上（利便性や効用の向上）注6、新規雇用の創出等を、スマートシティ化

構想を梃子（てこ）に実現したいという意欲が背景にあると思われる。 
 
(2)ガバナンス（運営組織など） 
スマートシティ化構想は、2006 年にアムステルダム市およびユーティリティ企業の

Alliander 社によって検討されたことに始まり、その後多様なパートナーと連携を推進し
ながら、現在では図 1に示す主体の参画のもとで取組みが進められている。なお、現在の
スマートシティに関する取組みは、アムステルダム市からスピンオフして官民共同出資に

よって設立されている「Amsterdam Innovation Motor（AIM）」、および Leander社注7を

中心として運営されている。 
事業予算については、スコープを明らかにした上で公開されている情報は少ないが、「ス

マートシティ」プロジェクトの第 1段階（2012年までに完了）への投資は、11億ユーロ
（約 1441億円、1ユーロ＝131円）になるとの情報がある注8。また、予算源については、

EU の地域開発向けの補助金を得ながら、アムステルダム市、産業界からの参画主体が負
担する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセンチュア社提供 

図 1 アムステルダム市におけるスマートシティ実現に向けた協力パートナー 
 

                                                                                                                                                 
なお、この目標は、しばしば「20×3」というように称される。詳細は、以下を参照のこと。 
（参考） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1037/1037-11.pdf  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1017/1017-12.pdf 
注6 市中心部の旧市街地は運河が多く、また陸上の路地が狭い。船舶や自動車の騒音、大気汚染（特に大型自
動車や船舶のディーゼルエンジンに由来する公害）が、問題視されている。 
注7 Alliander社（図 1にロゴが見える）の子会社であり、アムステルダム市を含む地域の配電事業を担う事業
者（Grid Operator）。 
注8 （参考）http://dirt.asla.org/2009/06/12/amsterdams-smart-city-program/  

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20090319/189548/ 

時間経過→

Initiators Active partners Interested 
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 (3)スマートシティ構想 
「アムステルダム・スマートシティ・プログラム」では、スマートシティの実現を

目指し、4分野における対策の推進を計画している。 
①民生（家庭・業務）部門（一部中小規模の製造業などの産業部門を含む）、②運輸

部門、③公共部門、が対象となっており、従前から実施されている④新エネルギー（風

力や廃棄物エネルギーなど）導入、交通インフラ整備（自転車利用促進のための専用

路の整備や、トラムバスなどの公共交通機関の利便性の向上）などの対策と併せて、

アムステルダム市のスマート化を推進する内容となっている。 
2006年からスマートシティ化の基本構想が検討され始め、ロードマップの策定を経

て、2009年春季以降から第一弾のプロジェクト（比較的小規模なパイロット事業で、
これ以降にも様々なプロジェクトが予定されている）が始動（後述）、その後 2012年
より、これらのパイロットプロジェクトから得られる知見をもとにフルスケールのプ

ロジェクトを展開していく予定である。このような展開の中で、今後、スマートグリ

ッド技術は、個別のプロジェクトを効果的に融合するキーテクノロジーになると考え

られる。 
 
【スマートシティの実現を目指す 4分野の対策】 
 持続可能な生活(Sustainable Living) 
- スマートメーターの導入により、消費電力を可視化（見える化） 
- 市民の環境意識・電力利用行動（ライフスタイル）の変革を促進 

 持続可能な労働(Sustainable Working) 
- 照明/冷暖房/セキュリティ機能を高めたスマートビルディングへの転換 
- エネルギー使用量の抑制 

 持続可能な運輸(Sustainable Transport) 
- 港湾・船舶間の電力充電 
- 電気自動車の普及、充電ポイントの拡充 

 持続可能な公共スペース(Sustainable Public Space（Municipality）) 
- ゴミ収集における電気自動車の利用 
- 太陽光発電によるゴミ圧縮機を店舗へ導入 
 

 (4)スマートシティ・プロジェクト 
アムステルダム・スマートシティの低炭素化プロジェクトは 2009年から既に開始さ

れている。第 1段階の主な具体的活動を以降に説明する。 
現在、住宅や商業施設、公共の建物やスペース、さらには交通機関におけるエネル

ギー消費量を削減するため、スマートグリッド、スマートメーター、スマートビルデ

ィング技術を活用した取組みを推進し始めたところであるが、今後は電力需要側・供

給側双方の一体的な制御技術の開発や電気自動車などの普及に向けた対策にも着手し

ていく予定である。 
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アムステルダム市が温室効果ガス排出量を削減するために重視していることとして、

