
 

平成２２年度実施方針 

 

エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 本 部 

国 際 部 

ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ 部 

新 エ ネ ル ギ ー 部 

エ ネ ル ギ ー 対 策 推 進 部 

 

 

１. 件 名：プログラム名 エネルギーイノベーションプログラム 
    （大項目） スマートコミュニティ推進事業 

 

２. 根拠法 

① 大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

    「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号イ」 

② 風力発電系統連系対策助成事業 

  「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第 3号」 

③ 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 

  「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第 4号」 

④ 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 

  「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第 4号」 

⑤ スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業 

  「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第 4号」 

⑥ ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事業 

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第 4号」 

 

 

３. 背景及び目的、目標 

地球環境問題やエネルギー安全保障（多様化）に対応するため、世界各国で再生可能エネル

ギーの導入が進められている。我が国においても、低炭素社会へ移行していく道筋を示すため、

「低炭素社会づくり行動計画」が策定され、ゼロ・エミッション電源の発電電力に占める比率

を 2020 年度に 50％以上とすることが具体的な目標として掲げられている。ゼロ・エミッショ

ン電源の比率は、現状では電力量ベースで 40％程度であり、これを 50％以上にするためには再

生可能エネルギーの加速的な導入が重要な施策の一つである。太陽光発電（以下、ＰＶという）

については、2009 年 4 月に発表された「経済危機対策」において、同年 2月に導入が発表され

たＰＶの新たな買い取り制度を前提とし、2020 年度頃までに現状の 20 倍程度導入する目標が

示されている。また、2030 年度頃までに現状の 40 倍とする目標が示されている。 

しかし、出力が気象条件で変動する太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを大量

に電力系統へ連系した場合、分散型電源からの逆潮流による配電網における電圧上昇、系統全

体の余剰電力の発生や、周波数調整力確保のための対策が必要となるなどの電力系統への課題

が知られている。また、今後、様々な分散型電源導入による電力供給者の多様化、情報家電の
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導入やさらなる高電力品質を求めた需要家ニーズの多様化に応えるサービスの登場が予想され

ている。 

このような課題を解決するため、情報通信技術を使用して、系統側のみならず需要側をも取

り込んで効率的に電力の流れを制御するスマートグリッドという概念が注目されている。 

以上を踏まえ、本事業では、下記に示す研究開発を実施し、さらなる再生可能エネルギー導

入の実現およびスマートグリッドが社会インフラとして構築されたスマートコミュニティの実

現に資することを目的とする。 

なお、個々の研究開発項目の目標は基本計画の別紙｢研究開発計画｣に定める。 

 

４．進捗（達成）状況 

（１）平成２１年度事業内容 

研究開発項目毎の別紙に記載する。 

 

（２）実績推移 

 

 実績額 

（百万円） 

特許出願件数 

（件） 

論文発表数

（報） 

フォーラム等 

（件） 

年 度 ２０

年度

２１

年度

２０

年度

２１

年度

２０

年度

２１

年度 

２０

年度 

２１

年度

①大規模電力供給用太陽光発電

系統安定化等実証研究（電源勘

定） 

3564 2051 4 1 61

 

57 

 

23 30

②風力発電系統連系対策助成事

業（電源勘定） 12 1783 ― ― ―

 

― 

 

― ―

③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

（需給勘定） 

― 50 ― 0 ―

 

0 

 

― 0

 

 

５．事業内容 

（１）平成２２年度事業内容 

研究開発項目毎の別紙に記載する。 
 

（２）平成２２年度事業規模 

                委託事業         

エネルギー特別会計（電源勘定） １，３１６百万円（継続）  

エネルギー特別会計（需給勘定） １，７３８百万円（継続）    

    事業規模については、変動があり得る。 

 

６．事業の実施方式 

  研究開発項目毎の別紙に記載する。 
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７．その他重要事項 

  研究開発項目毎の別紙に記載する。 

 

 

８．スケジュール 

  研究開発項目毎の別紙に記載する。 

 

９．実施方針の改訂履歴 

（１）平成２２年３月１０日、制定。 

（２）平成２２年１０月、「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」追加による改訂。 
（３）平成２２年１２月、「スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業」追加による改訂。 
（４）平成２３年２月、「ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事

