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ロンドン事務所・欧州ロシアＣＩＳ課 

太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーの普及が進む欧州では、電力供給の不安定

さを克服するための手段として、消費側からの電力需要を調節する、都市全体のスマート・

グリッド化の重要性が早くから注目されてきた。街全体でエネルギー効率化を進めるエコ

シティの開発や、蓄電池としての電気自動車（EV）の利用、消費者が使用電力の数値をリ

アルタイムで把握できるスマート・メーターの設置や高機能化などが進められている。欧

州各都市で始まった取り組みについて、調査（2011年 2月時点情報に基づく）した。 
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Ⅰ オランダ  

 
 アムステルダム市は、持続可能な社会の実現に向け、アムステルダム・スマート・シティ・

プロジェクトという取り組みと、アムステルダム・エレクトリック計画というそれぞれ独立

した二つの取り組みを行っている。本章では、これら両方の取り組みについて、詳しく説明

する。 
 
1. アムステルダム・スマート・シティ・プロジェクト(ASC) 
 

アムステルダム・スマート・シティ・プロジェクト（Amsterdam Smart City 、以下ASC）

は、市と民間の出資によって設立されたアムステルダム・イノベーション・モーター

1(Amsterdam Innovation Motor :AIM) とアムステルダム地域の配電会社リアンダー2

 ASCにはIT企業や研究所なども参加し、現在から将来にわたっていかに省エネルギーが可

能かを実証するために様々なプロジェクトを実行している。各プロジェクトの詳細は、アム

ステルダム・シティ・プロジェクトのウェブサイト

によ

る官民合同のプロジェクトとして進められている。AIMはアムステルダム地域への投資誘致

や、大学の研究機関、研究者と民間企業との交流を促進する機関で、アムステルダム首都圏

経済発展会議(Economic Development Board Amsterdam Metropolitan Area、EDBA)の一

部である。 

3

 将来、鍵となると思われる IT 技術を特定し、その技術を使って、15 年にわたって実証実

験が行われる。パートナー企業は先進的な技術を実装し、ユーザーの行動がどのように変化

するのか、プロジェクトを通して、シミュレーションをすることができる。ASC は 2009 年

に開始されており、市内の 4 つ CO2 排出源に対応した 4 カテゴリーに焦点を絞っている。

ASC は、以下の 4 つに分かれており、その中で複数のプロジェクトが含まれている。 

に記載されており、市民や企業と情報

共有が図られている。 

 
• 持続可能な生活 (Sustainable living) 
• 持続可能な労働 (Sustainable working) 
• 持続可能な運輸 (Sustainable mobility) 
• 持続可能な公共スペース (Sustainable public space) 

 
(1) ASC の背景 

                                                   
1 http://www.aimsterdam.nl/ 
2オランダ最大の電気網会社アリアンダーの子会社。アリアンダーは大手電力会社ヌオンの配電部門が独立

して設立され、その株式は 100％地方自治体によって保有されている。 

3 Amsterdam Smart City, http://www.amsterdamsmartcity.com 

http://www.aimsterdam.nl/�
http://www.amsterdamsmartcity.com/�
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アムステルダム市は「欧州市長誓約(Covenant of Mayors)4

ASC は温暖化対策を目的に開始されており、EU の「3 つの 20」目標よりも、さらに意欲

的な目標を掲げている。2015年までにアムステルダム市役所のCO2排出量をゼロにし、2025
年までに再生可能エネルギーが総エネルギーの 20％を占めるようにし、最終的に 2025 年ま

でに 1990 年比で CO2 を 40％削減することを目指している。 

」を署名した都市のひとつであ

る。同市の削減目標達成のためには、今後具体的な対策を通じて、EUの目標を上回る削減

を実現することが必要だ。市長誓約はEUの温暖化対策の目標実現において大きな役割を果

たすとみられている。 

ASC は同時に、企業に、EV のためのインフラ整備やスマート・メーターを試用・整備する

よい機会を提供する。 
さらに、分散型発電の拡大、エネルギー貯蔵技術の進歩、EV の導入など、電力をめぐる技

術は急速に発展しており、今後の様々な将来の技術発展を見据えた際、現在のグリッドでは

将来のエネルギー需要に柔軟に対応できないことも懸念され早急に、スマート・グリッドを

導入する必要がある。 
 

(2) 参加企業 
 ASC の主要プロジェクト実施企業・機関は、リアンダー、アムステルダム市、AIM であ

る。これらの機関が、中心となって、プロジェクト全体をコーディネートし、アムステルダ

ム地域の企業および研究機関の情報の共有を促進する。 
ASC は新アムステルダム気候対策プログラム(New Amsterdam Climate) にも参加して

いる。同プログラムでは、多くの民間企業や公共機関がアムステルダム市の目標実現に向け

て、共同で活動を展開している。そのため、住宅公団やアムステルダム港、技術ベンチャー

企業、大学、金融機関、IT ベンダー、交通機関、廃棄物処理会社など多くの企業が参加して

いる。  
 
(3) プロジェクトの詳細 
① 持続可能な生活 (Sustainable living) 
 「持続可能な生活」とは家庭におけるエネルギー消費に関する意識を高め、エネルギー消

費量を削減する目的で行われているプロジェクト・グループの区分である。具体的には、ス

マート・メーターやエネルギー使用量表示、エネルギー消費に関するアドバイス、エネルギ

ー保存、分散型電源などがこのカテゴリーに含まれている。構成するプロジェクトは以下の

とおりである。 
 

• オンズ・エナジー (Onze Energie) 

                                                   
4欧州委員会立ち上げたイニシアティブで、2020 年までに CO2 排出量を 20％削減するという EU の目標を

さらに上回る削減を行うことを公約として掲げる都市が参加するもので、2009 年 2 月に欧州議会で行われ

た式典には約 400 都市が参加を表明した。

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2009/090210.html 

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2009/090210.html�
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• グゼンヴェルド(Geuzenveld) 
• ウェスト・オレンジ (WestOrange) 
• エネルギー管理・ハーレム(Energy management Haarlem)5

 
 

a. オンズ・エナジー (Onze Energie) 
 オンズ・エナジー（Onze Energi: 私たちのエネルギー） はアムステルダムの北ホランド

州(Amsterdam Noord) において、地域の分散型発電を行うプロジェクトである。オンズ・

エナジーはすべての分散型発電器から発電された電気エネルギーを一度集積し、そのメンバ

ーに再販売する。同プロジェクトの目標は、北ホランド州における家庭内の電気消費量の

20％を分散型発電器でまかなうことである。6

  
 

b. グエーゼンヴェルド（Geuzenveld） 
 郊外のグエーゼンヴェルドの一般家庭 728 世帯を対象に、2010 年 4 月から 9 月にかけて、

スマート・メーターが整備された。対象となったのは 1950 年代に立てられた住宅で、まず

最初の 150 台が 2010 年 8 月までに整備された。7

実証実験に参加したのはリアンダー、AIM、グエーゼンヴェルド-スローテルメール 市役

所、ファー・ウェスト（西部地区都市開発・住宅供給会社）、アムステルダム気候局（Climate 
Agency Amsterdam）、アクセンチュア（コンサルタント）である。ディヴェルコ(Develco)
がスマート・メーターを提供する。 

 

 3 タイプのディスプレイが家庭内に設置され、利用者はエネルギー消費量を確認しながら、

電力を消費する。モニターへの表示方法は利用者が選択できる。設置されたスマート・メー

ターは全エネルギー利用量に加えて、特定の家電の消費量を示すこともできる機能をもって

いる 8

 
。 

c. ウェスト・オレンジ (West Orange) 
アムステルダムのウェスト・オレンジ地区の 500世帯を対象にスマート・メーターを設置、

スマート・エネルギー・家庭システム（Smart Energy Homes system）の実証実験を行う。

世帯当たりのエネルギーの消費量を削減するために、エネルギー・フィードバックという表

示システムをを用いて、利用者がエネルギー使用量を管理する。目標は家庭からのエネルギ

ー消費量を 13%削減すること。 
電源と電気機器の間につながれた「イー・ウィザード(e-wizard)」という装置により、、ど

のように消費量を削減すべきかのアドバイスが得られる。また、暖房設備と電気のスイッチ

                                                   
5 Amsterdam Smart City, http://www.amsterdamsmartcity.com  
6 詳細は www.onzeenergie.nl を参照のこと  

7 Lex Bloom, “Meterkast toont 

energieverbruik”,http://www.energieondernemer.nl/2010/08/meterkast-toont-energieverbruik  
8 ASC,  “Geuzenveld Project”, 

http://www.scribd.com/doc/30564400/Amsterdam-Smart-City-Geuzenveld-Project-Presentation 

http://www.amsterdamsmartcity.com/�
http://www.onzeenergie.nl/�
http://www.energieondernemer.nl/2010/08/meterkast-toont-energieverbruik�
http://www.scribd.com/doc/30564400/Amsterdam-Smart-City-Geuzenveld-Project-Presentation�
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は携帯電話から遠隔操作することも可能だ。 
 同プロジェクトはオランダ最大のエネルギー会社であるヌオン(Nuon)とIBM（コンピュー

タ）、シスコ(ネット通信機器)が中心となって進めている。ヌオンがエネルギー管理システム

のソフトを開発し、IBMが高度なITシステムと保護されたネットワーク技術を利用して、家

庭とスマートエネルギーネットワークを繋いでいる。シスコは、高度な通信デバイスの整備

を行った。その他のプロジェクトのパートナー企業は、住宅組合、ファー・ウェスト (Far 
West)、 AIM、欧州家庭オートメーション協会（Home Automation Europe）、 のアムステ

ルダ地区トレーニングセンター、アムステルダム大学、およびリアンダーである。9

子の実証実験により、このようなシステムが一般家庭に導入可能となるかどうか確認でき

ると期待されている

 

10

 システムの整備は 2010 年 7 月に開始され、2010 年 12 月に終了した。総プロジェクト費

用は 167 万 3,053 ユーロと見積もられており、そのうち、EUの欧州地域開発基金から 64 万

6,532 ユーロ（総費用のうち 38.6%）、政府から 16 万 7,305 ユーロが補助された

。 

11

 
。 

d. エネルギー管理・ハーレム (Energy management Haarlem) 
 リアンダー とプラグワイズ (電力消費量計測装置)がハーレム地区で行っている実証実験。

250 世帯を対象に、エネルギー管理ツールを無料で提供している。グエーゼンヴェルドプロ

ジェクトと共に、実験結果が分析され、アムステルダムで一般に使用されるエネルギー管理

ツールを開発する際に利用される。同実験は 2010 年 6 月に開始され、2011 年 6 月に終了予

定である。12

 
 

② 持続可能な労働 (Sustainable working) 
 持続可能な労働とは、職場でのエネルギー消費について労働者の意識を高め、消費を減ら

すことを目標とする。具体的には、スマート・ビルディングやエネルギー消費に関するアド

バイス、スマートな労働や照明などが含まれる。現在、以下のようなプロジェクトを実施中

だ。 
 

• デ・グロエネ・ボックト(De Groene Bocht) 
• 伊東タワー(Ito Tower) 
• デ・バリエ(De Balie) 

                                                   
9 NUON, Smart Energy Homes”. www.nuon.com/press/press-releases/20090713/ 
10 Nuon, "Smart Energy Homes: The West Orange Initiative". 

www.ibm.com/smarterplanet/global/files/us__en_us__cities__kjartan_berlin_final_ibm_website.pdf 
11 Europedecentraal, "Provincie 

Noord-Holland".,www.europadecentraal.nl/menu/1040/Provincie_Noord_Holland.html,. 
12 Information from Amsterdam Smart City. www.amsterdamlivinglab.nl/download.phpid=176 

 Amsterdam Smart City, Newsletter  

,www.amsterdamsmartcity.nl/assets/media/Nieuwsbrief juni 2010 UK.pdf. 
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• ズイダス・ソーラー(Zuidas Solar) 
• 市役所建物のオンラインモニタリング(Online monitoring of municipal buildings)  

 
a. デ・グロエネ・ボックト (De Groene Bocht) 

クール・エンデバー(Cool Endeavour)は、オランダのベンチャーキャピタルで、低炭素技

術関連の投資に特化している。同プロジェクトは市から財政的な支援を受けていないが、

ASC の協力を受け、同社はグリーン・ベイ地区(Green Bay)において、2 つのグリーン・ビ

ル（環境に配慮した建物）を建築した。 
  そのひとつがデ・グロエネ・ボックトであり、持続可能な建物を作るのに最適な方法を用

いて建設された。同ビルは、LED 照明、再利用された木材、絶縁ガラス、ソーラーパネル、

EV 充電器が設置されている。最初のビルは 2010 年１月に完成し、次のビルは 2010 年 3 月

に完成した。 
同ビルに入居している企業は環境にやさしいビジネスを実施している企業が多く、ビルは

一般にも開放されている。どのように環境に配慮した建物を建築するかに関して、見学ツア

ーやプレゼンテーションが行われている 13

 
。 

b. 伊東タワー (Ito Tower) 
 伊東タワーは伊東豊雄氏によってデザインされ、2005 年に建築された大規模なオフィスビ

ルである。同プロジェクトおいては、エネルギー消費量を削減するためのスマート・ビル技

術が用いられている。ASCのパートナー企業であるアクセンチュアが同プロジェクトの主要

実施企業であり、同社はこのビル内にオフィスを構えている。他の参加企業・団体は、リア

ンダー、AIM 、 プラグワイズなどである。アクセンチュアがスマート・ビル技術導入のた

めの資金を提供している 14

「スマートな建物」では、照明、暖房、冷房、安全管理などについて常にエネルギー効率が

良いように調整される。ビルのエネルギー使用量を 15%から 20%削減し、年 4 万ユーロ相当

の光熱費が節約を目標としている

。 

15

 
。  

c. デ・バリエ (De Balie) 
 デ・バリエはアムステルダム市にある大きなアート・シアターがある建物である。リアン

ダーと協力して、建物内にエネルギー効率がよい技術やエネルギー削減可能な技術を導入し、

テストしている。同プログラムは、来場者に同市の省エネ対策を示すことができ、古く巨大

                                                   
13 Cool Endeavour’s website, coolendeavour.com および www.degroenebocht.nl 
14 ASC, Ito Tower. www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/ito_toren_240  

