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２０１４年12月22日 

横浜市温暖化対策統括本部  

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）の   

           取組と今後の展開について 
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低炭素で途切れない 

エネルギーネットワーク、 

医療･介護･福祉･子育ての 

切れ目ない連携による安心感 

文化芸術や成長産業の創出、 

機能的なビジネス空間 

人・企業の交流が 

新たな文化・産業を 

沸き起こす好循環化 

自然環境（水・緑）と 

地勢に恵まれた生活空間、 

趣ある魅力的なまちなみ 

 環境未来都市・横浜の将来ビジョン 
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 横浜が直面する課題 

横浜市における年平均気温の経年変化 
出典：横浜市地球温暖化対策実行計画 

○温暖化の影響 

100年間あたり 

約2.7℃上昇 

2006年10月 台風による浸水被害 
（横浜駅西口付近） 

2014年6月 ひょうが雪のように降った道路 
（東京都三鷹市内） 3 

ゲリラ豪雨、異常気象
など温暖化の影響 
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○ 温室効果ガス排出量の増加 

  人口の急増（60年前の3.5倍） 

  →2020年頃まで人口は更に増加 

大胆な温室効果ガス排出の削減が必須 

 温室効果ガス排出量の目標 

横浜市の温室効果ガス排出量の推計 
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ＹＳＣＰとは 
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 横浜スマートシティプロジェクト選定の経緯 

経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に選定！ 
 
「次世代エネルギー・社会システム実証」とは・・・ 
 新成長戦略の「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」における 
 スマートグリッドの構築と海外展開を実現するための取組として位置づけられる事業。 
 本実証事業を通じて、関連産業の次世代化、国際標準化を進め、環境エネルギー産業 
 の競争力強化を目指す。 
 

【経過】 
 ２０１０年１月29日  公募 
      ～２月28日 
        ４月      全国20地域の応募の中から、4地域（横浜市、     
                豊田市、けいはんな学研都市、北九州市）が選定 
       8月      YSCPマスタープラン公表 
                                （計画期間：２０１０年度～２０１４年度） 
  
 ２０１１年3月11日  東日本大震災 
 

～ 

～ 

ポイント：再生可能エネルギー 

⇒既存の電力網 

ポイント：ピークシフト、 

       ピークカットも目的に 
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複数部門の総合制御 

横浜市 けいはんな 

北九州市 
豊田市 

戸別住宅型 

住宅団地型 

地方中核都市型 

広域大都市型 

系統依存度が高い
（中央制御） 

＜参加プレーヤー＞ 
北九州市、富士電機システムズ、 

日本ＩＢＭ、新日鐵、ＮＴＴ西日本など 
新日鐵による電力の特定供給が行われてい
る地域において、７０企業、２００世帯に
スマートメーターを 設置し、リアルタイ
ムで電力価格を変更するダイナミックプラ
イシングを実施。 
ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー管理システ
ム）によるエネルギー制御、ＢＥＭＳ（ビ
ル・エネルギー管理システム）、交通エネ
ルギー管理などによる地域全体のエネル
ギー管理システムの実証、構築。 

＜参加プレーヤー＞ 
豊田市、トヨタ自動車、中部電力、デンソー、
シャープ、富士通、ドリームインキュベータ

など 
６７軒の家庭でHEMSによる家電の自動制
御、ＶｔｏＨ（家庭への放電）の実証。 
３１００台の次世代自動車を普及、渋滞情
報等の提供による交通部門のデマンドサイド
マネジメントを実施。 系統依存度が低い 

（分散制御） 

＜参加プレーヤー＞ 
横浜市、東芝、パナソニック、日立、 
明電舎、日産、東京ガス、三井不動産

など 
みなとみらい地区、港北ニュータウ
ン、金沢地区の広域で地域全体のエネ
ルギー管理システムを技術実証。 
4000世帯にＨＥＭＳを導入。2000
台のEＶによる実証。 
２万７千ｋWの太陽光発電を導入、
熱・未利用エネルギーの利用。 