市民のエネルギー消費行動の変革を進めることにより、民生部門の省エネルギー化を

実現することが挙げられる。そのためにスマートメーターなどの技術を活用し、エネ

ルギー消費状況の「見える化」を図り、消費パターンの評価と改善を行なう計画であ

る。「スマート技術導入前後の市民の意識調査も民間企業や地元の大学の協力を得て実

施し、将来的な展開に役立てる」、といった社会科学的なアプローチにより、市のスマ

ート化の推進を目指している。 
さらに、市民の意識啓発や現状把握のために、ウェブ上の地図で市内の地域別環境

負荷（カーボンフットプリントなど）をインタラクティブ（対話形式、双方向形式）

で表示する「エコマップ」の作成を行う計画もある。このエコマップは、アメリカ・

サンフランシスコ市などに対して CISCO社（アムステルダム・スマートシティ・プロ
グラムのパートナーでもある）が作成したものと同様のものであり、市民の意識喚起

とともに課題抽出など政策立案のうえでも有益なツールになるものと期待されている
注9。 

  
主なプロジェクト例 

 住宅所有者に対し、エネルギー消費量をコントロールするための情報を提供する
スマートメーターと宅内ディプレイを導入。「West Orange」プロジェクト、
「Geuzenveld」プロジェクトでは、それぞれ約 500件、700件の一般住宅にスマ
ートメーターを設置、消費電力の「見える化」により市民の省エネルギーに関す

る意識を啓発、電力利用行動の変革を促進。 
 「ITO Tower 注10」におけるスマートビルディング技術。エネルギー消費効率を把

握し、建物のカーボン・フットプリントを削減するため、インテリジェントな技

術を用いて建物のプログラミング設定とエネルギー消費データを収集、監視、解

析。  
 商業船舶・河川用クルーザー・平底荷船（はしけ）の停泊中に送電網に接続し、
充電を行う「Ship/vessel-to-the-Grid」計画を実施しており、「Walstroom」プロ
ジェクトでは、約 70ヵ所の充電設備を設置。 

 アムステルダムの人気ショッピング・レストラン街であるユトレヒト・ストラー
ト（Utrechtsestraat）地区の省エネルギー化を図る「気候ストリート
（Klimaatstraat）」構想を実施。持続可能なゴミ収集所（太陽エネルギーにより、
収集ごみを圧縮・コンパクト化）、路面電車の停留所、街路とファサード（建物

壁面）の高効率照明を設置。市当局とショップ・レストラン経営者は、スマート

メーターとエネルギー消費量のディスプレイ（可視化）により、エネルギー消費

を管理。 
                                                 
注9 サンフランシスコにおけるエコマップ: http://sf.urbanecomap.org/ 
CISCO社ホームページにおけるエコマップのイメージ:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/ps/urbanecomap/index.html 
注10 アクセンチュアのアムステルダム支社が入居している建物。 
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 その他（今後予定されるプロジェクト等） 
・ 市中心部のバス停や電光ビルボード（広告看板）にソーラーパネルを設置 
・ 電気自動車用の充電ポイント（充電施設）を拡充 
・ 市全域における建築物へのソーラーパネル（主にルーフトップ型）の設置数を

増加 
・ HEMS 注11、BEMSの展開 
・ 家庭用小型発電ユニット（太陽光発電、小型風力発電、小型 CHP（熱電併給
システム）など）で生産された余剰エネルギーの売電を可能にするシステムや

インフラストラクチャーを構築。これには、分散型電源システムにおける電力

需要・供給制御技術（SDM: supply and demand matching）、バッテリー技術、
高速充電技術などが含まれる。アムステルダム・プロジェクトでは

「PowerMatcher」という電力需要・供給制御を実現するためのシステム注12、

「PowerRouter」と呼称される ITを利用した様々な電力供給・需要端間にお
ける電力融通システムに関し、現在上市に向けて開発に取組んでいる。また、

近接する建物間で形成される「LEN（Local Energy Network）」を構築して、
相互で発電量、需要電力量を管理し、ネットワーク域内において最適な形で電

力の融通が可能となるようなシステムの実現を構想しており、Qurrent社注13に

て開発された「Q-box」（分散型電源のルータ）などの機器を利用したプロジェ
クトも提案されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
筆者撮影 

 
 

                                                 
注11 アムステルダム・プロジェクトでは 「In home energy-domotica」と称されているが、家電の自動制御も
含むようなHEMS(Home Energy Management System)であると考えられる。なお、BEMSは、Building 
Energy Management Systemの略語。 

注12 （参考） http://www.powermatcher.net/index.htm 
注13 Qurrent社HP: http://www.qurrent.com/pages/index.aspx  

街路照明（道路上に吊り下げられ、通りに向けられた照明と、建物の壁面上に設置されて建物に向け

られた照明がある）が調和して適度な照明効果と省エネ効果を発揮できるように更新していく計画を

進めている。また、通り沿いの商店においても、省エネ技術が導入される予定。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1053,  2009.10.21 

6 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          筆者撮影 

      

 
 
 
 
 
 
 

アクセンチュア社提供 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

アクセンチュア社提供 

 
 
 
 
 