Accenture Provides Smart Building Technology. 

refiningandpetrochemicals.energy-business-review.com/news/accenture_provides_smart_electric_grid_

smart_meters_smartbuilding_technologies_and_evs_to_amsterdam_city_netherlands_090608. 
15 Accenture, ASC, ww.infrastructuresforecocities.com/wp-content/uploads/2010/01/Ivo-Wenzler.pdf, 

January 2010. 
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な建物においてどのようにエネルギー消費を削減するか、情報提供をする 16

 
。 

d. ゾイダス・ソーラー・チャレンジ (Zuidas Solar Challenge) 
 ネクスト・エナジーというNPO団体が行っているで、オランダでの再生可能エネルギーの

利用推進が目的。期間は 2010 年 12 月から 2011 年夏までの予定。ゾイダス地区の企業を対

象に 3,000 台のソーラーパネルを設置する。ネクスト・エナジーが、関心をもっている企業

に対して必要なアドバイスとトレーニングを実施する。同社が一括してソーラーパネルを購

入し、大量購入によってソーラーパネルの購入価格を下げることができる。すでに参加を表

明している企業は、ABN アムロ銀行、アクセンチュア、ビンクバンク (銀行) などである。

17

 
 

e. 市役所建物のオンラインモニタリング  
  (Online monitoring of municipal buildings) 

 アムステルダム市は市が保有するすべての建物について 2011 年中にエネルギーモニター

と管理ツールを配置する計画で、これによりエネルギー消費量コントロールの効率化を図る。

リアンダーがその情報をインターネットを通じて、公開する予定で、2011 年の終わり頃、初

公開の見込み。同プログラムの目標は市の建物からのCO2 排出量をゼロにすることだ 18

 
。 

③ 持続可能な運輸  (Sustainable Mobility) 
持続可能な運輸カテゴリーの目的は、運輸部門におけるエネルギー消費量削減である。例

えば、EV の導入、充電インフラの整備、新たな物流の仕組みを提示するなどのプロジェク

トが検討されている。2011 年 3 月時点で持続可能な運輸の分類に 2 つのプロジェクトが行

われている。 
 

• ワルストルーム(Walstroom) 
• モエット・ワット（Moet je Watt） 19

 
 

a. ワルストルーム (Walstoom)シップ・トゥ・グリッド (Ship to Grid) 
 アムステルダムの港は市内中心部近くに位置しており、川のクルーズや内陸への配送のた

めに利用されている。ディーゼルを動力にしている船からの二酸化炭素（CO2）を削減する

ため、港管理局は 73 台の再生可能エネルギー発電機と 154 台の電源を整備する。船がクリ

ーンなエネルギーを利用するようになることが目的である。港管理局は、同プロジェクトの

                                                   
16 ASC, De Balie. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/de_balie_175 

17 ASC, Zuidas Solar. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/zuidas_solar_281 Zudais Solar. 

http://zuidassolar.nl/ 
18 ASC, Municipal Buildings. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/gemeentelijke_gebouwen_304 

 
 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/de_balie_175�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/zuidas_solar_281%20Zudais%20Solar.�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/zuidas_solar_281%20Zudais%20Solar.�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/zuidas_solar_281%20Zudais%20Solar.�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/gemeentelijke_gebouwen_304�
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推進にあたって、リアンダー、AIM、Joulz(エネルギー関連プラント)からの協力を受けてい

る。 20

 
 

b. モエット・ワット (Moet je Watt) 
 リアンダーとニュー・モーション(充電機器)が 2010 年 12 月から実証しているスマートな

充電器の実証実験。自宅や会社でいかに効率的に EV を充電するかを研究。 
モエット・ワットはスマート・メーターを利用した充電に関するアムステルダム初の試みで

ある。端末が同士が互いに交信できるため、自動的に充電のプロセスが管理される。したが

って、EV を充電しながら、同時に家電製品を使うといったことが可能になり、規定以上の

電流が流れることがない。 
また、企業はEVを数車連続で充電できるようになる。将来的には、EVの一般プラグがこ

のモエット・ワットボックスに繋げられるようになる見込みである 21。現在使用されている

のは、メネケス(ドイツのプラグメーカー)のプラグである。22

 
 

④  持続可能なスペース 
持続可能なスペース・プロジェクトの目的は、アムステルダムが 2015 年までにカーボン・

ニュートラルな都市を実現することである。目的達成に向けて、以下の 5 つのプロジェクト

が実行中である。 
 

• サンスポット(SunSpot) 
• スマートな学校(Smart schools) 
• ネモ (Nemo) 
• 気候道路(Climate Street) 
• プール(Swimming Pools) 

 
a. サンスポット(SunSpot) 

サンスポット・プロジェクトは 2010 年 12 月に発表され、2011 年 3 月から設置を開始し

た。ソーラー式発電機を屋外の公共スペースに置き、そこから得られる電力で無線LAN（WiFi）
サービスを提供するという計画。再生可能エネルギーが日常生活で簡単に使用でき、かつ野

外でも働くこと 23ができるということを示すことにある。スポンサー企業がサンスポット施

設を設置し、PR活動に利用する。24

                                                   
20 ASC Ship to Grid. 

   

http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/walstroom_244 

21 ASC, December 2010 Newsletter. 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/assets/media/Nieuwsbrief%20december%202010%20UK.pdf 
22 New Motion. 

http://www.thenewmotion.com/2011/02/de-eerste-100-nissan-leafs-meer-dan-100-oplaadpunten-erbij/ 
23 文化的に外で働くことが健康的であるとされている。 

24 ASC, SunSpot. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/zonspot_311 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/walstroom_244�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/assets/media/Nieuwsbrief%20december%202010%20UK.pdf�
http://www.thenewmotion.com/2011/02/de-eerste-100-nissan-leafs-meer-dan-100-oplaadpunten-erbij/�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/zonspot_311�
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b. スマートな学校 (Smart Schools) 
2010 年の春に小学校 10 校において、10 週間のCO2 削減量を競い合った。10 週間後にど

の学校がもっとも削減できたかを比較した。リアンダーとDNOがダー・ブリンスクセム(Der 
Blinksem:子供対象のオンライン上のエネルギー節約サイト)上で、ツールを提供された。優

勝校はリアンダーから 1,500 ユーロの賞金を受け取り、子供たちの移動アミューズメント・

パーク(children’s fair)を開いた。25

 
 

c. ネモ (Nemo) 
ネモはオランダ最大の科学博物館。博物館の屋根を利用して、様々な再生可能エネルギー

発電システムをテストする。ASCがアドバイスや提言をし、ネモが費用を負担して、どのシ

ステムがもっとも優れているかを調べる。同プロジェクトの目的は、屋根に設置するタイプ

の発電システムで、何が最適な技術なのかを探ることにある。26

 
 

d. 気候道路 (Climate Street) 
 気候道路は、自主的な省エネの取り組みで、2004 年にユトレヒトで開始された。同地区は

人気の買い物地区であり、同地区の 45 店主が省エネ対策を実費で実施することに合意した。

当初の参加者 45 名であったが、参加者が同プロジェクトを積極的に推進し、現在では 90 名

の参加者がいる。また、市も同地区の公共スペースにおける省エネシステム導入に投資して

いる。 
 
これまで行われた活動は以下の通りである。 

• 企業オーナー 
o エネルギー使用量の調査を行い、どの分野がエネルギー節約の可能性がある

か探る。 
o スマート・メーターを導入する。 
o メーター表示に基づいて、エネルギー使用に関する対応策を参加者同士で提

案する。 
o 使っていない家電や電気を自動で消す機能をもったスマート・プラグを整備

する。 
• 公共スペース 

o エネルギー効率のよい道路照明を整備する。 
o トラム乗り場の電気にソーラー発電を利用する。 
o ソーラー発電を利用したごみ圧縮を導入し、ごみ箱を取替えを 1 日 5 回分減

らす。 
o 清掃車が掃除用水を補給するため移動しなくてもいいように、逆浸透分離を

利用して、その回数を減らす。 

                                                   
25 ASC, Smart Schools. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/scholen_319 

26 ASC, Nemo. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/nemo_197 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/scholen_319�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/nemo_197�
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• ロジスティックス 
o ごみの回収の委託先として EV を利用している業者を利用する。 
o 企業をクラスターごとに分け、輸送回数を削減する。27

 
 

具体例としては、コンサート(Concerto)の事例が挙げられる。同社は 1955 年より大規模な

音楽販売店をユトレヒトに構えており、現在では 5 店舗を保有している。同社は、プロジェ

クト初期から参加し、LED照明に変更するなどのエネルギー節約対策に 2,149 ユーロの費用

を費やし、年間 758 ユーロが節約できたため、2.8 年で投資を回収した。28

 
 

e. プール Swimming Pools 
2010 年 12 月に計画が発表され、一般プールのエネルギー削減方法を検討する。 

目標は 15%から 30%のエネルギー消費量の削減で、Heatsavrの特別な断熱プールカバーや

LED照明を利用する予定である。2011 年に開始される見込みである。29

 
 

2. アムステルダム・エレクトリック計画  
  

アムステルダム市は、よりよい環境の実現に向けて、効果的な温暖化対策を導入し、アム

ステルダムを国際ビジネスの中心地としての魅力を高めたいと考えている。健康で、住みや

すく、持続可能な都市を実現するためには、EV導入が不可欠であるとの考えから、同市は「ア

ムステルダム・エレクトリック計画(Amsterdam Electric)」30

  

を発表し、Eモビリティ政策を

進めている。本節では 2010 年に発表された同計画について詳しく説明する。 

(1) プロジェクト概要 
同計画はアムステルダム市におけるEモビリティ政策のあり方を明記している。個人交通、

公共交通、住民・企業・観光客による物品の輸送に関して、2009 年から 2011 年にわたって

実施される短期的な施策を詳細に説明している。また、2015 年までの将来への明確なビジョ

ン（一部は 2020 年まで）を提示している。同計画は進展状況を考慮した上で、必要であれ

ば実施内容が変更・追加される。 
短期的な目的は、充電ポイントのインフラ整備を行うことと、電気による輸送の実現可能

性を実際に示すことにある。EV自動車の利用者（個人および企業）を対象に、様々なプロジ

ェクトや活動が実施されている。これらの施策がアムステルダムにおける「電気を動力源と

                                                   
27 ASC Climate Street. http://www.amsterdamsmartcity.nl/#/en/klimaatstraat_252 

28 City of Amsterdam, Concerto Audio. 

http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/mkb_energieloket/ondernemers-woord/c

oncerto-audio/ 
29 ASC, December 2010 Newsletter. 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/assets/media/Nieuwsbrief%20december%202010%20UK.pdf 
30 http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/publish/pages/254652/actionplanamsterdamelectric.pdf 

http://www.amsterdamsmartcity.nl/%23/en/klimaatstraat_252�
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/mkb_energieloket/ondernemers-woord/concerto-audio/�
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/gebouwde_omgeving/mkb_energieloket/ondernemers-woord/concerto-audio/�
http://www.amsterdamsmartcity.nl/assets/media/Nieuwsbrief%20december%202010%20UK.pdf�
http://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/publish/pages/254652/actionplanamsterdamelectric.pdf�
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する輸送機関による輸送（以下エレクトリック輸送と記述）」推進への突破口になることが期

待されており、市内の充電ポイントの充実に伴い、EVの利用台数 31

 

が増加することが期待

されている。 

(2) 実施の背景  
 従来型の自動車の利用は、微粒子物質(PM10)や二酸化窒素(NO2)の形で、空気汚染を引き

起こしている。そのため、同市は、EV の導入を強力に推し進め、汚染物質を排出しない交

通システムを構築することによって、統合的に対応しようとしている。同計画は、既に実行

中の大気環境アクションプラン(Action Plan for Air Quality)における対策をさらに強化す

るもので、市全体が同計画に積極的に取り組んでおり、民間のパートナー企業と密な協力体

制にある。  
同計画における EV 導入推進の背景には、EV の導入の容易さと性能の良さがある。EV 自

動車は比較的早く導入が可能で、大気環境を改善し始めるまで数ヵ月しかかからない。また、

EV の走行距離と信頼性が改善されてきているため、EV は人気が出てきており、需要に伴い

販売価格も下がると見込まれている。同計画は、最終的な目的として、環境を大幅に改善し、

同市のビジネスの中心地としての魅力を高め、先進的な企業をひきつけ、アムステルダム経

済の刺激剤になることを掲げている。 
 
(3) 2009 年から 2011 年までのプログラムの目標 
・最低 200 ヵ所の充電ポイントの設置 
・EV 用駐車スペースの確保 
・最低 200 台の EV の導入 
・EV を利用したカー・シェアリング制度の導入 
・電気駆動の車両による物品の輸送 
・電気スクーターの導入 
・電気輸送に関する人材育成のための「見習い学校」設立のための実行計画の立案 
・電気水上輸送を支援 
 
(4) 2009 年から 2011 年までの実施中のプログラムの詳細 
 2009 年から 2011 年にかけて、様々なプロジェクトや活動が行われ、EV の導入や充電ポ

イントのインフラ整備などが進められている。民間企業との連携が当プロジェクトの成功に

必要不可欠であるため、E モビリティ プロジェクト・グループがこれらのプロジェクトをコ

ーディネートする役割を担い、市当局、各地区や市の担当省が政策実行の責任を担う。 
 
①インフラ整備に関するプログラム 
 アムステルダム市は、一般道路、公共駐車場、パーク・アンド・ライド地点、カー・シェ

アリングの車両保管場所、市役所付近において充電ポイントを整備する予定である。また、

                                                   
31  ここでの利用台数とは、一般的な日常の利用台数を指している。 
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急速充電器の実証実験も予定されており、水上船舶やコンテナー倉庫付近にも充電器を設置