＜参加プレーヤー＞ 
京都府、関西電力、大阪ガス、オムロン、 
三菱重工、三菱電機、三菱自動車など 

約９００世帯からなる新興住宅団地にス
マートメーターを導入し、デマンドサイド
マネジメントを実施。 
廃棄物発電、下水汚泥を利用したバイオ
マス発電など静脈系インフラ実証も実施。 

金沢地区

港北ニュータ
ウン地区

みなとみ
らい地区

単一部門（家庭）のみの制御 

○横浜市、豊田市、けいはんな（京都府）、北九州市を実証地域として選定し、 
 平成２３年度より、住民の参画を得て、大規模実証実験が本格開始。 

経済産業省資料より 
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 次世代エネルギー・社会システム実証事業 

（H22年度～H26年度YSCP予算総額：130億円） 
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CEMS 

EV 

BEMS 

蓄電池SCADA 

スマートBEMS 
（東芝、大成建設） 

スマートBEMS 
（日揮,日揮情報ｼｽﾃﾑ） 

スマートBEMS 
（明電舎、NEC） 

戸建HEMS 
（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ） 

戸建HEMS 
（三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ、 
東芝） 

マンションHEMS 
（JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ、 
三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ、東芝） 

集合住宅HEMS 
（東京ｶﾞｽ、 
NTT-F、NTTﾄﾞｺﾓ） 

CEMS 
（東芝、ｱｸｾﾝﾁｭｱ） 

FEMS 

FEMS 
（明電舎、住友電工） 

蓄電池SCADA 
（東芝、東京電力） 

需給調整用蓄電池 
（東芝、日立、明電舎、NEC） 

需要家側蓄電池 
（ｿﾆｰｴﾅｼﾞｰ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ、 
ｼｬｰﾌﾟ） 

オフィスビルBEMS 
（東芝、丸紅、三菱地所、 
三井不動産） 

統合BEMS 
（東芝） 

充放電EV 
（日産自動車、日立、 
ｵﾘｯｸｽ、ｵﾘｯｸｽ自動車） 

マンションHEMS 
（大京ｱｽﾃｰｼﾞ） 

HEMS 

ｶｰｳｨﾝｸﾞｽﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 
（日産自動車） 

充電ｽﾃｰｼｮﾝ 
（JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ 、東工大） 

集配信システム 
（日立、東芝） 

スマートBEMS 
 （清水建設） 

 実証事業の全体像と実績（横浜市+34社、15プロジェクトの連携） 

導入実績(2013年度まで）／目標（2010～2014年度） 
HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）（4,200件/4,000件)  

太陽光パネル（37MW/27MW)  電気自動車（2,300台/2,000台）  
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ＹＳＣＰ実証について 



Copyright © 2014 Yokohama Smart City Project   

■2013年度は、市内中小企業を中心とした約70事業者を公募により選定 
 ●ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）及び 
 ●住宅用太陽光発電システム（PV） 
 ●家庭用燃料電池(FC) 
 ●家庭用蓄電池（蓄電池） 
 ●電気自動車充給電設備（EV設備） 
の導入補助を行うことで、横浜市民のYSCP実証実験への参加を促進。 

太陽光発電

HEMS

データ提供
家電操作

電力量計

分電盤
計測機器

インターネット経由

発電している電力

使っている電力

売っている電力

HEMS画面

 家庭への創エネ・省エネ機器の導入 

YSCP実証HEMS等導入事業～市内中小企業の参画～ 

10 
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 普及拡大に、「地元ならでは」のきめ細かな対応が奏効 

2010年度 20１２年度 20１３年度 2011年度 

１,２６７件 

１,574件 

５６２件 

６６件 

 HEMS等の導入への市内中小企業の参画状況 
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①翌日の予想最高気温をもとにCEMSから、参加世帯宛にDR案内のメールを送ります。 
②参加世帯の皆様には、翌日の電気料金表を確認のうえHEMSを活用した省エネ行動 
  検討をしていただきます。 
③実験当日は、空調の設定温度や使用時間の調整などの省エネ行動を行って 
   いただきます。 
④省エネ行動の結果は、各世帯のHEMSからCEMSに送られ、集計します。 
   なお、集計されたデータは、国が今後行う電力料金体系を設計する上で参考にします。 