図 2 気候ストリート（ユトレヒト・ストラート地区） 

回収車が徐々に電化される予定であり、電力源は廃棄物発電から供給されることになる。また、ごみの回収ボック

スにはソーラーパネルが取付けられ、ゴミの圧縮を行い回収トラックによる回収頻度を減少させる計画。 

図 3 ごみ収集車（電気自動車）と ゴミ収集ボックス 

図 4 スマート・メーター（左、中）およびエネルギー消費ディスプレイ（右） 
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筆者撮影 

 
 
 
 
 

 

筆者撮影 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                  アクセンチュア社提供 

 
 
 

3. まとめと所感 
アムステルダム市の「インテリジェント・シティ」を目指すイニシアティブ（ASC: 

Amsterdam Smart City）は、主に民生（家庭・業務）部門、運輸部門、公共部門が対
象となっており、多様なパートナーが連携して、野心的な温暖化対策の目標を達成する

ことを目的とした取組みである。主として、スマートグリッド技術を活用して現状のエ

ネルギー利用状況を把握し、エンドユーザーの意識変革・行動パターンのスマート化を

図り、市民生活に密接した部門（建物、交通、公共分野）でエネルギーの効率的な利用

形態を促進するプロジェクトを推進する計画である。 
スマートグリッド関連のプロジェクトを展開する計画であるので、単一の技術分野の

プレーヤーだけでは実現不可能であり、ユーティリティ・エネルギー分野や IT・通信分

図 5 スマート・ビルディングの舞台となる ITO Tower 外観 

図 6 市役所内に設置された電気自動車用 

充電ポイント 

図 7 船舶への充電設備 
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野の企業を中心とした産業界、自治体、大学や研究機関が関与しており、新技術の実用

化や数々の技術の統合（パッケージング・エンジニアリング）といった課題に取組んで

いる点は興味深い。これらの多様な参画主体のコーディネーションやプロジェクト・マ

ネジメントはかなりチャレンジングなものになると思われ、AIM（ASCの運営組織。公
益性が高く、かつフレキシブルなマネジメントが可能なネットワーク機関）の役割は本

取組みの鍵になるのではないかと感じている。 
ASCは、現時点ではまだ出発点に立ったところであり、今後数年間は複数のオプショ

ン（技術やその利用方法、またそれらの基盤となる社会システム）を試行する。アムス

テルダムはスマートグリッド関連技術の言わばショーケース的な地になると思われる。

このパイロット的なプロジェクト実施期間中に、（すでに確立された技術の展開と並行

して）「革新的なスマートグリッド技術の大規模展開を行うための潜在的な課題を抽出

し、必要な知見を蓄積する」という ASC 関係者のきわめて強い意欲を感じたところで
あり、今秋から本格的に始まるプロジェクトの進捗状況についてもフォローアップして

いきたいと考えている。 
アメリカにおいては、オバマ大統領のグリーンニューディール政策の主要な柱の一つ

としてスマートグリッドが取上げられており、世界的にスマートグリッドは注目を集め

るホットな分野となっている（日本においてもスマートグリッドの実証実験の計画があ

り注14、また日米連携プロジェクトに向けた動きがある）。このような状況の中で、（当然、

地域・環境に応じたベスト・ソリューションの形は異なるが）多様なスマートグリッド

を活用したシステム、技術（そしてそれらの基礎となる政策）について先進的にチャレ

ンジを進めることは将来、世界を舞台とした事業展開の大きな糧となることは確実であ

ろう。 
スマートグリッド技術は、再生可能エネルギーを活用した分散型電源システムを実現

し、一般家庭がエネルギー事業者となり得るような、これまでのパラダイムを変革する

技術であり（勿論それを許す政策的基盤が必要だが）、「技術開発」の先にある新たな「ビ

ジネス開発」的なポテンシャルも大きい。それ故、日本の産業界等の国内外での挑戦や

取組みについても期待しているところであり、NEDO欧州事務所としてもその一助とな
るような役割（情報発信）を果たすことができればと感じているところである。 
最後に、今回の調査において ASC に関する情報を提供してくださったアムステルダ

ム市および Accenture社（オランダ）の関係者の方々注15、また本調査に共に同行し意見

交換などをさせていただいた方々注16にこの場を借りて心より感謝申し上げたい。

                                                 
注14 東京工業大学における実証実験（東京電力、東芝、日立製作所などが共同）や九州電力と沖縄電力による
離島での実証事業など。 
（参考） http://sankei.jp.msn.com/life/environment/090501/env0905012242000-n1.htm 

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0907/02/news056.html  
注15 アムステルダム市環境部長（CEO） Ronald Prins氏 

Accenture社（オランダ） Mark Weetink氏、Marcel Postema氏 
注16 Accenture株式会社（ジャパン） 古川 英樹 氏、本間 真 氏 
伊藤忠商事株式会社 小野 博也 氏、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）福田 寿 氏 

 