する予定である。将来的には、アムステルダムは公共、半公共、個人の充電器のネットワー

クができ、統一された市内全土を網羅する充電ネットワークが設置されることになる。EV
利用者はどこでも充電できるようになり、支払いシステムも利用しやすい形態になる。いく

つかの充電ポイントは一般道路上に高度な「ステーション」を持ち、他の充電ポイントは壁

に設置された単純な箱に一般的な電源をもつことになる。これらの充電ポイントは見やすく

マークが張られ、識別しやすいようにする。 
 
a. 公有地における充電ポイントの整備  
 最初の 40 ヵ所の充電ポイントは、2009 年にアムステルダムの中心部に設置された。対象

車両は電気スクーター、電気自転車、EV、電気バンである。これらの充電ポイントは、ロッ

クが掛かる仕組みで安全であり、ユーザーに優しい。同実験は市当局と各地区との連携を通

して行われ、2009 年の 4 月より開始され、2 年にわたって実施される。充電ポイントの整備

は、「エレクトリック輸送」の認知度を高めるのに有効な手段である。短期的なインセンティ

ブとして、実験期間の 2 年間、利用者は無料で充電器を利用できる。この実験期間を通して

得られた知見を生かして、この充電ネットワークは市内全体をカバーするインフラネットワ

ークへと拡張される。 
 
b. 市の駐車場における充電ポイント 
 2009 年、アムステルダム市は EV を数台購入し、社用者として利用を始めており、様々な

区や市の部署が、EV の購入を始めている。すべての市役所建物の駐車場は、専用の充電ポ

イントを設置している。一般用の充電器とは異なり、市の駐車場で利用されているのは、230V
電源が入った単純な箱のようなものである。このような最初の 40 ヵ所充電ポイントは 2009
年に設置されている。 
 
c. パーク・アンド・ライド地点における充電ポイント 

「健康的な都市への正しい道計画(Voorrang voor een Gezonde Stad)」の一部として提案

されており、パーク・アンド・ライド地点において、充電器を利用できる場所を増やし

ている。少なくとも 2 台分の駐車スペースを EV 用に割り当て、それぞれ充電器を設置

する。アムステルダム市が、充電器の整備費用と利用者の駐車料を負担している。最初

の 10 ヵ所の充電ポイントは 2009 年の 10 月から 12 月にかけて整備された。 
 
d. 室内型の駐車場  
 アムステルダムにあるすべての室内型駐車場は、少なくとも 2 ヵ所充電ポイントを備えて

いる。充電ポイント傍の駐車スペースが EV 専用にされるという条件で、E モビリティ・プ

ロジェクト・グループが整備費用を負担する。第一段階として、2009 年の 10 月から 12 月

にかけて、約 50 ヵ所の充電スポットが整備された。  
 
e. カー・シェアリングの駐車区画 
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 EV 用の充電ポイントを備えたカー・シェアリング用車両の駐車区画が 20 ヵ所整備されて

おり、“Citycar"プロジェクトと名付けられ、2010 年初めに開始された。カー・シェアリン

グ事業者のグリーンホイールズ（Greenwheels）とエネルギー供給業者のエセント（Essent）
と共同で実施されている。 
 
f. 急速充電ポイントの実証実験 

利用者の安全を考慮し、私有地内で実験が実施されており、380V の急速充電ポイントが

市内に 2 ヵ所設置されている。ひとつは、アムステルダム食品センター（Food Center 
Amsterdam）で、市内西部の配送ハブになっているセンターである。もう一ヵ所はアムステ

ルダム北区（Amsterdam-Noord）である。 
利用するには、特別なケーブルとプラグを必要とするが、次世代の技術となる可能性を秘め

ているため期待がかかっている。充電時間を短縮できることができれば、大規模な EV 導入

への障害のひとつが取り除かれることになる。  
 
g. 船舶のための充電ポイント 

2009 年から 2011 年にかけて、40 ヶ所の充電ポイントが水路沿いに整備される。整備箇所

は徐々に増やされる予定である。これらの充電ポイントは電気駆動の娯楽船用に整備されて

いる。 
 

h. 物品配送倉庫 
市内において、2 ヵ所以上の物品配送倉庫が 2010 年の 4 月から 6 月にかけて整備される。

従来型の輸送機器を利用している業者が、アムステルダム食品センター（Food Center 
Amsterdam）などの配送ハブを利用して、市内の配送において EV を利用できる。 

市内の配送用に EV を配備することで、運河を利用した水上運送も可能になる。配送業者

はこの市場の隙間に気がついており、一般的な輸送車では配送できなかった地区にも届ける

ことができるようになるため、EV やボートの購入に前向きである。 
 
②EV 配備に関するプログラム 

アムステルダム市と民間企業は共同で「エレクトリック輸送」を市の道路上において完全

に目に見えるような形で普及をすすめたい考えである。そのため、アムステルダム市は、電

気駆動による水上運送の推進している。 
 
a. 民間企業との連携  

アムステルダム市は民間企業と協力して、「エレクトリック輸送」の推進を進めている。市

当局は、2008 年から 4 年かけて化石燃料を使う輸送機器への依存を 10％減らすという目標

を掲げ、2008 年に複数の企業と EV の導入について提携することで合意した。企業は EV の

導入を進めており、E モビリティに関するアムステルダム市のビジョンを広めるのに大きな

役割を担っている。 
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b. タクシー事業者 
 アムステルダム市と協力して、タクシー会社の TCA は EV タクシーを導入している。最

初の 30 台が 2009 年に導入されており、さらに 20 台が 2010 年に導入され、主に市内の短

距離の移動に使われている。さらに長距離の移動を稼動にするために、2 つのエンジンを積

んだ EV が利用され、車体利用中にもう一つのバッテリーが充電されるようになる。 
 
c. 配送業者 

配送業者によって使用されているバンが 2015 年までにすべて EV に買い換えられるよう

に義務付ける施策が行われている。企業は、プレミアムという形で金銭的な補助を受ける。

アムステルダム市は２つの主要配送業界団体および倉庫業界団体と合意しており、50 台の

EV の利用を含む実証実験が 2009 年から 2011 年にかけて実施される。 
 
d. ファーストフード配送 

市内のデリバリーサービスは、旧来式のスクーターを利用しており、エネルギー消費は相

当なものである。配送車両を電気スクーターに変更すれば大気環境が改善され、エレクトリ

ック運送の実現可能性を示すことができる。 
プロジェクト・グループは、対応策を検討し、電気スクーターの購入補助金が妥当である

との結論に至った。2009 年 10 月より、電気スクーターへの補助金制度が開始されている。 
 
e. パーク・アンド・ライド地点からの乗り継ぎ 

アムステルダムへの訪問者は、市内のパーク・アンド・ライド地点まで車で来て、トラム

やメトロなどのクリーンな移動手段を利用して市内中心部までの旅程を続けることができる。

この意味においては、パーク・アンド・ライド地点からの移動は既に完全に電気化されてい

る。 
鉄道会社の NS と連携して、電気スクーターや EV を短時間、貸し出しするなどの取り組

みも開始している。2009 年には、まず、第一段階として 20 台の EV が導入され、一部のパ

ーク・アンド・ライド地点（Bos en Lommerplein や Stadionplein など）において制度が開

始されている。アムステルダム市は初期の実証実験を支援しており、その後の運営費に関し

ても補助を行っている。 
 
f. 市役所各部門が最低 1 台の EV を保有 
 2009 年末から 2011 年末までに、市の社用車に 30 台の EV が導入することを発表してい

る。将来的には、市役所各部署や各地区が少なくとも一台の EV を保有することを目標に掲

げている。車両は購入もしくはリースされ、利用状況によって経済的に最も妥当な選択肢が

選択される。従来車と EV の価格差は、E モビリティ プロジェクト・グループの予算より拠

出される。 
 
g. 公共交通 
 電気駆動の公共交通は、アムステルダムにおいて、メトロやトラム、電車の形ですでに定
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着している。電気バスへの移行が検討されており、Stop & Go サービス（市内中心部の決ま

ったルートを通るミニバス）の導入が当面の検討課題とされている。 
 
③経済的な機会を提供するプログラム、「見習い学校」の設置 
 市内における「エレクトリック輸送」 の導入と充電インフラ整備は、アムステルダムに重

要な経済推進力を与える。ビジネス中心地としての魅力を高め、革新的な企業を誘致できる

のではないかと考えられている。 
 E モビリティに関心のある企業をアムステルダムにひきつけるには、きちんと技能や知識

を身につけた人材の育成が必要とされている。そこで、「見習い学校」の設置が検討され、商

業活動と地域の教育制度が結びつくような施策が検討されている。 
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Ⅱ ポルトガル 

1. 概要 
 

 ポルトガルは、2000 年代の風力発電の普及により、再生可能エネルギーの利用率におい

て欧州のリーダー的存在となった。。同国の電力供給の 45% は、再生可能エネルギーによ

るもので、その大半は水力発電及び風力発電によるものである。風力発電容量は 2004 年か

ら 2009 年までの期間に、537MWから 3,193 MW に増加した。32同国のヴィアナ・ド・カ

ステル (Viana do Castelo)地方にあるAlto Minho Wind Farm（アルトミーニョ風力発電農

場）は欧州で最大級の風力発電施設で、120 機のタービン（設備容量 240 MW）を備え、

年間 530 GWhの電力供給が可能である。加えて、欧州内で日射量が非常に高いポルトガル

は Moura（モウラ）地方に設備容量 45.8MW、年間発電量 93GWhの世界最大の太陽光発

電所を建設中だ。同発電所の運営により、89 万トンの二酸化炭素排出量の削減が可能とな

る。33

 

 

 ポルトガルは、エレクトリック･モビリティの分野においてリーダー的存在になることを

目指している。そのために全国エレクトリック・モビリティネットワークの名のもと、現

在、EV充電ネットワークの建設を進めている。その主要目的は、持続可能なモビリティの

確立に必要たされる新たなエネルギーモデルの適用に結びつく、経済的、技術的な機会を

創造することである。このような動きは法令にも支えられている。例えば、2010 年制定の

法令 (DL n. º 39/2010) により、新築あるいは改築される全建物駐車場に、EV 電池の充電

のためのスタンドまたは充電用ソケットを設置しなければならない。34

 

この新法令は、ポル

トガルのEV 推進化の意気込みを示すものである。 

 

                                                   
32インテル社 Luis Reis 氏による口頭発表。「‘モビイ - Portuguese Electric Mobility Model’ Electric 

Vehicles Conference & Bilateral Meetings organized by UK Trade and Investment Agency, Lisbon, 18 

March 2010」,http://www.ukti.gov.uk/uktihome/news/106441.html より入手可能。 

33モビイ,「Mobilidade Elétrica」http://www.mobie.pt/pt/mobilidade-electrica より入手可能。 

34「モビイ, O Carregamento」http://www.mobie.pt/pt/o-carregamento より入手可能。 

http://www.ukti.gov.uk/uktihome/news/106441.html�
http://www.mobie.pt/pt/mobilidade-electrica�
http://www.mobie.pt/pt/o-carregamento�
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2. モビイ(MOBI.E)プログラム： 
全国エレクトリック・モビリティネットワーク 35

 

 

(1) 目的 

モビイプログラムは、全国充電ネットワーク建設の要であり、そのテーマに関する様々

なイニシアティブを支援するものである。モビイの主要目的は、全国利用可能、全車種に

対応、そして全ドライバーが利用できる、使用者主導型の充電ネットワークを確立するこ

とである。加えて、エネルギー効率の改善がプログラムのもう一つの主な目的となってい

る。モビイプログラムの特徴の一部である、｢自動車のリニューアル｣、 ｢都市型モビリテ

ィ｣及び ｢交通におけるエネルギー効率システム｣｣はエネルギー効率のための国家アクシ

ョンプランの一部となっている。同プログラムの最終目的は、エンジニアにおける能力育

成及び技術革新、電池とコンポーネントの生産、そしてエネルギーインフラストラクチャ

ーである。36

 

 

(2) 特徴 

モビイでは、現在試験的エレクトリック・モビリティネットワークを 25 都市で展開して

いる。ネットワークの設計は、ポルトガルの革新的シンクタンクである インテル(INTEL)

が行った。一方、電力供給は、ポルトガルでも有数の電力会社 EDP が担っている。この試

験的ネットワークは、現在、同国の何本かの主要高速道路を包含しており、2012 年までに

は完全なネットワークの確立を目標としている。 

• 試験的ネットワークにおいて次の目標が掲げられている。2011 年中盤までに 1,300 

箇所の普通充電設備及び、50 ヵ所の急速充電設備を公共道路に設置する。急速充

電施設は、緊急充電確保を目的とする戦略的地域での設置と同様に、25 都市を結ぶ

高速道路に優先的に設置する。 

• モビイモデルの実施、試験、検証。 

• 個人及び集団のモビリティのより合理的利用促進のために、各市民・機関の環境問

                                                   
35「モビイ」http://www.mobie.pt より入手可能。 

36「Renewabes PT, Transportes」 

http://www.renewable.pt/en/Able/Pages/Transportes.aspx より入手可能。 

 

http://www.mobie.pt/�
http://www.renewable.pt/en/Able/Pages/Transportes.aspx�
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題に対する意識を高める。 

• EV の大衆化に対する基本条件を整備する。 

• モビイモデル及び充電システムへの国際的取り組みを通じて、エレクトリック・モ

ビリティの国際的先行例として、ポルトガルの国際的地位向上を図る。 

• エレクトリック・モビリティ・システムのプログラム開発、生産、検査、及び、企

業及び関係機関の連携体制の整備に関連して投資、雇用、及び経済活動の促進。 

• モビイシステムに融合されたプログラムの幅と奥行きを深めるため、政府設置の充

電設備に加え、様々な民間事業者も、商業センター、ホテル、空港またはサービス

エリアなど一般公共施設の駐車場等で利用可能な充電設備を設置することができる。 

 

表 1 ： モビイプロジェクトのコンポーネント 

レモビ

(REMOBI) 