業」追加による改定。 
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（別紙） 

研究開発項目①「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」 

 

１．平成２１年度（委託）実施内容 

北海道電力株式会社 総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 斎藤 裕氏をプロジ

ェクトリーダーとし、また、株式会社ＮＴＴファシリティーズ エネルギー事業本部 技術部 担

当部長 田中 良氏をサブプロジェクトリーダーとして、下記の研究開発を実施した。 

また、平成１９年度第２回太陽光連系技術委員会（平成１９年１１月１５日開催）にて、平成

１８年度～平成１９年度実施内容に対する事業評価としての中間評価を実施した。その結果、「両

サイトともに順調に進捗しており、特に問題点はない」「研究過程での状況変化に柔軟に対応し

て研究項目も適切に追加されている」等の概ね良好な評価を得た。 

 

（１）稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

平成２１年度分として、新たにＰＶシステム１，０２０ｋＷ（累計５，０２０ｋＷ）の設備

構築を行った。今年度構築した固定・可動架台には、過年度の実績等を考慮して年間発電量増

加および鋼材の減少を考慮した設計を実施した。また、新規開発したＰＣＳ１，０００ｋＷは、

経済性・効率面から当初想定レベルの効果を確認した。 

各種ＰＶモジュールの特性評価では、発電特性・経済性・環境面の項目で評価を行い、稚内

に於いては結晶系が優位である等の結果を得た。 

系統安定化対策技術において、実機を用いた検討では蓄電池必要容量をパラメーター分析し、

制御手法別に必要容量（kW,kWH）を算出した。また、シミュレーションによる検討では、アン

シラリーサービスへの貢献を考慮した運転手法の検討を行った。 

出力制御技術の開発については、日射量予測（日予測）精度の向上を図ると共に日射量予測

に付帯情報（信頼度予測）を付加することにより、発電計画の精度向上に寄与することを確認

した。更に、計画運転変更時に活用する時間予測のデータについても精度の向上を図った。 

高調波抑制対策技術の開発については、ＰＶシステムの構築に合わせて高調波の計測を行っ

たが、ＰＶシステムから障害と成り得る高調波が発生しておらず、現時点での対策は不要であ

ることを確認した。 

シミュレーション手法の開発については、架台設計支援ツール、前方アレイの影を考慮した

日射量算定手法等を開発した。 

（実施体制：稚内市、北海道電力株式会社－再委託：株式会社明電舎、松下環境空調エンジニ

アリング株式会社、財団法人日本気象協会、国立大学法人北海道大学） 

 

（２）北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

前年度に引き続き約６００ｋＷのＰＶシステムを運用し、評価用データを収集するとともに、

合計約１，２４０ｋＷのシステム増設を実施し、構築を完了した。また、大規模ＰＶシステム

としては国内初となる６６ｋＶの特別高圧系統への連系変更を実施し、本格運用を開始した。 
系統安定化技術について、開発した電圧変動抑制技術、瞬低対策技術、高調波抑制技術を具

備した大容量ＰＣＳの運用を開始するとともに、実運用上での基本動作を確認した。 

ＰＶ特性比較について、各種システム・モジュールの発電特性、利得損失要因、照度特性、

及び環境貢献度の違い等を確認した。また、更なるＰＶモジュールの評価とＰＶシステムの故

障検出手法の検 討を行うため、3 種類の先進的ＰＶモジュールを含む合計４０ｋＷのシステ
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ム増設を実施し、特性評価・システム評価を開始した。 
（実施体制：北杜市、株式会社ＮＴＴファシリティーズ－再委託：株式会社日立製作所、国立大学法人

東京工業大学、独立行政法人産業技術総合研究所） 
 

また、大規模ＰＶシステム導入時の指針となる手引書の作成については、大規模太陽光発電

システム設置者のニーズを考慮した中間取り纏めを実施し、平成２１年度版として完成させた。 

 