【デマンドレスポンス（DR）を柱とした省エネ行動実験の流れ】 

12 

天気予報 曜日

前日夜 当日 月末

｢見える化｣
メ ニュー

対策検討

対象日の電気料金表

設定温度
の調整

こまめな
消灯

洗濯や掃除等
の時間
調整

Ｐ Ｃ／スマー
ト フォン／
携帯電話

Ｄ Ｒ案内

① ② ③ ④ 

 HEMSを活用したデマンドレスポンス社会実証実験 
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 HEMSによる実証実験（2013年度実証） 

ＨＥＭＳ実績は、2012年度末時点累積で、約２５００世帯にＨＥＭＳが導入済み。 
2013年度より、上記世帯のうち、ＣＥＭＳと連携した約１９００世帯を対象に、複数のグルー
プに分け、省エネ行動実験を行います。【2013年６月２６日記者発表】 

13 

＜省エネ行動実験イメージ：ご家族で楽しみながら省エネ行動に参加。＞ 

＜実証参加者グループ内訳＞ 

仮想の電気
料金を設定 

約２５円 
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ＨＥＭＳ実績は、2013年度末時点累積で、約４２００世帯にＨＥＭＳが導入済み。 
2014年度は、約３５００世帯を対象に、国内最大規模で省エネ行動実験を行います。 
【2014年７月９日記者発表】 
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＜2014年度夏季実証では、新たな課題に挑戦＞ 

＜実証参加者グループ内訳＞ 

形態
料金メニューと
実証概要

HEMS+太陽光発電
約1,900世帯

料金メニューは、①CPP、②TOUを使用。
積極的な節電を呼びかけ、昨年実証と比較。

HEMS単体
約1,400世帯

料金メニューは、①CPP、②TOU、③PTRを使用。
３つの料金メニューを示して、効果測定。

自動制御機器世帯
約200世帯

HEMS+太陽光発電
など　　約200世帯

料金メニューは、①CPP、②TOUを使用。
自動制御の効果も測定。

実証の種類別参加者

社会実証
参加世帯
約3,500世帯

一般世帯
約3,300世帯

 需要家の負担感の少ないデマンドレスポンスの実証（ＴＯＵ、ＰＴＲ） 
 潜在的な需要家の誘因の為の仕組みの実証（シャドービリング、ビルプロテクション） 
 TOU、CPP料金メニューに加入意志を確認し、DRの効果量を見通す実証（オプトイン） 

＜実証に用いる料金メニュー＞ 

①ピーク別料金（ＣＰＰ）： 
需給がひっ迫しそうな場合に、事
前通知をした上で通常より高い
料金を課すもの。 

②時間帯別料金（ＴＯＵ）： 
時間帯に応じ異なる料金を課す
が、実験期間中は同じ料金を
適用。 

③ピーク時報奨金（ＰＴＲ）： 
需給がひっ迫しそうな場合に、事
前通知をした上で削減量に対し
て節電報酬を支払うもの。 

 HEMSによる実証実験（2014年度実証） 
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 HEMSによる実証実験（2013年度夏季実証成果） 

60円 
/kWh 

13.91/kWh 13.91/kWh 11.82/kWh 

11.82/kWh 
19.3/kWh 19.3/kWh 

CPP1 

CPP2 

100円 
/kWh 

B A 

A 

                                     【2013年10月23日記者発表】 
〇デマンドレスポンス（DR）で最大ピークカット効果15.2％を確認 
〇下表から想定される行動パターン 
  Ａ：DR時間帯の電力需要の抑制 
  Ｂ：より廉価な料金設定の深夜帯にあわせ、家電や給湯器などを使用 

15 
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実験参加者の声 

エアコンは 
マメに付けたり 

消したりしていたが、 
スイッチオンの時の 
電力が大きいと聞いた 
ので、自動運転で 

試した。 
 

始めに 
クーラーで部屋を 
冷やしてから 
止めて扇風機を 

使った。 
 

この夏は 
エアコンの設定 
温度を28度以上に 
することが習慣 
になった。 

 