• モビイプロジェクトのための R&D 活動を援助する科学及び技術者

のネットワーク 

モビリティ・

インテリジェ

ンス・センタ

ー(Mobility 

Intelligence 

Centre：

MOBI) 

• エレクトリック・モビリティに関する技術的ソリューションの検査、

実践、統合を推進する機関 

• モビイの管理部門のための運営サポートセンター 

• スマート充電及び、スマートグリッドソリューションのための R&D  

モビカー

(MOBICAR) 

プログラム 

• 新モビリティ及び、異なるエレクトリック・モビリティ・プラットフ

ォームに対応できるエネルギー情報システム要件のための主要モジ

ュールの開発、検査、及び検証。 
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充電システム • 標準充電: 6 ～ 8 時間の充電 (最高の普及率：一般家庭及び、EV の

日常使用。) 

• 急速充電: 20 ～30 分の充電 (長距離車両専用) 

• 古い建物の駐車場においても、法的、技術的条件が揃っている場合は

充電ソケットを整備する。 

• モビイネットワークは、一般家庭で使用されるものとは異なる特殊ソ

ケットを必要とする充電システムモード 3 を使用。自動車以外の場

合は、 モード 3 に適合する充電システムであれば、試験的ネットワ

ークを利用して充電が可能である。 

• モビイの第 2 段階では、モード 1 のみで充電可能な車種への EV 充

電設備の導入を図る。 

その他の目標 • 中央政府の車両更新期間中に EV の年間購入数を 20%増加。 

• エレクトリック・モビリティ管理システムのための R&D と検査のプ

ラットフォームを作成すること。 

• 新建築物は全て駐車場に EV 充電設備を設置すること。 

 

(3) 予定 

モビイの試験的期間では、2010 年までに 300 ヵ所、そして 2011 年までに 1,350 ヵ所の

充電設備設置を予定している。この試験段階は、2012 年末の完成を目指している。それま

でに、試験的運用は、徐々に商業的運用へと移行される。この意味で、2011 年前半期まで

は、民間施設ではそのインフラの費用補填を目的に有料とする場合もあるが、設備利用費

そして電気代金のいずれも基本的に無料である。2011 年 7 月から試験的運用期間終了まで

は、充電モビリティ事業者(Electric Mobility Electricity Traders：CEME)は、市場価格に

より電気代を有料とすることができる。 

 

(4) 参加者 

• モビイの運営は、経済技術革新庁の管轄にある｢ポルトガルエレクトリック・モビ

リティのためのオフィス(Office for Electric Mobility in Portugal：GAMEP) の

援助によるものである。プログラムの主要関係者は次のように区分することがで

きる。管理者:  プログラムの実施を担い、エネルギー(電気)のフロー、財務そし

て運営者、事業者、ユーザー間の関係、システムの競争などの技術面に関する管
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理を行う。 

• 運営者: 充電施設の設置、運営、点検及びメンテナンスを行う。 

• 事業者: EV ユーザーに対して電力供給を行う。 

 

ユーザーは、エレクトリック・モビリティ事業者(CEME)を自由に選択することが可能で

あり、事業者は、モビイネットワークのどの充電施設でも使用可能なモビイカードを配給

する。全事業者は、管理面で、所有権を持つことが認められている。 

 

• 現時点におけるモビイプログラムのパートナー企業は次の通りである。研究及び技

術革新:  

o インテル- ポルトガルの革新的シンクタンクであり、モビイプログラムの設

計、実施を担う。 

o レネーリビング(Rener Living )研究所 - 新技術開発のための検査及び検証。 

• コミュニケーション: ファイトグラビティー(Fight Gravity)  

• エネルギー: EDP イノベーション-  モビイの統合モデルの設計に協力、またプロ

ジェクトのプロモーター、潜在的クライアントでもある。 

• 技術: 

o ノバベース(Novabase) – 財務及びエネルギーフローに関する統合的管理、

及び請求書作成など担当。 

o クリティカル・ソフトウェア(Critical Software) –  モビイの管理システム

と充電施設を統合する枠組みを担当。 

o マグナム・キャップ(Magnum Cap) – 急速充電ソリューションの開発を担

当。 

 

(5) インセンティブ 

ポルトガル政府は、 EV 使用奨励及びモビイプログラムの普及を目的とし、複数のイン

センティブを提供している。EDP 社は、試験的段階での初期導入期間には完全な電気自動

車の利用者に 6 ヵ月間の無料電力給付を可能とする中心的役割を果たしている。 

 EV 購入に関るインセンティブに関しては、2010 年以降、最初の 5 千台までの EV の購

入者は、購入にあたり 5,000 ユーロ受けとることができるという条例(DL39/2010)が制定さ

れている。この補助金は、購入者が内燃機関車を EV に買い換える際には 6,500 ユーロに引
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き上げられることもある。次の EV モデルは、このインセンティブ制度対象車両として認

定されている。 

フォーツーカブリオ電気駆動車（Fortwo Cabrio Electric Drive） – スマート（SMART/ 451 

EV 型）; フルエンス Z.E(Fluence Z.E.) – ルノー（Renaut/ LZ）; 三菱アイ・ミーヴ

（Mitsubishi I-Miev） – 三菱（Mitsubishi/HAO）; 日産リーフ（Nissan Leaf） – Nissan/ 

ZEO; C-Zero – シトロエン（Citrone/ 1）; Ion – プジョー（PEUgeot/1）; E-Cell – メルセ

デス・ベンツ（Mercedez-Benz） 169 EV 型 

 さらに、認定 EV は、自動車税(Vehicle Tax：ISV) 及び年間の流通税(circulation tax：

IUC)の支払いを免除される。自家用乗用車及びハイブリッド車に対する自動車税は、その

車両の CO2 排出量により、5%から 10% の課税徴収となる。企業に対する財務補助に関し

ては、EV の購入は法人利益に対する税の 50%控除の対象となる。さらに、EV は、原価償

却上、有利となる場合がある。最後に、政府は、モビイ試験都市における EV 優先駐車枠の

設置と共に、渋滞道路における EV の優先通行に努めている。 

 

3.  エヴォラ(Évora)市におけるEDPの試験的プロジェクト 37

 

 

(1) 目的 

EDP は、モビイプログラムによりつくられたプラットフォームを利用して、モビイの試

験的実施に参加している 25 都市の一つであるエヴォラ市において自らのスマート・グリッ

ドの試験的プロジェクトを開始した。同プロジェクトはイノブシティ(InovCity)と呼ばれ、 

EDP がエヴォラ市の需要家の一部にスマート・グリッド製品及びそのサービスを提供した

ことにより市内にスマートグリッドネットワークを立ち上げた2010年 4月に着手されたも

のである。その主要目的は、電気製品及びその配給におけるスマート・グリッド技術の一

般大衆に対する浸透効果を測るためである。 

 

(2) 特徴 

EDP は、イノバシティをポルトガルの他の都市にも徐々に拡大したいと考えている。 

エヴォラ市は、同プロジェクトが着手された 2010 年に、電子化百年祭を迎え、世界遺産登

                                                   
37 EDP News,「EDP lança conceito InovCity em Évora’, 2010」

http://www.edp.pt/pt/media/noticias/2010/Pages/EDPlancaconceitoinovCityemEvora.aspx より入手可

能。 

http://www.edp.pt/pt/media/noticias/2010/Pages/EDPlancaconceitoinovCityemEvora.aspx�
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録を受けたことから象徴的に選ばれた。  同市は、リスボンから約 130 キロメートル西に

ある人口 5 万 4,000 人の都市区域と郊外区域の両域を併せもつ都市である。38

 この試験的プロジェクトは、一般家電及びEVの両面においてスマート・グリッド技術の

統合を可能とするものである。一般世帯では、エネルギーボックス(Energy Box：スマート・

グリッド端末)が電力消費メーターの代わりを担い、エヴォラ市の需要家の一般家庭用電力

をスマート・グリッドに接続することが可能である。ネットワークは、EV に充電するとと

もにEVから電力を取り出すことも可能である。つまり、電力費用が低価格の場合にグリッ

ドから電力供給し、反対に、必要に応じて消費者の利益となる場合には電力供給を行うこ

とができる。スマート・グリッドはエネルギー消費量を随時確認することが可能なため、

EV 充電に対する家庭電力消費量の比率を算出することが可能となる。

エヴォラプロ

ジェクトは市内にスマートグリッドネットワークを展開することによりEV使用の援助と、

推進を助長しようとしている。EDPは、政府のモビイプログラムの主要パートナーであり、

EV 充電設備のネットワーク作りを通してEV使用を奨励している。 

39

 同プロジェクトは、各世帯に、新製品、341 DTC型のエネルギーボックス約 30,000 個の

設置とサービス提供を行い、コミュニティ参加を推進するものである。 EDP社が、顧客に

提供する製品及びサービスは次の通りである。すなわち、モビイ充電ネットワークへのア

クセス、LED電池使用の公共照明装置、ネットワークの自動化、一般家庭での消費電力表

示、 PC-PDA 接続等である。EDP配電(EDP Distribution)の役員、ミゲル・スティルウェ

ル・ダンドラド(Miguel Stilwell d’Andrade)氏によれば、エヴォラ市のネットワーク利用者

の電力消費量は、試験的プロジェクト開始から 2 日以内に 20% 軽減されたとの事である。

 

40

 

 

(3) 参加者 

                                                   
38 EDP Distribution 社の Miguel Stilwell d’Andrade 氏による口頭発表。 from EDP Distribution, 

「Smart cities, Future Cities – As redes inteligentes como resposta aos novos desafios energéticos’, at 

the Energy for Smart Cities Conference, November 16 2010, Cascais,」

http://www.energy4smartcities.org/main_e4sc.html より入手可能。 

39InovCity, http://www.inovcity.pt/en/Pages/mobilidade-electrica.aspx より入手可能。 

40 EDP Distribution社のMiguel Stilwell d’Andrade氏によるプレゼンテーション。「Smart cities, Future 

Cities – As redes inteligentes como resposta aos novos desafios energéticos’, at the Energy for Smart 

Cities Conference, November 16 2010, Cascais」http://www.energy4smartcities.org/main_e4sc.html よ

り入手可能。 

http://www.energy4smartcities.org/main_e4sc.html�
http://www.inovcity.pt/en/Pages/mobilidade-electrica.aspx�
http://www.energy4smartcities.org/main_e4sc.html�
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EDP 配電社が、プロジェクトの責任者であり、製品の生産、技術革新において国規模 

のパートナーの支援を受けている。すなわち、 EDP イノベーション、ポルトガルの技術

管理会社であるロジカ(Lógica)、教育・科学的研究製品、及び技術コンサルティングを行う

非政府組織であるコンピュータ技術システム研究所(Institute of Computer Engineering 

Systems：Inesc Porto)の支社、。電気・電子装置の分野でポルトガル国内最大企業であるエ

ファセス(Efacec)そしてエネルギー測定製品及びそのシステムを専門とするポルトガル企

業、ジャンス(Janz) がパートナーとなっている。 

 

4. Gulliver(ガリバー): 交通プログラムにおける電気ミニバス 41

 

 

(1) 目的 

 公共交通プログラムの電気ミニバスプロジェクトは2002年にポルトガル電気自動車協会

(Portuguese Electric Vehicle Association：APVE) のコーディネーションで、その試験が

開始された。これは、市町村における交通システムにおいて電気ミニバスを採用したプロ

ジェクトであり、EV 使用を促進することを意図したものである。まずポルトガルの市町村

及び交通事業者は、ポルトガル電気自動車協会より 2 台の｢ガリバー（Gulliver）｣を発注し

た。ガリバーは、イタリアのテクノバス（Tecnobus）製作のハイブリッド型電気ミニバス

である。2003 年の試験的運用期間終了後より、公共交通プログラムとして電気ミニバスの

導入を希望する都市は逐次ガリバーを購入している。 

 

(2) 特徴 

ポルトガルの 25 都市で展開されているミニバス試験プログラムでは、ガリバー車が 3

週間使用され、その走行性の観察と評価がされた。このプログラムの試験的段階はかなり

の成功を収め、いくつかの都市が車両購入に興味を示した。結果として、ポルトガル電気

自動車協会は、興味を示した都市での設置計画を請け負うこととなった。2010 年 7 月現在

アルマダ(Almada)市がバス 2 台を購入し、ポルトガル国内では 7 都市で 20 台のミニバス

の発注があった。これにより、ポルトガルは、イタリアに続き電気ミニバスの所有率が 2

                                                   
41「Portuguese Electric Vehicle Association (APVE), Gulliver Demonstrações - Regras de Utilização, 

October 2002-March 2003」

http://www.apve.pt/upload/conteudo_index/bus/docs/demogulliver_regrasutiliz.pdf より入手可能。 

http://www.apve.pt/upload/conteudo_index/bus/docs/demogulliver_regrasutiliz.pdf�
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番目に多い国となった。42

ミニバスとしてガリバーを選択した理由として、メンテナンスが低価格であること、そ

してその車体サイズが都市部での運用に適していることが挙げられた。ガリバーは、最高

時速 33km/h に達することが可能であり、全長 5.03 メートル及び幅 2.03 メートル、収容

人員 22 名、立席 8 名である。バスの電気モーターは、都市部での 4 ～ 5 時間の航続距離

運行を可能とする電池充電システムによるものである。この走行時間後に 15 分以内に電池

交換が可能である。 APVE は、補助電池及び充電器を配給している。ガリバーは、イタリ

ア (20 都市以上)、フランス(ボルドー地方)、英国 (リバプール市及びブリストル市) 及び

スペイン (バレンシア地方)でも利用されている。 

 

 

(3) 参加者 

ポルトガル電気自動車協会は、公共交通機関における電気ミニバス使用を奨励、実施し

た。一方、内陸交通のコーディネーションを担うモビリティ内陸交通局(Institute of 

Mobility and Terrestrial Transport：IMTT)は、プログラムの促進及び資金面を担当した。 

 プロジェクトに興味を示した都市の担当部署は、ガリバー車の購入を希望しており、ポ

ルトガル電気自動車協会は、各都市での設置プログラムの協力体制を整備している。プロ

グラム設置に関しては、各市町村の車両として使用されるため、各市町村の事業者の協力

も必要となる。各都市の地域パートナーがミニバスの運行ルート・停車場所を決定し、IT

サポートを提供することになる。 

 