２．平成２１年度（委託）事業内容 

北海道電力株式会社 総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 斎藤 裕氏をプロジェクト

リーダーとし、また、株式会社ＮＴＴファシリティーズ エネルギー事業本部 技術部 担当部長 田

中 良氏をサブプロジェクトリーダーとして、下記の研究開発を実施する。 
  

（１）稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

これまで構築した大規模ＰＶシステムにより、各種モジュール・ＰＣＳなどの特性比較を実

施する。また、これまで蓄積した知見をまとめ設計手法、大規模ＰＶシステムにおける系統安

定化対策技術、数時間オーダーでの計画運転を可能とする大規模ＰＶ出力制御技術を確立する。 

また、大規模ＰＶシステム設置に関する技術的評価に関するシミュレーションの開発、及び

運用性、経済性及び環境性に関する効果を定量的に評価することが可能なシミュレーション手

法を確立する。 

さらに、今年度得られるデータ、及びこれまでに得られているデータ、知見をもとに、大規

模ＰＶシステム導入の指針となる手引書を北杜サイトと連携し作成する。 

 

（２）北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

先進的ＰＶモジュールで構成される大規模ＰＶシステにおける運用面における特性比較、設

置方法、性能、経済性の評価を実施し、設計、評価方法を確立する。また、開発した系統安定

化機能を具備したＰＣＳの運用データより定量的な評価を実施し、妥当性、課題を検証する。 

大規模ＰＶシステム設置に関する技術的評価に関するシミュレーションの開発、及び運用性、

経済性及び環境性に関する効果を定量的に評価することが可能なシミュレーション手法を確立

する。 

今年度得られるデータ、及びこれまでに得られているデータ、知見をもとに、大規模ＰＶシ

ステム導入の指針となる手引書を稚内サイトと連携し作成する 

 

３．その他重要事項 

（１）評価 

ＮＥＤＯは、我が国の政策的及び技術的な観点及び事業の意義、成果及び普及効果等の観

点から、平成２２年度事業終了後、事業評価（事後評価）を速やかに実施する。 

 

（２）運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発責任者と

密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的および目標に照らして適切な運営管理を実施す

る。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯに設置する太陽光連系技術委員会や外部有識者の

意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー、サブプロジェク
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トリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

（３）単年度契約の実施 

   平成２２年度の単年度契約を行う。 

 

４．スケジュール 

 

平成２２年６月頃 太陽光連系技術委員会 

１０月頃 太陽光連系技術委員会 

平成２３年２月頃 太陽光連系技術委員会 
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事業実施体制の全体図 

 

「稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」実施体制 

 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築 
・シミュレーション手法の開発 

 
 
 
研究項目： 
・系統安定化対策技術の開発 

・数時間オーダーでの大規模Ｐ

Ｖ出力制御技術の開発 

 

 
 
 
研究項目： 
・日射量予測システムの開発 

ＮＥＤＯ 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築および系統安定化対策技

術の開発 

・数時間オーダーでの大規模ＰＶ出力制御技術の開発 

・高調波抑制対策技術の開発 

・シミュレーション手法の開発 

・導入時の指針となる手引書の作成 

意見、報告

プロジェクトリーダー 

北海道電力株式会社  

総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 

齋藤 裕氏 

サブプロジェクトリーダー 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

エネルギー事業本部 技術部 担当部長  

田中 良氏

委託 

再委託 

パナソニック環境 
エンジニアリング

財団法人 
日本気象協会

国立大学法人 
北海道大学

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築お

よび系統安定化対策技術の開

発 

・数時間オーダーでの大規模Ｐ

Ｖ出力制御技術の開発 

・高調波抑制対策技術の開発 

・シミュレーション手法の開発

北海道電力(株) 
 
 
 
 研究項目： 

・実証試験場所の提供 

・地元調整 

・許認可等対応 

稚内市 

助言、指導

(株)明電舎 
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事業実施体制の全体図 

 

「北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
研究項目： 
・PV モジュール技術評価の検

討 

 
 
 
研究項目： 
・系統安定化対策技術の開発 

・高調波抑制対策技術の開発 

 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの環境貢

献度（LCA）の検討 

ＮＥＤＯ 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築および系統安定化対策技

術の開発 

・高調波抑制対策技術の開発 

・シミュレーション手法の開発 

・導入時の指針となる手引書の作成 

委託 

再委託 

国立大学法人 
東京農工大学

国立大学法人 
東京工業大学

独立行政法人 
産業技術総合研究所 

 
 