太陽光発電を 
しているので洗濯や 
食洗機、携帯やビデオ 
カメラ等の充電などは 

23時以降に実施 
している。 

 
 

大変暑い日に 
来客があると、 
どうしても省エネ 
行動を控えて 
しまう。 

 

ものすごい暑さ 
なので在宅している 
母親にはエアコンの 
使用を勧めている。 
省エネより健康を 
優先させている。 

期間中､ 
出来るだけ省エネに 

取り組むよう 
心がけたが､この夏の 

猛暑には大変 
苦戦した。 

 

家族の協力が 
重要であり､かつ 
協力を得るのが 
大変である。 

省エネは当然だと 
思うようになった。 
これまであまりにも 
無駄なエネルギー 
消費をしていたと 

思う。 
 

HEMSを使って 
いるのでリアル 

タイムで使用電力が 
わかり､省エネ 

意識が高まった。 
 
 

窓の外に 
ゴーヤを育て 

カーテンを作ったり 
簾をかけたり 

した。 
 
 
 

16 
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 HEMSによる実証実験（2014年度夏季実証成果） 

加入促進手法 【勧  誘】 【情報提供】 【特典付与】 【加入率】 【平均削減率】 

① ○ ― ― 16.5% 9.3% 

② ○ ○ ― 32.7% 11.2% 

③ ○ ○ ○ 52.1% 14.9% 

●参加者の声 

・９割の参加者が、HEMSの活用により節電意識が向上し、電力使用量が減ったと回答。 
・HEMS導入により「こまめに消灯するようになった」「ドライヤーの使用時間が減少」など直接 

 の行動が変化 

・８割の参加者が、HEMSの収集データに基づいた、最適な電気料金メニューの情報提供を希望 
・電力小売り自由化後の電力会社の選択基準は、電気料金メニューを重視 

新たな料金メニューに移行した場合のメリット・デメリット提示など、効果的な誘導策
及び電力削減効果を検証（速報）         【2014年10月28日記者発表】 
 

17 

【勧   誘】新たな電気料金メニューの紹介による勧誘 
【情報提供】前年度又は類似世帯の実績をもとに試算、新たな電気料金メニューへの加入 
        によるメリット・デメリットを情報提供 
【特典付与】新たな電気料金メニューへの加入に特典を付与 
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統合BEMS 
ビル群全体のＩＣ計算 

供給計画 DR発行 

DR量配分 

DR実行 

需要予測 
（前日・当日） 

調整余力 
推定 

スマート 
BEMS 

スマート 
BEMS 

＋ 蓄電池 
BEMS 
なし 

既設 
BEMS 

Internet 

CEMS 

統合BEMS 

調整余力 
大 小 中 

テナント許容度 

なし 
DR 
中 

大 

なし 

Internet 

小 

各ビルのＩＣ計算 

横浜アイマーク 
プレイス 

(清水建設) 

大成建設 
技術センター 
(大成建設) 

 大規模（契約電力500kW以上）から中小規模  

（50-500kW)まで、多様な特性のビルを群管理し、 

節電量の最適配分やDR対応能力の最大化を 行う 

イトーヨーカドー 
横浜別所店 

(日揮) 

 BEMSの取組み ～統合BEMS～ 

横浜三井 
ビルディング 

(三井不動産) 

横浜ランド 
マークタワー 
(三菱地所) 

みなとみらい 
グランドセントラル 
タワー(丸紅) 

18 
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統合BEMSデマンドレスポンス実証（2013年冬季・夏季） 

最大22％ 
ビークカット実現 

最大22.8％ 
ビークカット実現 

冬季 
（2013年1月～実証） 

ピーク時間：17:00～20:00 

夏季 
（2013年7月～実証） 

ピーク時間：13:00～16:00 

19 

目的：業務・商業ビル部門において、統合BEMS を介したデマンドレスポンスによる電力のピークカット 
     の最大化等を通じ、地域レベルでのエネルギーの最適利用を実現する。 
実施内容：①CEMSから統合BEMSに対してDRを発行 
  ②統合BEMSが各ビルの節電調整能力に応じてDR要請量を各ビルに配分 
  ③各ビルが連携して、DRに対応した節電・省エネ等を実行 