5. モビ 2 グリッド(MOBI2GRID)プロジェクト:  
ポルト市・ヴィーゴ市間のエレクトリック・モビリティ回廊 

 

(1) 目的 

モビ 2 グリッドプロジェクトは、ポルトガル北部のポルト市とスペインのガリシア地方

にあるヴィーゴ市間を繋ぐエレクトリック・モビリティ回廊建設推進を図るものである。

この回廊はA3 高速道路沿いに建設され、両地域を結ぶ予定である。同プロジェクトは、ポ

ルトガルの自動車産業技術革新センター(Centre for Excellence and Innovation in the 

Automobile Industry：CEEIA) とスペインのガリシア自動車技術センター(Galician 

                                                   
42Portuguese Electric Vehicle Association (APVE)「Mini-Bus eléctricos em Almada’, July 2010」

http://www.apve.pt/content01.asp?treeID=01&categoriaID=undefined&newsID=730 より入手可能。 

http://www.apve.pt/content01.asp?treeID=01&categoriaID=undefined&newsID=730�
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Automotive Technology Centre：CTAG)の協力体制を基で実施されている。モビ 2 グリッ

ドプロジェクトは、欧州初の 2 国間にわたる 2 つの地域を結ぶエレクトリックモビリティ

リンクの建設となる。さらに、同プロジェクトは、ポルトガルのモビイプログラムの国際

化の第一歩との見方もあり、エレクトリック・モビリティ分野におけるポルトガルの国際

的リーダーとしての戦略構想とも考えられている。43

 

 

(2) 特徴 

ポルト市及びヴィーゴ市間の越境回廊は、基本的にモビイプログラムの一部である。 A3

高速道路沿いに 8ヵ所(両方向にそれぞれ 4ヵ所ずつ)の充電ステーションを備えることにな

る。利用者はモビイカードでEVを充電することができる。この回廊に加え、モビ 2 グリッ

ドプロジェクトは、欧州内でのモデル化した統合型エレクトリック・モビリティ・システ

ムの確立、欧州におけるエレクトリック・モビリティの観察機関、ポルト・ヴィーゴの回

廊における試験、及びヴィーゴ市内での EV 充電ステーションの設置を掲げている。プロ

ジェクトは、2011 年 2 月 15 日に、ポルトガルのマイア(Maia)市で着工され、2011.年 11

月に完成予定である。44

 最近、モビ 2 グリッドのエグゼクティブ研究所として、ポルトガル自動車産業技術革新

センター内にモビリティ・インテリジェンス・センターが設立された。このセンターでは、

実時間記録表示機能を備えたEV遠隔診断システムの開発を目指している。モビイの国際戦

略の中期的構想として、ポルトガルを本拠地とする企業が中心となりイベリア半島でのネ

ットワーク拡大計画がある。

 

45

 

 

(3) 参加者 

モビ 2 グリッドプロジェクトは、次の組織により運営されている。すなわち、ポルトガ

ルの民間製造業者、産業組合、技術大学、R&Dセンター、公共機関等がメンバーとなって

いる自動車産業における技術革新センター(CEEIA)並びに、自動車関連の最新技術革新推進

                                                   
43「モビイ, ‘Mobilidade sem Fronteiras’, February 18, 2011.」

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28784 より入手可能。 

44「モビイ, ‘モビイ vai ligar Porto a Vigo’, February 16 2011」

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28687 より入手可能。 

45「モビイ, ‘Mobilidade sem Fronteiras’, February 18, 2011」 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28784 より入手可能。 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28784�
http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28687�
http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28784�


Report 6 
    

 

 
ユーロトレンド 2011.11         Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

26 

を努めている民間機関であるスペインのガルシア自動車技術センター(CTAG) である。  

CEIIA は、モビイモデルを基にEV充電インフラストラクチャー及びネットワーク管理を担

当しており、ネットワーク管理については越境計画を進めている。一方、 CTAGはエレク

トリック・モビリティ適用に対する技術的、社会的障壁に対処しており、データ収集・分

析を担当、とりわけ、EVとそのユーザー間の関わりを研究している。46

 同プロジェクトは、さらに様々な地域機関、企業、及び大学により援助されている。プ

ロジェクトの実施はポルトガルそしてスペイン企業の賛助により実施されている。ポルト

ガルの参加企業にはエファシス(Efacec) 、クリティカル・ソフトウェア(Critical Software)、

インテリ(Inteli)、及び  ノバベース(Novabase)が含まれている。

 

47

 

 

モビ 2 グリッドプロジェクトの総額は、 180 万ユーロである。そのうちの 70%は、地方

政府交付金  (例えば ポルトガル地域開発経済局(Portugal’s Financial Institute for 

Regional Development – IFDR)の資金)によるもので、残り 30% は、スペインとポルトガ

ルの参与者である民間投資家間で均等に支払われている。48

 

 

6. ルノー―・日産アライアンス 
 

(1) 目的 

2011 年 2 月、ルノー・日産アライアンスはポルトガルに電池工場を建設する計画を発表

した。この工場は、アライアンスのEV用の電池を供給するためのものである。新工場は、

アベイロ市近郊のカシア産業コンビナートに建設予定である。49

 

 

(2) 特徴 

ルノー・日産電池工場は、当初、2009 年 12 月に発表された。工場は、リスボンから北

                                                   
46モビイ「モビイ vai ligar Porto a Vigo’, February 16 2011.」

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28687 より入手可能。 

47 Veículos Elétricos PT「Apresentação do projecto Mobi2grid’, February 15 2011 」

http://www.veiculoselectricospt.com/apresentacao-do-projecto-mobi2grid/より入手可能。 

48Ibid 

49 APVE「Press Release: ‘A Aliança Renault-Nissan anuncia local da fábrica de baterias em Portugal」 

http://www.apve.pt/upload/docs/press_release.pdf より入手可能。 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28687�
http://www.veiculoselectricospt.com/apresentacao-do-projecto-mobi2grid/�
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約 250km のアベイロ近郊のカシア市に建設され、2012 年末に操業開始予定である。 

工場ではEV用リチウムイオン電池が年間 5 万個生産される予定である。また、｢セルモジ

ュール｣という電池を生産し、最終的には電気エンジン、インバータ、電気ケーブル、及び

コネクターなどの電気製品の部品に利用する計画がある。同工場で最初に生産される電池

は、ルノーのEVモデルの一つであるルノー・フルエンス(Renault Fluence)に使用するため

主にトルコ、ブルサ市のルノー工場に供給される。50

日産は、新工場に 1 億 6,000 万ユーロを投資、また 200 人の新たな雇用機会を生み出すと

見られている。 

 

ポルトガルは 2010 年からゼロ・エミッションモビリティプログラムを推進する計画であ

る。.51

 

ポルトガルのモビイネットワークそしてエレクトリック・モビリティ分野における

その他の意欲的推進活動は、ルノー・日産アライアンスの投資計画の裏づけと言える。 

7. プラニット・バレー(PlanIT Valley) 
 

ポルトガルのパレデス(Paredes)市の 1,700 ヘクタール未開発地にプラニット・バレー

(PlanIT Valley) と呼ばれる大規模新都市建設計画がある。52

 

 

(1) 計画の概要 

プラニット・バレーは 25 のフェーズ(段階)に分かれ、2010 年後半に開始される予定であ

る。最初のフェーズの総投資額は 5 億 5,000 万ユーロで、新たに 3,000 人以上の雇用が創

出される予定である。プロジェクトの全投資額は最大で 100 億ユーロ、最終住民数は 10 万

人と見込まれている。2015 年には最初の入居が始まるとしているが、具体的な開発のスケ

ジュールは立てられていない。53

                                                   
50モビイ, ‘Nissan confidante no sucesso da fábrica de Cacia’, February 14 2011, 

 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28329 

51モビイ, ‘Nissan confidante no sucesso da fábrica de Cacia’, February 14 2011, 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28329 

52 PlanIT, PlanIT Valley. http://living-planit.com/planitvalley.htm 

53 Helen Knight, The Green City That Has a Brain, New Scientist, October 2010. 

http://www.newscientist.com/article/mg20827814.800-the-green-city-that-has-a-brain.html; 

http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28329�
http://www.mobie.pt/newsdetail?newsid=28329�
http://www.newscientist.com/article/mg20827814.800-the-green-city-that-has-a-brain.html�
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新都市には全てのインフラを制御するためのセンサーが多く設置され、集中頭脳として

のハブとデータ通信を行う計画である。建物は六角形で空間を最大限有効利用すると同時

にモジュール工法により建設費用を下げる工夫がなされている。市は自らの下水を処理す

ると同時に再生可能エネルギーでエネルギー需要をすべて賄う。センサーで毎日 5 ペタバ

イト(5,625 兆バイト)のデータが集められ、エネルギー消費効率が最大となるように、発電

設備、下水設備等すべてのインフラが運営される。54

 プラニット・バレーは公的な資金的援助は受けていないが、ポルトガル政府から PIN(国

にとって重要なプロジェクト：Project of National Importance)と呼ばれる地位を得ている。

この地位は投資、新規の職、イノベーションを伴うプロジェクトに与えられ、以下のよう

な恩恵を得ることができる。 

 

• 都市計画手続きの簡素化 

• 土地法の承認の簡素化  

• 承認手続きの時間の軽減 

• プロジェクトの様々な承認の期限の一元化 55

 

 

(2) 参加企業 

プラニット・バレーの開発者はリビング・プラニット(Living PlanIT SA)という名の企業

である。同企業は 2006 年にマイクロソフトとIBM出身のスティーブ・ルイス(Steve Lewis)

とフリーランスのソフトウェア開発者である マルコム・ハチソン( Malcolm Hutchinson)

によってスイス企業として設立された。56

                                                                                                                                                     
http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/75996/sshl_rsearch_ecocities_new-scientist.

pdf 

その後、マイクロソフト出身の取締役がさらに 2

人加わり、プロジェクトの実施場所としてポルトガルのサイトが選ばれた。その他にも投

54 Helen Knight, The Green City That Has a Brain, New Scientist, October 2010. 

http://www.newscientist.com/article/mg20827814.800-the-green-city-that-has-a-brain.html; 

http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/75996/sshl_rsearch_ecocities_new-scientist.

pdf 

55 PlanIT, PlanIT Valley. http://living-planit.com/planitvalley.htm 

56 Information from website http://living-planit.com 

http://www.newscientist.com/article/mg20827814.800-the-green-city-that-has-a-brain.html�
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資家、元政治家等が同社に直接的、間接的に参加している。57

• マイクロソフト(Microsoft) 

 地元企業に加えて、以下の

国際企業・組織が同プロジェクトに参加している。 

• シスコ(Cisco) 

• アクセンチュア(Accenture) 

• マサチューセット工科大学（Massachusetts Institute of Technology) 

• デロイトデロイト・トウシュ・トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu、会計事務

所) 

 

(3) 子会社 

 プラニットは都市の管理を 3 分野に分け、それぞれに対して次のような子会社を設立し

ている。 

① リビング・プラニット・アーバン・テクノロジー 

(Living PlanIT Urban Technology：PUT) 

プラニットは現在の建設技術、システム、工法を新たな「スマート構造、材料、インフ

ラ」に変換する技術の開発を管理する。同社のもとで以下の 3 つのシステムが開発される。

すなわち、都市運営システム(Urban Operating System ：UOS™)、エクストリーム建設

(Xtreme Construction：XTC™)、センサーテクノロジー(Sensor Technologies)である。58

 

最

初の 2 つのシステムはシスコが担当している。 

② リビング・プラニット・モービル(Living PlanIT Mobile) 

プラニットはスマート都市内におけるモビリティを改善するための技術を担当する。そ

れにはスマート交通・駐車管理、ヘルス・安全管理、運行と交通のための通信、EVを含む

個人の交通手段、再生可能エネルギー、二酸化炭素排出等が含まれる。インフラを効率よ

く管理するためにすべてのシステムが上述の都市運営システムと通信を行うことが求めら

れる。59

                                                   
57 Robert Eccles, PlanIT, Harvard Business School, 2010. 

http://www.smartconnectedcommunities.org/servlet/JiveServlet/previewBody/1405-102-1-1565/Harvar

d_Living_PlanIT_Case_Study_%282010-03-26-v01%29.pdf 

 

58 PlantIT, PUT. http://living-planit.com/planit_urbantech.htm 

59 PlanIT, PlanIT Mobile. http://living-planit.com/planit_mobile.htm 
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③ リビング・プラニット・ユーティリティー(Living PlanIT Utilities) 

プラニットはIT、エネルギー、上下水道、通信、輸送を融合させて、新たな都市インフ

ラを創造することを任務とする。新たなユーティリティーインフラは従来のように道路の

下に建設するのではなく、簡単に交換できるようにモジュールボックス式とする。そうす

ることによって、常に最新で効率的なものを容易に使うことができる。60

Ⅲ スウェーデン 

 

1. ストックホルム市 
 

(1) ストックホルムの環境政策 

スウェーデンの首都であるストックホルムは、市の人口が 85 万人、周辺の自治体も含め

ると通勤圏は約 150 万人に達すると見られる。メーラレン湖とバルト海を結ぶ川に面した

水辺の都市であり、自然も豊富に存在する。 

現在の環境政策は 2007 年に市議会で可決した「環境プログラム 2008～2011 年 61

 