 
研究項目： 
・大型太陽光用PCSの開発 

・高調波抑制対策技術の開発 

・監視計測システムの開発 

(株)NTT ファシリティーズ 

 
 
 
 研究項目： 

・実証試験場所の提供 

・地元調整 

・許認可等対応 

北杜市 

意見、報告

助言、指導

プロジェクトリーダー 

北海道電力株式会社  

総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 

齋藤 裕氏 

サブプロジェクトリーダー 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

エネルギー事業本部 技術部 担当部長  

田中 良氏

(株)日立製作所 
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研究開発項目②「風力発電系統連系対策助成事業」 

 

１．事業内容 

１．１ 事業概要 

  周波数変動対策による風力発電の導入制約が発生している国内電力会社の管内において、新

たに２０００ｋＷ以上の風力発電機を設置する事業者に対し、蓄電池等電力貯蔵設備の設置に

必要な事業費の一部に対する助成を行うとともに、そこから得られる風力発電出力、風況デー

タ、気象データ等の各種データを設置後原則２年間取得し、分析・検討を行って蓄電システム

の研究に活かす。 

 

１．２ 事業方針 

＜助成要件＞ 

（１）対象事業者 

①周波数変動による風力発電の導入制約が発生している電力会社の管内において、新たに２

０００ｋW以上の風力発電機を設置する事業者（地方公共団体を含む）であって、蓄電池等

電力貯蔵設備の導入事業を行う者。 

②蓄電池等電力貯蔵設備を設置後２年間、以下の実測データを独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）へ報告できる者。 

a)風力発電出力 

b)蓄電池等電力貯蔵設備入出力 

c)合成出力 

d)制御パラメータ 

e)風況／気象データ 

f)その他必要に応じＮＥＤＯが求めるもの 

 

（２）対象事業 

新たに設置する（注１）風力発電機に起因する出力変動を緩和するため必要となる電力貯

蔵設備（ＮＡＳ電池、レドックスフロー電池、鉛電池、キャパシタ、リチウムイオン電池、

ニッケル水素電池等）であって、以下の基準を満たす蓄電池等電力貯蔵設備（注２）を導入

する事業を助成の対象とする。 

   (注１)増設については、新設の場合と同様、助成対象とする。 

（注２）国内での販売実績のない新型機種については、実証試験結果の信頼性が認められる

場合に限り、助成対象とする。 

 ＜基準＞ 

 a)事業者の取組みとして先進的であること。 

 b)我が国の風力発電の導入拡大にとって特に有効なものであること。 

 c)当該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。 

 d)事業実施の計画が確実かつ合理的であること。 

 

（３）審査項目  

   ①事業者評価 

    助成事業を適確に遂行するためのマネジメント体制及び能力、財務能力（経理的基礎）、
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経理的事務管理及び処理能力 

   ②技術評価 

周波数変動対策技術レベルと助成事業の目標達成の可能性、基となる研究開発の有 

無、周波数変動対策技術の展開性 

   ③事業化評価 

    新規性、市場創出効果及び波及効果、助成対象事業の合理性・妥当性及び設備の汎用性、

電力協議等の許認可 

 

＜助成条件＞ 

（１）実施期間 

設備の設置を含めて原則として３年間を限度とする。 

（２）テーマの規模・助成率 
  ⅰ）助成額 

1 件あたりの上限は設けず、予算の範囲内で効果的な採択を行う。 

  ⅱ）助成率 

１／３以内 

（３）対象経費の範囲 

a）設計費：補助事業に必要な施設、機械経費等の設計費（他の補助金の対象となるもの

を除く。） 

b）補助事業に必要な蓄電池等電力貯蔵設備、機械装置、監視装置、配管類及びこれらに

附帯する設備の購入、製造（改造を含む。）、据付け、輸送、保管に要する経費（他の

補助金の対象となるものを除く。） 

c）工事費：補助事業の実施に必要不可欠な工事に要する経費（他の補助金の対象となる

物を除く。） 

d）諸経費：補助事業を行うために直接必要なその他経費（工事負担金（電力、水道、ガ

ス）、管理費(旅費、会議費等)）（他の補助金の対象となるものを除く。） 

 