オフィスビル、商業ビル 

6拠点 
オフィスビル、商業ビル 

14拠点 

2013年冬季・夏季ともに最大20％超のピークカットを達
成。 
インセンティブ価格においては、１５円／ｋＷｈ以上でDR
の効果を確認。 

 【2013年1月7日記者発表】  【2013年10月24日記者発表】 
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 統合BEMSデマンドレスポンス実証（2014年度夏季） 

１） DR 実施日数：   2014年7月1日～9月30日までの間の7回 
２） 実証規模   ：  実証参加拠点の契約電力の合計は、約70,000kW。 
                         ※平均的な家庭（3kWで算出）の約23,000世帯分に相当。 
３） 実証テーマ： （１）削減量の確実性向上（ネガワット取引による入札方式の実証） 
           （２）ＤＲ発行後の反応時間短縮（Fast DRの実証） 
４） 参加企業： 2013年度夏季実証（14拠点）より、市有施設等15棟増え、29拠点で実施。 
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実証のネガワット取引（約定）の仕組みと流れ（イメージ） 

テーマ（１） 削減量の確実性向上（ネガワット取引）（速報） 

 ⇒削減目標に対して各拠点毎の平均で9割超の削減を達成 

 ⇒削減目標達成に必要な価格として約30円／kWhが指標となることを確認 
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産学官・公民連携 
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YSCPの最新の取組内容を広く情報発信するとともに、YSCP参加企業と市
内中小企業が交流・面談する場を設定。（2014年度で4回目） 

◆2014年度 YSCPフォーラム実施概要（2014年8月1日、情報文化センター） 

・参加者 ： 92社・団体、160名 

・内容   ： YSCPの進捗状況報告、YSCP参加企業と市内企業との交流、面談  

        パネル展示の実施 

写真１：フォーラムの様子 写真２：パネル展示の様子 

 市内中小企業の参画（YSCPフォーラムの開催） 

22 
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横浜市は、経済産業省「平成23年度スマートコミュニティ導入促進事
業」に採択された「福島県 会津若松市」「宮城県 山元町」を支援し
ています。 

●会津若松市：会津スマートコミュニティ推進委員会の 

       プロジェクトメンバーとして参画 

●山元町：山元町コンパクトシティ型スマートコミュニティ事業の 

     アドバイザリーボードの委員として参画 

23 

 東北復興支援 
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ＹＳＣＰの実証から実装へ 
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南土木事務所作業所 
新南区総合庁舎 

市大センター病院 電気事業者 

コジェネレーション 

システム※２ 

電気 

電気 

電気 熱 

特定供給※１ 

※1 発電した電気を密接な関係を有する特定の相手に供給を行う 

※2 ガスエンジンなどで発電する一方、その廃熱を利用して空調等の 

    熱需要をまかなう 

※3 BEMSにより廃熱の有効利用および地域エネルギーの最適制御 

    を行う 

BEMS※3 

 横浜市南区 総合庁舎整備事業 

 市大センター病院と新南区総合庁舎の間でエネルギー連携を行い防災性を向上 

 コジェネレーションを導入し、高効率運転を行うとともに廃熱を有効利用し、CO2削減、省コスト化 

 老朽化熱源機器を更新し、BEMSによるエネルギーの最適制御 

阪東橋駅 

受電 

特別高圧 

自営線 

25 
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環境未来都市 横浜 

横浜市地球温暖化対策実行計画 

横浜スマートビジネス協議会（仮称） 

 
主催：横浜市、アドバイザー：学識経験者 

幹事会員、一般会員 

 

目的：横浜スマートシティプロジェクトの成果の展開 

     横浜市内でのさらなる低炭素都市づくり 

     市民認知度向上 

     国内・国外他都市への横展開 

推進 

 産学官・公民連携の今後の取組 