」に基

づいたものである。このプログラムでは、2030 年までにストックホルムを世界で最も美し

く持続可能な都市にするという「ビジョン 2030」が掲げられ、その達成のための行動計画

や目標が 6 つの領域に分けて打ち出されている。 

(1) 環境効率的な運輸システム 

(2) 人体に悪い影響を与えない商品や建物 

(3) エネルギーの持続可能な利用 

(4) 土壌と水の持続可能な利用 

(5) 環境効率的な廃棄物の処理 

                                                   
60 PlanIT, Utilities. http://living-planit.com/planit_utilities.htm 

61 市の HP より

http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Klimat%20%26%20Milj

%c3%b6/Klimat/Om%20stadens%20klimatarbete/Program%20f%c3%b6r%20klimatarbetet/Energieffe

ktivisering%20till%20%c3%a5r%202015/Stockholms%20stads%20milj%c3%b6program%202007-2011.

pdf 

http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Klimat%20%26%20Milj%c3%b6/Klimat/Om%20stadens%20klimatarbete/Program%20f%c3%b6r%20klimatarbetet/Energieffektivisering%20till%20%c3%a5r%202015/Stockholms%20stads%20milj%c3%b6program%202007-2011.pdf�
http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Klimat%20%26%20Milj%c3%b6/Klimat/Om%20stadens%20klimatarbete/Program%20f%c3%b6r%20klimatarbetet/Energieffektivisering%20till%20%c3%a5r%202015/Stockholms%20stads%20milj%c3%b6program%202007-2011.pdf�
http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Klimat%20%26%20Milj%c3%b6/Klimat/Om%20stadens%20klimatarbete/Program%20f%c3%b6r%20klimatarbetet/Energieffektivisering%20till%20%c3%a5r%202015/Stockholms%20stads%20milj%c3%b6program%202007-2011.pdf�
http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Klimat%20%26%20Milj%c3%b6/Klimat/Om%20stadens%20klimatarbete/Program%20f%c3%b6r%20klimatarbetet/Energieffektivisering%20till%20%c3%a5r%202015/Stockholms%20stads%20milj%c3%b6program%202007-2011.pdf�
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(6) 健全な屋内住環境 

 

このうち、(1) 環境効率的な運輸システムでは、まず公用車 62

また、(3) エネルギーの持続可能な利用では、まず市が管理する建物のエネルギー使用量

を 2006 年比で 10％減らし、市の行政活動で使う電力はエコマークを満たしたものを選ん

で購入するとしている。また、ストックホルム市民がエネルギー使用から発生させるCO2

の排出量を 10％削減し、さらに住民 1 人あたり 3 トンに抑えること（現在のスウェーデン

人の平均は 4.5 トン）が目標とされている。また、電気自動車の普及を積極的に推し進める

ことで、運輸部門におけるエネルギー使用に電気が占める割合を 2020 年には 10％、2030

年には 20％、2050 年には約半分とすることを目指している（残りの半分はバイオディーゼ

ルが占め、これは主にトラック運輸や海運に用いられる）

をすべて環境車にし、その

うち 85％が再生可能なエネルギーを用いる車とすることを目標としている。また、市が行

政・社会サービスの一部を外部委託する際には、環境に負荷を与えない輸送手段や燃料を

用いることを入札の条件とするとしている。さらに、市内を走る車からのCO2 や微粒子な

どの汚染物質を削減すること、環境車や再生可能な燃料の割合を増やすこと、街頭の騒音

を減らすことが目標として掲げられている。市バスはバイオガスやエタノールで走るもの

が多く、また現在はトラム（路面電車）網の整備が急ピッチで進められている。 

63

 

。将来的にはストックホルム市

全体にスマート・グリッドを張り巡らし電気自動車を普及させることで、2020 年までに市

全体のCO2 の排出量を 3 分の 1 に抑え、2050 年には市内での化石燃料の使用をゼロとする

ことが目標である。 

(2) 未来型環境モデル都市「ハンマルビー・ショースタッド」 

1995 年から始まった都市開発プロジェクトで、もともと工業地帯であったハンマルビー

地域を住宅地やオフィス街に生まれ変わらせるものである。現在 70％が完成し、2 万人弱

の住民が暮らしている。風光明媚な水辺に面したこの地域は、廃棄物・エネルギー・上下

                                                   
62 スウェーデンの市は、一般行政や都市計画、廃棄物処理、市バス管理だけでなく、保育サービスや学校

教育、成人教育の一部、高齢者福祉などの社会サービスなども大部分を自らが提供しているため、公用車

の数も多い。 

63 市の HP より

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/energi/stockholmsregionens_energiframtid_20

10-2050.pdf 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/energi/stockholmsregionens_energiframtid_2010-2050.pdf�
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/energi/stockholmsregionens_energiframtid_2010-2050.pdf�
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水道に関して「ハンマルビー・モデル」と呼ばれる自然循環型の都市モデルを構築してい

る。 

生活排水を浄化する際に発生する汚泥や家庭の生ゴミを集めて発酵させ、バイオガスを

生産し、市バスの燃料にしている。また、公共交通機関は小型フェリー、トラム、市バス

からなりシンプルで使い勝手のよさが意識されている。市バスの燃料はバイオガスのほか、

バイオエタノールが使われている。住宅の省エネ効率は高く、さらに工場廃熱や下水の余

熱を地域暖房として活用し、各家庭やオフィスに供給している。また、湖水をうまく活用

することで地域冷房も普及させ、夏場のエネルギー消費を減らす努力も見られる。 

ゴミ処理・リサイクルシステムにも工夫がある。住民がゴミを路上の投入口に投げ込む

と、地下の真空パイプラインを通じて 1 キロメートル以上も離れたゴミ処理施設まで集積

される。燃焼処理はコジェネ施設で行われるため、発電のほか暖房のための熱水が生み出

すことができ、エネルギー効率は 90％を超えるといわれる。 

また、電気自動車の普及も見込み、エネルギー庁から補助金を得て充電器の設置に取り

組んできたほか、電気自動車の共同購入プロジェクトを立ち上げ、供給量の確保にも力を

注いできた。 

 

(3) 2010 年の「ヨーロッパ環境首都」に指定 64

これまでの継続的な努力が実を結び、ストックホルム市は 2010 年の「ヨーロッパ環境首

都」に指定されることとなった。この「ヨーロッパ環境首都」は EU の欧州委員会が設立

した環境賞であり、先進的な環境政策を継続的に実施し、住民の生活環境の改善や自然環

境の保全・回復、温室効果ガスの排出削減などを達成した都市に与えられる。 

 

欧州委員会はストックホルムが 2010 年の「ヨーロッパ環境首都」に指定された理由とし

て、ストックホルムが 

・環境に対する配慮が、予算決定や行政計画、報告、行政監督のすべてにおいてなされる

ことを保証する統合的行政システムを活用していること、 

・1990 年と比べて、温室効果ガスの排出を 25％削減したこと、 

・2050 年までに化石燃料への依存から脱却するための長期計画を決定し実行していること、 

などを挙げている。 

 

(4) ロイヤル・シーポート（ノッラ・ユールゴーシュ・スターデンNorra Djurgårdsstaden）

                                                   
64 市の HP：http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Miljohuvudstad-2010/ 

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Miljohuvudstad-2010/�
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におけるアーバン・スマートグリッド・プロジェクト（Urban Smart Grid Project）65

「ハンマルビー・ショースタッド」をさらに上回る新しい環境モデル都市の建設が計画。 

 

・参加企業 

ABB：スイスの重電、エンジニアリング会社 

フォットゥム（Fortum）：フィンランドの電力会社 

エレクトロラックス（Electrolux）：スウェーデンの家電大手 

エリクソン（Ericsson）：スウェーデンの通信大手 

インタラクティブ・インスティテュート（Interactive Institute）： 

IT およびデザイン等先端技術研究機関 

 

・費用 

2011 年 4 月までの事前調査の総予算は 2,070 万スウェーデン・クローナ（以下、クロー

ナ。1 クローナは約 12 円）。このうち、エネルギー庁が 840 万クローナ、革新庁が 500 万

クローナを提供する。クリントン財団のクリントン気候イニシアティブ・プログラム

（Clinton Climate Initiative Program）からも支援を受けている 66

 

。 

・詳細 

ストックホルムのノッラ・ユールゴーデン地域はかつては工業地帯であり、ガスタンク

などが立ち並んでいたが、1 万戸の住居・アパートや 3 万ヵ所のオフィスを持つ新しい住宅

地域に生まれ変わりつつある。「ハンマルビー・ショースタッド」と同様に、水辺に位置し、

省エネ性の高い住宅やオフィスや効率的なゴミ処理システムを兼ね備えているほか、下水

                                                   
65 企業 ABB の HP：http://www.abb.se/cawp/seitp202/32bcaa7ddb9881c4c125766a00527c22.aspx 

技術系新聞『NyTeknik』の記事：http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article265571.ece 

市の HP：

http://www.stockholm.se/PageFiles/154134/About-Stockholm-European-Green-Capital-2010.pdf 

66 エネルギー庁の発表：

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Smarta-elnat-

i-Norra-Djurgardsstaden-ska-integrera-hela-elsystemet--fran-kylskap-till-hamn/ 

イノベーション庁の発表：

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Tema/Hallbara-stader/Norra-Djurgardsstaden-lyfter-svensk-miljot

eknik/ 

http://www.abb.se/cawp/seitp202/32bcaa7ddb9881c4c125766a00527c22.aspx�
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article265571.ece�
http://www.stockholm.se/PageFiles/154134/About-Stockholm-European-Green-Capital-2010.pdf�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Smarta-elnat-i-Norra-Djurgardsstaden-ska-integrera-hela-elsystemet--fran-kylskap-till-hamn/�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Smarta-elnat-i-Norra-Djurgardsstaden-ska-integrera-hela-elsystemet--fran-kylskap-till-hamn/�
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Tema/Hallbara-stader/Norra-Djurgardsstaden-lyfter-svensk-miljoteknik/�
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Tema/Hallbara-stader/Norra-Djurgardsstaden-lyfter-svensk-miljoteknik/�
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やゴミから得られるエネルギーをうまく利用する。しかしそれだけではなく、エコタウン

全体にスマート・グリッドを敷設し、実験することも計画されている。また、屋内 1 平米

あたりの使用エネルギーを「ハンマルビー・ショースタッド」の半分である 55kWh に抑え

ること、さらに一人あたりの年間 CO2 排出量を 1.5 トンに抑えることが目標とされている

（現在のスウェーデン人の平均は 4.5 トン）。 

 

エネルギーの効率的な利用のために鍵を握るのが、スマート・グリッドである。ここで

計画されているスマート・グリッドは、風力発電や太陽光発電と電気自動車の充電器をお

なじ電力網でつないで、電力需給を電力供給者や利用者の間で共有し、さらに需給に基づ

く電力価格を設定することで、その需給バランスをうまく調節するものである。また、需

給調節のための大型バッテリーの設置のほか、電気自動車のバッテリーも活用することが

予定されている。 

事前調査が2010年末から 2011年4月まで続けられ、都市計画のビジョンが作成される。

ストックホルム市や参加企業は、この実験を成功させ、スマート・グリッドを備えた新し

いエコタウンのモデル都市として実証実験を行う予定である。2030 年までにこの地域にお

ける化石燃料の使用をゼロとすることが目標である。 

 

2. ゴットランド市 
 

(1) ゴットランド島の環境戦略 

スウェーデンの南東部、バルト海に浮かぶ島でスウェーデン本土とバルト三国の中間に

位置する。表面積は 3,180 平方キロメートル、人口は 5 万 7,000 人である。 

スウェーデンでは中規模の自治体であり、以前から意欲的な環境政策を策定して実行し

てきた。スウェーデン環境自治体連盟（Ekokommun）にも早くから加盟している。環境政

策における現在の指針は、2008 年 2 月にゴットランド市議会で可決された「環境自治体ゴ

ットランドの環境プログラム 2008～2012」67

このプログラムは島全体がエコロジー的に持続可能な社会となることを目指しており、

2025 年までにそれを達成することを一つの目標としている。環境政策を 4 つの領域に分け、

そのそれぞれにおける目標と守るべきガイドラインを明確に規定している。4 つの領域とは、 

である。 

 

                                                   
67 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/45297 

http://www.gotland.se/imcms/45297�
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(1) 知識と教育：環境に対する配慮をすべての行政活動において徹底する 

(2) エネルギー：気候への影響を抑制する 

(3) 水質：良質な上水道と、生き物の豊かなバルト海 

(4) 住環境：汚染物質を出さず、無駄を省いたリサイクルシステム、良好な住環境、自然と

文化環境の持続可能な管理 

 

である。また、スウェーデン環境自治体連盟（Ekokommun）のガイドラインに基づき、こ

の 4 つの領域をさらに 17 の細かな政策領域に分け、そのそれぞれにおける達成度を毎年調

査し、その結果を具体的な数値を交えながら市のウェブサイト上で公表している 68

 

。 

(2) ゴットランド島のエネルギー政策 

また、4 つの領域のうちのエネルギーについては「エネルギープラン」が策定され、ゴッ

トランド島内でのエネルギー使用の現状をまず把握した上で、気候変動対策の目標や、化

石燃料を再生可能燃料へと置き換えていくための方針、再生可能なエネルギーの生産量を

増やすための戦略、そのための経済的支援などが議論されている。現時点で入手可能な「エ

ネルギープラン」は 2007 年から 2010 年までの 4 カ年計画 69

再生可能エネルギーとしては、バイオガスの生産・利用と風力発電所の設置が積極的に

進められてきた。バイオガスは、島内の生ゴミや下水処理場の汚泥など

であり、2011 年以降のものは

現在、ゴットランド市の環境委員会および市議会で策定中である。 

70

                                                   
68 市の HP：

を集めて発酵さ

せ生成するメタンガスであり、成分が天然ガスと同じであるため、ガス車の燃料として用

いることができる。ガス車は、市バスとして購入されたバスのほか、一般の市民の間にも

ガスで走る乗用車が普及している。バイオガスの生成源は島内で発生する生ゴミやし尿で

あるため、島のエネルギー自給率が高まることが期待される。さらに自然界で放置された

り焼却場で焼却処分されればメタンガスや二酸化炭素などの温室効果ガスとなっていた廃

棄物をエネルギー源として有効利用するため、環境への負荷を抑えることができる。また、

ガソリンやディーゼル油と比べても、一酸化炭素や硫黄酸化物、微粒子の排出量が低い。 

http://www.gotland.se/imcms/19243 

69 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/37135 

70 スウェーデンの他の地域では、農家の家畜のし尿もバイオガスの生成に用いられている。例えば、スカ

ーラボリ地域など。http://biogasregionen.se/index.php?page=oevriga 

http://www.gotland.se/imcms/19243�
http://www.gotland.se/imcms/37135�
http://biogasregionen.se/index.php?page=oevriga�
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バイオガスの生産はスウェーデンでは他の自治体でも 10 年ほど前から始まっており、市バ