１．３ これまでの事業実施状況 

（１）応募件数及び採択件数 

 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

応募 採択 応募 採択 応募 採択 

１ １ ３ ３ １ １ 

 

（２）継続・終了実績 

 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

継続件数 終了件数 継続件数 終了件数 継続件数 終了件数 

１ ０ ３ ０ １ ０ 
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２．事業の実施方式 

２．１ 実施体制 

 

ＮＥＤＯ  

   

助成率：1/3以内相当 

助成事業者  

 

 

２．２ 公募 

平成２２年度は新規公募は行わない。 

 

 

３．その他重要事項 

３．１ 評 価 

 ＮＥＤＯは、我が国の政策的及び技術的な観点及び事業の意義、成果及び普及等の観点から、

事業評価実施規程に基づく事業評価を今年度事業終了後、速やかに実施する。 

 

３．２ 継続事業の取り扱いについて 

  平成２０年度助成先 

  ・日立キャピタル株式会社／くろしお風力発電有限会社（平成２１年度終了予定） 

  ・日立キャピタル株式会社／庄内風力発電有限会社（平成２２年度終了予定） 

  ・胎内風力発電株式会社（平成２２年度終了予定） 

 平成２１年度助成先 

・吹越台地風力開発株式会社（平成２３年度終了予定） 
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研究開発項目③「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」 

 

１．実施内容及び進捗（達成）状況 

基本計画に基づき委託先を公募し、応募のあった 19 件の提案に関し、外部有識者による事前審

査を行い、18 件の採択を決定した。その後、最終目標を達成するため、下記の事業を実施した。 

 

１．１ 平成 21 年度（委託）事業内容 

本実証研究の着手に先立ち事前調査を実施した。事前調査においては、実証サイト毎に本

実証研究の最終目標を達成するため、事前検討及び現地調査を含めた情報収集及び調査を行

った。また、実証サイト毎に採択条件に従い提案企業間で調整を行うとともに、本年度終了

時に予算状況を踏まえた詳細事業計画を策定した。 

 

 

２．事業内容 

平成 22 年度は下記の事業を実施する。 

 

２．１ 平成 22 年度（委託）事業内容 

平成 21 年度に具体化を行った実証研究実施計画に基づき、詳細検討及びシミュレーション

によるシステムの詳細設計、構成機器の製作を行う。また、スマートグリッドの技術面にお

ける効果や信頼性、経済性及び環境性に関する検討項目を詳細化する。あわせて、全ての最

終目標達成のための方策やプロセスを明らかにする。また、米国との共同研究体制を通じ、

米国の標準化活動に参加する有識者との交流を確立する。 
 

 

３．その他重要事項 

３．１ 評価の方法 

ＮＥＤＯは、我が国の政策的及び技術的な観点及び事業の意義、成果及び普及等の観点から、

事業評価実施規程に基づく事業評価を今年度終了後速やかに実施する。 

 

３．２ 運営管理 

実証研究全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発責任者

と密接な関係を維持しつつ、本実証研究の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施

する。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯが国内に設置する委員会、日米共同でＧＧＩ

内に設置する委員会及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる。 

 

３．３ 複数年度契約の実施 

平成 22～25 年度中複数年度契約を行う。 

 

３．４ 年間スケジュール 

平成 22 年 5 月 24 日    事業化評価委員会 

6 月 15 日    委託先決定 
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「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」実施体制図 
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実施体制図 

 
Ⅰ．ロスアラモス郡におけるスマートグリッド実証 
 

ＮＥＤＯ 

（株）東芝 
・サイト取りまとめ  
・系統 EMS、需要・PV 発電予測、ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ、通信 
（株）日立製作所   
・系統機器設置取りまとめ 
・鉛蓄電池 
京セラ（株） 
・PV 設置取りまとめ  
・大規模 PV システム  
日本ガイシ（株） 
・NAS 電池  
伊藤忠テクノソリューションズ（株） 
・PV 発電予測  
日本電気（株） 
・PLC 通信（電力線通信：系統側～住宅） 
 清水建設ＮＡ（清水建設現地法人）  
・現地工事業務  
東芝ＵＳＡ（東芝現地法人）  
・現地運転、計測業務  