スなどに活用されたり、ガススタンドなどで市民にも販売されてきた。ゴットランド島は

その流れに遅れを取ってきたが、2010 年秋に最初のバイオガス・スタンドが市の所有する

エネルギー公社によってオープンした。また、バイオガスで走る市バス 71や公用車 72も相

次いで導入されている。2009 年 4 月に市議会で可決した目標は、島内の自動車燃料の 8％

を 2015 年までにバイオガスとすることである 73。そのため、今後も市バスや公用車にバイ

オガス車を導入していくほか、ガススタンドを普及させることで市民にも積極的にバイオ

ガス車を進めていく計画だ 74

また、風力発電については、2009 年時点で 156 ヵ所の風力発電所があり、出力は合計

112MW、年間発電量は 0.2TWhであり、島全体の電力需要の 25％に相当する

。 

75 76。長期

目標としては 2025年までに 500ヵ所に増やし、年間発電量を 2.5TWhとすることである 77

 

。 

(3) プロジェクト「スマートグリッド・ゴットランド 78

ゴットランド島に風力発電が数多くあり、発電量が電力需要に占める割合も 25％に相当

することや、本土とは隔離され、島だけで完結した地域という地理的条件などから、スウ

ェーデンにおけるスマート・グリッド実験地に選ばれることとなった。将来、スウェーデ

」（Smart Grid Gotland） 

                                                   
71 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/52088 

72 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/47577 

73 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/45424 

74 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/55885 

75 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/1729 

76 2009年における全国の風力発電による発電量は 2.5TWhであった。スウェーデン全体で 1359ヵ所に風

力発電所があり、総出力は 1448MW である。（市の HP：http://www.gotland.se/imcms/1729 より） 

77 市の HP：http://www.gotland.se/imcms/ByggGotland 

78 ヴァッテンファルと ABB の発表：

http://www.swedishwire.com/opinion/5057-vattenfall-and-abb-plan-large-scale-smart-grid 

ABB の発表：http://www.abb.se/cawp/seitp202/35a81fdd5f1bf9c9c1257758002757b6.aspx 

技術系新聞『NyTeknik』の記事：http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3021892.ece 

エネルギー庁の発表：

http://www.energinyheter.se/2010/07/vattenfall-och-abb-utvecklar-smart-grid-teknik 

http://www.gotland.se/imcms/52088�
http://www.gotland.se/imcms/47577�
http://www.gotland.se/imcms/45424�
http://www.gotland.se/imcms/55885�
http://www.gotland.se/imcms/1729�
http://www.gotland.se/imcms/1729�
http://www.gotland.se/imcms/ByggGotland�
http://www.swedishwire.com/opinion/5057-vattenfall-and-abb-plan-large-scale-smart-grid�
http://www.abb.se/cawp/seitp202/35a81fdd5f1bf9c9c1257758002757b6.aspx�
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3021892.ece�
http://www.energinyheter.se/2010/07/vattenfall-och-abb-utvecklar-smart-grid-teknik�
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ン全体にスマート・グリッドを普及させていく上での一つのミニチュアというわけである 79

 

。

詳細は以下に示すとおりである。 

 

・参加企業 

ABB 

ヴァッテンファル（Vattenfall）(スウェーデン最大の電力会社) 

ゴットランズ・エナジー（Gotlands Energi）：ゴットランド島の電力会社 

 

・費用 

参加企業による負担のほか、エネルギー庁（Energimyndigheten）および革新庁（Vinnova）

が、400 万クローナを初期投資する。第 2 段階では 1 億 5,000 万クローナの予算を想定し

ている。 

 

・詳細 

第 1 段階として、スウェーデン王立工科大学の協力により技術に関する事前調査が 2011 年

5 月まで行われる。400 万クローナの補助金はこのためである。 

第 2 段階として、2012 年から大規模な実験が開始される。予算規模は 1 億 5,000 万クロー

ナであるが、負担や財源は未定。 

 

なお、本稿、スウェーデン部分については、ヨーテボリ市在住、佐藤吉宗氏に委託した 2011

年 3 月時点の報告書を元に、ジェトロが編集・改訂を行った。  

                                                   
79 地理的に他地域から隔離されているという同じ理由から、デンマークではボーンホルム島や日本では宮

古島がスマートグリッドの実験場所に選ばれている。技術系新聞『NyTeknik』の記事：

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3021892.ece, および 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article2499756.ece 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3021892.ece�
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article2499756.ece�
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Ⅳ デンマーク  

 

1. スマート・グリッド化を目指す背景 
 

(1)背景 

デンマーク政府は、11 年 2 月に公表した「エネルギー戦略 2050」の中で、2050 年までに

化石燃料からの脱却を目指す方針を掲げた。20 年にはエネルギー生産の 33％を再生可能エ

ネルギーで賄うとし、総発電量の 62％を再生可能エネルギーで発電する計画だ。同時に、

再生可能エネルギーの中心を風力に据え、総発電量の 42％以上を風力発電で賄うとの目標

も掲げた。計画通りに風力への依存度が高まると、電力システムには大きな負荷がかかる。

デンマークの送電系統運用者（TSO）のエナジーネット.dkによると、強風の際には、過剰

に電力が生産され、風力と最大負荷容量との間の不均衡は、1.5 倍にも上るという。80

 

電力

網のバランスを保ち、再生可能エネルギーの生産における日々の変動のバランスをも保て

るような、スマート・アプローチとして、スマート・グリッドの導入が重要になってきた。 

(2) EV の可能性とスマート・グリッド技術 

デンマークにおける年間供給電力量は 34.TWh(2009 年)である。供給電力量の 80％は、

火力発電所より生産されたものであり、主に石炭、天然ガス、バイオマス、廃棄物が用い

られている。それ以外の供給電力量は、風力発電より得られたものである。81

図 3 は、電力需要が午前及び夕方以降に多く、夜間には少ないことを示している。その

ため、火力発電所は、午前および夕方以降に多量の電力を供給し、風力発電で需要を満た

す事が可能な夜間には供給量を減らしている。 

風力発電及び

その消費のパターンは、風の状態や時間帯によって変動する。 

 
                                                   
80 デンマーク気候エネルギー庁に属する非営利企業 Energinet.dk のウェブサイト内 “EDISON - why 

does the power system need EVs” (2010 年 8 月).  

http://www.edison-net.dk/Dissemination/Work_Shop_Aug_2010.aspx 
81 Energi Styrelsen ウェブサイト、

http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2010/Documents/El_og_hybridbiler_samspil_me

d_elsystemet.pdf 

http://www.edison-net.dk/Dissemination/Work_Shop_Aug_2010.aspx�
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2010/Documents/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf�
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2010/Documents/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf�
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図表 2 2005 年の標準的な一日の電力需要 (単位：MW)

 

出所：デンマーク・エネルギー庁 

 

風力による発電は、予測不可能であり、夜間の供給量は需要を上回るものの、日中は需

要を下回るのが常である。従って、風力発電と電力消費の間には不均等が生じる。以下の

図は、風力発電と電力消費の関係を示している。 

 

  



Report 6 
    

 

 
ユーロトレンド 2011.11         Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

40 

図表 3 2008 年のデンマーク全域における風力発電と電力消費の関係 (1.00＝通年平均) 

 

出所：デンマーク・エネルギー庁 

 

現時点デンマークには風力発電の電力貯蔵設備は存在しない。これは、余剰時間帯には

貴重な電力を捨てざるを得ない一方で、ピーク需要時間帯には化石燃料など再生可能エネ

ルギー以外のエネルギー源で補充しなくてはならないことを意味している。風力発電量の

増加に伴い、こうした時間帯による電力需給バランスの悪さはますます問題になってくる。  

EVは、充電時間帯を任意に設定できるため、電力網の負荷を軽減する方法として有力だ

とみられている。個人所有のEVは、たいてい夜間に自宅で充電される。一方、風力発電所

では、夜間にも発電が続くが、人々の経済活動が少ない夜間時間帯に発電された電力は余

剰となることが多い。EVが普及すれば、夜間に余剰となり、貯蔵される事なく失われる電

力、もしくは、他国へ不利な価格で売却される（送電費用も発生する）電力を、EVへの充

電という形で有効利用することが可能となる。２メガワット規模の風力発電機は平均して、

EV3,000 台の一年分の電力量を生産することができる。82

 加えて、スマート・グリッドの導入により、電力網全体でのエネルギーの需給バランス

の改善も期待されている。スマート・グリッドにより、消費者の希望に添いつつ、電力網

従ってEVの保有台数の増加は、

再生可能エネルギーの生産と消費のバランスを取ることに貢献する。 

                                                   
82 ドングエナジーのウェブサイト “Electric cars” (日時不明).  

http://www.dongenergy.com/en/responsibility/climate/our_solutions/pages/electric_cars.aspx  

http://www.dongenergy.com/en/responsibility/climate/our_solutions/pages/electric_cars.aspx�
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全体にとって最適なように、EV の充電時間帯を調整することが可能となる。つまり、所有

者が自動車をコンセントに繋いでも、すぐに充電が開始されるわけではなく、電力消費が

少ない時間帯まで、充電の開始を遅らせることができる。スマート・グリッドを利用した

双方向のデータ交換により、オペレーターは電力網の負荷に適合するように充電時期をプ

ログラミングし、消費者も携帯電話などの端末を利用して遠隔操作で充電時間帯などを設

定することが可能である。 

スマート・グリッド化にはコストがかかるが、電力網に柔軟性をもたせることは、TSO

にとってもメリットが大きいため、それらの企業による投資が期待できる。一方、消費者

にスマート・グリッドを利用させるインセンティブとしては、それにより、電力料金が安

くなるというのが最も有効だろう。そのためには、電力需要に応じて変動する電力料金の

設定が必要である。電力料金を発電量が需要を上回る時間帯に安く設定し、反対に需要が

発電量を上回る時間帯に高く設定すれば、ユーザーはその時々必要性に応じて、充電開始

時期を選択したり、充電する電気のエネルギー源を化石燃料か再生可能エネルギー源のど

ちらにするか、どの程度の割合にするかなど細かく選択したりできるようになり、CO2 排

出量の削減にも貢献することができる。 

 エナジーネット.dkが行った分析によると、電力網に接続されているEVの数が 20 万台以

下である限り、スマート・グリッドを使わない充電でも、デンマークの送電システムに問

題を引き起こすことはないと試算されている。しかし、EVの増大は配電システムへの負荷

につながることは確実で、スマート・グリッドの導入により、より多くのEVが、電力シス

テムの強化をせずとも、電力網に接続することが可能になる。83

デンマークにおいて、EV は、エネルギー効率が良く、内燃機関用の燃料も必要としない

CO2 排出量の削減に貢献する可能性を秘めた手段という位置づけというだけではない。し

かし、EV の最大のメリットは、電力システムを離れては考えることはできない。電力シス

テムとの相互作用により、EV は、供給電力量における風力発電の割合の増加を促進し、電

力システムを安定させる可能性を持っている。さらに、既に述べられたようにスマート・

グリッドは、EV と電力網の間で、相互にメリットのある関係を構築することができる。 

 

 

(3)スマート・グリッドの将来予想 

                                                   
83 デンマーク・エネルギー庁 “El- og hybridbiler – samspil med elsystemet” (2010 年 6 月).  

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/El_og_hybridbiler_samspil_

med_elsystemet.pdf 

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf�
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf�
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「デンマークにおけるスマート・グリッド（Smart Grid i Danmark）」84

同報告書では、デンマークの電力部門は、2025 年には以下のことを達成しているという

前提でコストが算出されている。 

と題された 2010

年 9 月の報告書は、デンマークの電力会社の業界団体であるデンマーク・エネルギー協会

と、デンマークにおける電気及びガスシステムを所有・管理している国営のTSOであるエ

ナジーネット.dkによって作成された。同報告書は、デンマークにおいてスマート・グリッ

ドを構築することの費用便益分析の結果をまとめ、電力システムを強化するためには、ス

マート・グリッドの導入が、現行のシステムを従来の手法により改善するよりも効率的か

つ安価な方法であると結論づけている。 

 

 デンマークの年間電力消費量の 50％を風力発電より生産する 

 EV およびハイブリッドカー合計 60 万台の普及 

 30 万台の個人向けヒートポンプの普及 

 

同報告書の試算によれば、必要となるソフトウェアおよびハードウェアを合わせて、約

98 億デンマーク・クローネ(以下、クローネ。１クローネは約 15 円)の費用が必要になると

されている。しかし、デンマークにおけるスマート・グリッドの便益は、費用をはるかに

超えるものである。デンマークの電力システムは、効率的化が進み供給も安定的している

ため、供給の安定性を改善することの重要性はさほど高くないが、より効率的なシステム

が構築されることで、発電費用が削減され、82 億クローネの経済的利益をもたらすことに

なる。 

 対照的に、電力システムを従来の方法で改善する場合、初期投資は、現在価値換算で 77

億クローネと少なくはなるものの、それ以上の利益は期待されていない。同報告書は、ス

マート・グリッドを導入することで、約 61 億クローネの利益を得ることができ、純費用は

16 億クローネに過ぎないと結論づけている。しかし、これを達成するためには、電力部門

の関係者全員が、十分に用いられることのない設備やシステムに不要なコストをかけない

ように、同じ規格に向けて協力することが必要になる。 

 同報告書では、スマート・グリッドの発展を三段階に分けて示している。 

                                                   
84 エナジーネット.dk “Smart Grid i Danmark” (2010 年 9 月). 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Det%20intelligente%20

elsystem%20-%20SmartGrid%20i%20Danmark%20rapport.pdf 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Det%20intelligente%20elsystem%20-%20SmartGrid%20i%20Danmark%20rapport.pdf�
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Det%20intelligente%20elsystem%20-%20SmartGrid%20i%20Danmark%20rapport.pdf�
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• 促進段階(2010 年～2012 年) 