米国法人請負契約 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本法人委託契約 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．ロスアラモス郡におけるＮＥＤＯスマートハウス実証 
 

ＮＥＤＯ 

日本法人委託契約 

京セラ（株） 
・サイト取りまとめ  
・HEMS、PV、PCS、（蓄電池）、蓄熱、宅内通信  
シャープ（株） 
・HEMS、家電  
日本電気（株）  
・需給安定化装置、（蓄電池）  
清水建設ＮＡ（清水建設現地法人）  
・現地工事業務  
京セラＵＳＡ（京セラ現地法人）  
・現地運転、計測業務

米国法人請負契約 
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Ⅲ．アルバカーキ市における商業地域スマートグリッド実証 
 
 

日本法人委託契約 

（株）東芝  
清水建設（株）  
シャープ（株）  
（株）明電舎  
 ・サイト取りまとめ  
 ・系統 EMS、BEMS、PV、蓄熱、通信  
富士電機システムズ（株）  
東京瓦斯（株）  
三菱重工業（株） 
 ・ＢＥＭＳ、燃料電池、コジェネ、ガスエンジン  
古河電気工業（株）  
古河電池（株）  
 ・鉛蓄電池  
清水建設ＮＡ（清水建設現地法人）  
 ・現地工事業務  
 ・現地運転・計測業務  
 

ＮＥＤＯ 

米国法人請負契約 
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Ⅳ．全体総括研究 
  
 
 

全体研究取りまとめ等 
 
 
 
 
 
 
ⅰ） スマートグリッド全体とりまとめ研究     ⅱ） ＰＶ等分散電源の評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅲ）分散電源保安技術に関する検討   ⅳ）サイバーセキュリティ及び情報通信技術の研究 
 
 
 
 
 
 
ⅴ） モデル・シミュレーション開発 
 
 
 
 
 

伊藤忠商事（株）  
アクセンチュア（株） 
・全体総括研究取りまとめ 
・データマネージメント 
・実証サイト運営支援  

（株）東芝 
・取りまとめ  
（株）日立製作所  
 

京セラ（株） 
・取りまとめ 
富士電機システムズ（株） 
東京瓦斯（株） 
三菱重工業（株） 
（株）ＮＴＴファシリティーズ 
 （再委託）東京工業大学 

(株)関電工 
・取りまとめ 
（再委託）(財)電気安全環境研究所  
 

㈱東芝 
・取りまとめ 
(株)サイバーデｨフェンス研究所 
 （再委託）(財)電力中央研究所 
 

(株)東芝 
・取りまとめ 
日本電気（株）  

委託契約 

 

ＮＥＤＯ 
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研究開発項目④「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」 

 

１．平成 22 年度事業内容 

基本計画に基づき公募により委託先を決定し、事前調査を実施する。具体的には、ＮＥＤＯが

指定する事業実施予定地において最終目標を達成するため、以下に示す実証研究項目(Task1～

Task3)について事前検討及び現地調査を含めた情報収集及び調査を行う。特に本実証に関わる導

入設備の法的規制等並びに公租公課の現状についても調査する。さらに、平成 23 年度以降の実証

研究実施計画を具体化する。 

 

(Task１)：都市再開発に合わせて新設されるP-plotビルを対象にした、ＢＥＭＳ及びビル内需

要設備の導入、運転管理、省エネルギーの実証 

(Task２)：都市再開発地域を中心としたエリア内におけるＥＶ充電の課金管理システム、ＰＶ

遠隔管理システム等の構築・実証 

(Task３)：都市再開発地域を中心としたエリア内におけるエネルギー消費監査 

 

２．事業の実施方式 

２．１ 公募 

（１）掲載する媒体  

ＮＥＤＯホームページにて公募を行う。  

（２）公募時期・回数  

平成 22 年 10 月下旬に 1 回実施する。  

（３）公募期間  

30 日間以上とする。  

（４）公募説明会  

川崎等で開催する。 

２．２採択方法 

(１）委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審

査委員会（外部有識者で構成、非公開）で行う。審査委員会において提案書の内容に係

る評価を行い、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者を選定した後、   

ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を決定する。  

提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。  

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。  

（２）採択結果の通知  

採択結果については、ＮＥＤＯから提案者に通知する。なお、不採択の場合は、その

明確な理由を添えて通知する。  

（３）採択結果の公表  

採択案件については、申請者の名称、事業の概要を公表する。 

 

３．その他重要事項 

３．１ 評価 

平成 22 年度事前調査終了後、事業化評価を実施する。 
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３．２ 運営管理 

実証研究全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び実証研究責任者

と密接な関係を維持しつつ、本実証研究の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施

する。具体的には、必要に応じてＮＥＤＯが設置する委員会等、外部有識者の意見を運営

管理に反映させる。 

 

３．３ 契約の実施 

平成 22 年度に、事前調査の実施のための調査委託契約を締結する。 

平成 22 年度に、実証期間全般にわたる基本契約を締結する。 

 

３．４ 年間スケジュール 

平成 22 年 10 月下旬   公募開始 

         11 月上旬   公募説明会 

         11 月下旬   公募締切 

         12 月上旬   採択審査委員会 

         12 月中旬   契約・助成審査委員会 

         12 月下旬   採択決定 

（注）年間スケジュールについては、多少の変動があり得る。 
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研究開発項目⑤「スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業」 

 

１．平成 22 年度事業内容 

基本計画に基づき公募により委託先を決定し、事前調査を実施する。具体的には、ＮＥＤＯが

指定する事業実施予定地において最終目標を達成するため、以下に示す実証研究項目について事

前検討及び現地調査を含めた情報収集及び調査を行う。特に本実証に関わる導入設備の法的規制

等並びに公租公課の現状についても調査する。さらに、平成 23 年度以降の実証研究実施計画を具

体化する。 

 

スペインにおけるスマートコミュニティ（再生可能エネルギー導入や省エネルギー実現に向け、

情報通信技術を用いて最大限の効果を出し、暮らしの快適さが確保される社会。また、電力だけ

でなく、熱や交通、通信、水道など、他の公共サービスを含めて次世代化した社会）に関連する

技術およびシステムを構築し、その導入効果を実証する。 

 

実証例として、以下のようなものを組み合わせたスマートコミュニティの実証を対象とする。 

・再生可能エネルギー、省エネルギー、電力貯蔵 

・低公害自動車およびエネルギー充填インフラ 

・地域スマートコミュニティマネージメントシステム 

                               など 

 

２．事業の実施方式 

２．１ 公募 

（１）掲載する媒体  

ＮＥＤＯホームページにて公募を行う。  

（２）公募時期・回数  

平成 22 年 12 月下旬に 1 回実施する。  

（３）公募期間  

30 日間以上とする。  

（４）公募説明会  

川崎等で開催する。 

２．２採択方法 

(１）委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審

査委員会（外部有識者で構成、非公開）で行う。審査委員会において提案書の内容に係

る評価を行い、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者を選定した後、   

ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を決定する。  

提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。  

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。  

（２）採択結果の通知  

採択結果については、ＮＥＤＯから提案者に通知する。なお、不採択の場合は、その

明確な理由を添えて通知する。  

（３）採択結果の公表  

採択案件については、申請者の名称、事業の概要を公表する。 
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３．その他重要事項 

３．１ 評価 

事前調査終了後、事業化評価を実施する。 

 

３．２ 運営管理 

実証研究全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び実証研究責任者

と密接な関係を維持しつつ、本実証研究の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施

する。具体的には、必要に応じてＮＥＤＯが設置する委員会等、外部有識者の意見を運営

管理に反映させる。 

 

３．３ 契約の実施 

平成 22 年度に、事前調査の実施のための調査委託契約を締結する。 

平成 22 年度に、実証期間全般にわたる基本契約を締結する。 

 

３．４ 年間スケジュール 

平成 22 年 12 月下旬   公募開始 

    平成 23 年 1 月上旬   公募説明会 

          1 月下旬   公募締切 

          2 月上旬   採択審査委員会 

          2 月中旬   契約・助成審査委員会 

          2 月下旬   採択決定 

（注）年間スケジュールについては、多少の変動があり得る。 
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実証項目⑥「ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事業」 

 

１．平成 22 年度事業内容 

基本計画に基づき公募により委託先を決定する。なお、事業内容は以下の通りである。 

 

(Ⅰ)マウイ島におけるEVを活用した離島型スマートグリッド実証 

・再生可能エネルギーの出力変動による周波数への影響を緩和することを目的とし、EV充

電（30－200台程度）※2と、EV用蓄電池の模擬も兼ねる系統用蓄電池（500ｋW－１MW程度）

※2を情報通信技術も含め集中制御するシステム（EVMS）の構築・実証。 

・EVの充電による配電系統への影響（電圧、低圧変圧器の過負荷など）のないEV充電管理

を実現するEVMSの構築・実証。 

 (Ⅱ)Kihei地区におけるスマートグリッド実証 

・配電系統の末端に連系されたPVの逆潮流による電圧問題や、複数台のEVを一斉に充電し

た際の低圧変圧器の過負荷などの問題を解決することを目的とし、EV充電※2と系統用蓄電

池※2、FACTS機器、PV用スマートPCS、電気温水器などを、情報通信技術も含め制御するシ

ステム（DMS：配電用変電所規模）の構築・実証。 

・上位系統と協調運転することによる、周波数安定化への貢献、および系統全体の最適な

エネルギーマネジメントを可能とするシステムの構築・実証。 

(Ⅲ)低圧系統におけるスマートグリッド実証 

 ・一般需要家に連系されたPVの逆潮流による電圧問題や、複数台のEVを一斉に充電した  

 際の低圧変圧器の過負荷などの問題を解決することを目的とし、EV充電※2、蓄電池※2、  

 PV用スマートPCS、電気温水器などを情報通信技術も含め制御するシステム（μ‐DMS：  

 低圧変圧器規模）の構築・実証。 

 ・DMSと協調運転することが可能であるシステムを構築。 

 

 ※2：EV充電制御、蓄電池制御については、（Ⅰ）～（Ⅲ）と協調して行うこととし、運

用、導入容量については事前調査で検討する。 

 

(Ⅳ)全体総括研究 

全体総括研究を米国と連携して実施する。 

  ・日米サイトで実施されるスマートグリッドの効果の分析・評価。 

  ・サイバーセキュリティに関する評価。 

  ・構築されたシステムの経済性評価。 

  ・離島における低炭素社会システムのビジネスモデル構築、検証。 

 

２．事業の実施方式 

２．１ 公募 

（１）掲載する媒体  

ＮＥＤＯホームページにて公募を行う。  

（２）公募時期・回数  

平成 23 年 2 月上旬に 1 回実施する。  

（３）公募期間  
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30 日間以上とする。  

（４）公募説明会  

平成 23 年 2 月 17 日川崎近辺で開催する。 

２．２採択方法 

(１）委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審

査委員会（外部有識者で構成、非公開）で行う。審査委員会において提案書の内容に係

る評価を行い、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者を選定した後、   

ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を決定する。  

提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。  

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。  

（２）採択結果の通知  

採択結果については、ＮＥＤＯから提案者に通知する。なお、不採択の場合は、その

明確な理由を添えて通知する。  

（３）採択結果の公表  

採択案件については、申請者の名称、事業の概要を公表する。 

 

３．その他重要事項 

３．１ 評価 

事前調査終了後、事業化評価を実施する。 

 

３．２ 運営管理 

実証事業全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び実証責任者と密

接な関係を維持しつつ、本実証の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具

体的には、必要に応じてＮＥＤＯが設置する委員会等、外部有識者の意見を運営管理に反

映させる。 

 

３．３ 契約の実施 

平成 23 年度に、事前調査の実施のための調査委託契約を締結する。 

平成 23 年度に、実証期間全般にわたる基本契約を締結する。 

 

３．４ 年間スケジュール 

 平成 23 年 2 月 8 日   公募開始 

    平成 23 年 2 月 17 日   公募説明会 

          3 月中旬   公募締切 

          3 月下旬   採択審査委員会 

          3 月下旬   契約・助成審査委員会 

          4 月上旬   採択決定 

（注）年間スケジュールについては、多少の変動があり得る。 

 ３．５ 来年度の公募 

 事業の効率化を図るため、平成 22 年度中に平成 23 年度公募を開始する。 