大規模な、EV の販売およびヒートポンプの設置。研究と試験、標準規格についての合意、

法的根拠の確立の必要性。 

 

• 確立段階(2012 年～2020 年) 

電力消費パターンの変化。第一期の経験を踏まえた微調整。基盤的なスマートグリッド・

インフラの展開。最初の商業的ソリューションの実現。 

 

• 商業化段階(2020 年～) 

オペレーションの最適化、市場環境の調整。スマート・グリッドの機能の拡充。 

 

同報告書は、デンマークの電力システムをスマート化することの経済面および環境面で

の効用を強調している。同報告書に基づき、気候・エネルギー・建物省では、将来の電力

システムのための調整委員会が設立されたほか、2011 年 1 月にはデンマークにおける全て

のスマート・グリッド計画について詳細なプロジェクト目録がエナジーネットのウェブサ

イト上で公開されている。8586

 

 

2.  EDISON プロジェクト 
 

(1)組織 

 EDISON は、2009 年に立ち上げられた、政府が支援する研究・実証実験プロジェクトで

あり、多数の EV をスマートグリッド・インフラと統合するという課題および機会を検討す

るものである。E.D.I.S.O.N は、 “Electric vehicles in a Distributed and Integrated market 

using Sustainable energy and Open Networks (持続可能エネルギーおよびオープンネッ

トワークを用いた、分散市場および統合市場における EV)”の略である。同プロジェクトに

                                                   
85  “E-pages.dk”内のページ “Nyhedsmagasinet Om Energi” (2010 年夏).  

http://www.e-pages.dk/energinet/177/ 

86 Energinet.dk のウェブサイト内 “Projektkatalog” (2011 年 1 月).  

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Projektkatalog_

-_Kortlaegning_af_den_danske_SmartGrid_FUD_indsats.pdf 

http://www.e-pages.dk/energinet/177/�
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Projektkatalog_-_Kortlaegning_af_den_danske_SmartGrid_FUD_indsats.pdf�
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Projektkatalog_-_Kortlaegning_af_den_danske_SmartGrid_FUD_indsats.pdf�
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は、持続可能な技術基盤の開発、及び市場環境の改善に協力して取り組んでいる、デンマ

ークおよび外国の研究機関・企業が参加している。デンマーク工科大学の Risø における実

験室試験後、その結果は、ボーンホルム島において、2011 年に行われた広範囲にわたる実

証実験計画において試験済みだ。 

 3 年の研究計画には、約 4,900 万クローネの予算が割当てられており、そのうちの 3,300

万クローネはForskEL87

 

プログラムを通じて、デンマークのTSOのエナジーネット.dkが出

資している。残りの金額は、コンソーシアムのパートナーである、公益事業を行うドング

エナジー（DONG Energy）、地域電力会社のエストクラフト）Oestkraft）、デンマーク工

科大学（DTU）、研究開発およびコンサルティングを行うEUrisco、デンマーク・エネルギ

ー協会、シーメンスやIBMのような大手外国企業によって提供されている。プロジェクト

の目的が、オープンスタンダードを定義することであるため、自動車メーカーは加入して

いない。 

（2）プロジェクトの目標 88

 持続可能で、経済的、そして信頼できる電力システムを可能にする EV、及び PHV の

ためのシステム・ソリューション、及び技術の開発。 

 

 電力システム統合に力点を置いて、デンマークにおける EV 実証実験のための技術基盤

を整備・提供すること。 

 風力発電が浸透しているために得られた、分散型エネルギー資源および電力系統運用

の分野におけるデンマークの先進知識を活用して、世界的に適用可能な、EV に対する

標準的なシステム・ソリューションを開発すること。そして、それを通じて、技術、

システム・ソリューション、知識の輸出についてのデンマークの可能性を解放するこ

と。 

 

Edisonプロジェクトは、政府、学界、産業界の強固な連携によって支えられており、そ

れぞれがプロジェクトの異なる段階において役割を果たすことになる。作業は、プロジェ

クトの共同出資者が担当する 8 つのワークパッケージ(WP)に分けられる。89

                                                   
87Energinet.dk による環境に優しい発電技術開発のための R&D 基金 

 

https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx 

88 http://www.edison-net.dk  
89www.edison-net.dk 

https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx�
http://www.edison-net.dk/�
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①  Danish Energy Association・・・EV 技術 

WP1 は、EV に関する技術全般の情報を収集することで、EV 技術に関する最先端の研究

と国際的な作業委員会への参加（国際的な自動車および電池製造者との対話を含む）等を

通じて情報を収集する。また、ドライバー、自動車、運転状況など、さまざまなケースに

おける運転パターンの調査も実施。 

調査結果は、システムの基本設計のための重要な情報となる。WP1 のサブタスクとして

電池モデルの設計が挙げられる。これらのモデルは、システム設計および技術開発の両方

において重要になる。 

  

② 中核団体：デンマーク工科大学電気技術研究所・・・ EV のためのシステム基本設計 

WP2 は、複数の将来予測に基づいて、標準の V2G（自動車から電力網へ）システム基本

設計の開発に焦点を当てている。加えて、電力システム、電力市場オペレーションに対す

るインパクト、政治的および経済的帰結を分析・評価することにも焦点を当てている。、市

場における風力発電、EV、中央発電所の連携を図る統合管理計画の開発。V2G システムの

ための最適な自動車ポートフォリオ管理は、分析と評価に基づき構築される。WP2 は、EV

システムの電力網への統合コードについての勧告も作成し、さらなる議論および標準化活

動を促す。 

 

③ 中核企業： IBM ・・・分散統合技術開発 

WP3 の目的は、自宅や会社の駐車場などで分散して接続されている EV を、IT で管理可

能なシステムに統合するための技術を開発すること。主要な課題は、電力システムにおい

て、分散して存在する小規模エネルギー源(ここでは EV)を、低コスト、効率的、プラグ・

アンド・プレイの統合するための集約技術の開発である。WP3 は、WP2 の知見を活用し、

その技術ソリューションは、仮想発電所(VVP)技術から利益を得ると考えられている。現時

点では、マイクロCHPおよび現行の需要反応活動のための仮想発電所技術を開発中である。 

 

④ 中核企業：シーメンス・・・中央急速充電および電池交換スタンド設計の評価 

WP4 の目的は、電力システムにおける電池能力の最適化のための管理方法を含む、中央

急速充電スタンドおよび電池交換スタンドのための技術を開発することである。この種の

ソリューションにおける重要な課題としては、非常に強固な電力網への接続および費用対
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効果が高い方法での多量の電力の処理である。 

 

⑤ 中核企業 EUrisco・・・物理的 EV インターフェース開発 (電力および情報) 

WP5 の目的は、異なる建設物に対する EV の電力および情報通信インターフェースの開

発および試験である。 

 

⑥ a 中核企業：ドングエナジー・・・実証実験のためのプラットフォーム 

WP6a の目的は、EV 充電管理システムの概念実証、及び過去に WP において開発された

電池モデルの試験である。試験は、Risø にある SYSlab の実験室で行われる。 

 

⑥ b 中核企業：エストクラフト・・・ 実証実験のためのプラットフォーム 

WP6b の目的は、同コンソーシアムにおいて開発された EV 充電管理システムの概念実証

を試験することである。試験は、ボーンホルム島の配電網に設置された、数台の EV、及び

充電スタンドを用いて行われる。 

 

⑦ 中核団体：デンマーク・エネルギー協会 Danish Energy Association・・・コンソーシ

アム管理 

WP7 の目的は、プロジェクト成果の共有を行うための運営グループを形成し、効率的な

プロジェクト管理を行う事である。 

 

プロジェクト段階毎に異なる目標および成果は、以下に記述する。 

 

（3） 自動車産業および消費者についての見通し 

WP1 の中間報告は、将来のEV市場の浸透についての上記の試算について疑問を抱く余地も

与えている。90

                                                   
90ベタープレイスは、2020年時点でのデンマーク国内の EVの台数に関する以前の予測の数値を、50万台

から 10 万台以下に減らした。 

Edison作業委員会は、現存するEVモデルの種類が限られている事、、また相

対費用の高さが、商業的成功の障害となっていることを見いだした。今後数年間以内に、

新しいモデルを販売するという自動車メーカーの発表にも関わらず、作業委員会は、実際

にデンマークの消費者が購入するEVの台数は、以下の要因に左右されるとの判断を下して
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いる。91

 

 

 EV の総生産台数 

 試験車両に対する政府支援 

 デンマークの消費者に対する経済的インセンティブ 

 他国における EV 市場 

 自動車の交換比率 

 

Edisonプロジェクトの要は、自動車産業の見通し及び戦略を理解する事である。このため、

自動車メーカーおよびオペレーターに対し、デンマークのEV市場への期待についてインタ

ビューを重ねてきた。フランス・プジョーのデンマーク支店によると、同組織の戦略は運

転パターンがEVと相性の良い、公共機関（国の諸機関及び地方自治体）にまず車両を販売

することである。同組織の代表者は、デザインの点で、現在のEVは従来の自動車とあまり

にも似すぎているという意見を述べている。「最初にEVを購入する層、より目立つデザイン

が必要である」とプジョーの担当者は指摘している。プジョーは、自動車登録税減免の効

果を重視しており、免税措置が 2015 年以降も継続されることを望んでいる。92

 Edisonプロジェクトへの貢献として、デンマーク工科大学ではデンマークの消費者の運

転パターンの分析を提供しており、移動の 90％は 50km未満であることを明らかにした。

 

93

                                                   
91Edison コンソーシアムの報告書 “REPORT: WP1.1 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY” (2010 年

11 月).  

同分析によると、EVの移動距離は従来の自動車に比べ短いものの、デンマークにおける消

費者の日々の移動においては、従来の自動車の現実的な代替物となりうると考えられる。

さらに、デンマーク工科大学の研究によれば、デンマークにおける自動車保有者の 75％が、

http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=B8CFC462F1E8473789BB770C58A78546&_

z=z  

92Edison コンソーシアムの報告書 “REPORT: WP1.2 INTERVIEW WITH PEUGEOT HQ” (2010 年 11

月).  

http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&

_z=z net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&_z=z  

93デンマーク気候エネルギー庁のウェブサイト。 

http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2010/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf 

http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=B8CFC462F1E8473789BB770C58A78546&_z=z%20�
http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=B8CFC462F1E8473789BB770C58A78546&_z=z%20�
http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&_z=z%20net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&_z=z%20�
http://www.edison-net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&_z=z%20net.dk/Dissemination/~/link.aspx?_id=469C8B9846C84734BCB502F957EE63CD&_z=z%20�
http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2010/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsystemet.pdf�
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個人の駐車場を持ち、自宅に充電設備を設置することができることが明らかになった。94分

析によれば、ほとんどの自動車が二週間に一回もしくは数回、日中に充電することだろう

としている。95

日中に利用可能な充電インフラの必要性の評価において、急速充電スタンドが 100 ヵ所

あれば、デンマーク国内におけるたいていの移動はまかなうことができ、スタンドに辿り

つくの平均迂回距離は約 7 キロメートルであるとデンマーク工科大学は評価結果を報告し

ている。急速充電スタンドが 50 ヵ所に限られた場合は、3 分の 2 の移動しかまかなうこと

ができず、平均迂回距離は 25 キロメートルになる。デンマーク工科大学が発表した報告書

では、急速充電スタンドの数に基づいて、そのスタンドの最適な立地について計算してい

る。その計算は以下の地図で示される。 

  

図表 4 デンマーク工科大学のモデルより計算されたの急速充電スタンドの最適な立地

 

                                                   
94デンマーク工科大学 ““Transport”Travel Behaviour of potential Electric Vehicle Drivers. The need for 

charging.” (2010 年 10 月) 

9513 昼夜にわたって収集された EV に関してのデータ。 
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注：黒い点が、スタンド設置の候補立地を示す。 

出所：DTU 

 

WP1 で作成された交通データは、以降の WP での研究の基礎になる。 

 

（4） EV は分散型エネルギー源の１つ コンピュータおよびデジタル技術の発展に伴い、

現行の電力システムが設計された際には想像もできなかったさまざまな機能が可能となっ

た。Edison プロジェクトでは、デンマーク工科大学(DTU)の研究者を中心に、スマート・

メーターでの計測技術、省エネを促すような料金体系、IT システム構築などを含む EV と

スマートグリッドのの統合に関する多面的な研究を行っている。 

同時に、最近、注目を集める電池の蓄電能力向上についても研究を行っている。EVに搭

載する電池機能の向上により、EVは余剰電力を蓄え、必要時に応じて配電システムに返送

したり、予備電力やその他の補助的サービスの役割を果たすことが可能である。V2G技術

として知られるこの技術は、さらなる管理能力を提供し、電力網から過剰な負荷を取り除

き、システムに対してより多くの風力発電機を統合することを可能にする。また、デンマ

ーク工科大学のインテリジェント・エネルギー・システム計画の代表であるAnders Troi氏

によれば、V2G技術は、消費者は、価格が高いときにエネルギーをグリッドに売却し、収

益を得ることが可能である。96

デンマーク工科大学による報告書は、V2Gの可能性を実現するために必要とされるICT

に基づく配電ソフトウェア統合に着目している。

 

97

 

同報告書は、多数の異なる分散型エネル

ギー源(DER)が単独の調整主体によって統合され、管理されるようなシステムを「仮想発電

所(VPP)」と名付けており、Edison版の仮想発電所(EVPP)においては、それぞれのEVを、

エネルギーを伝達することができる分散型エネルギー源とみなしている。 

（5） 二層構造からなるデンマークの電力システム 

  デンマークの電力の半分以上は分散されたユニットから供給されており、およそ 670

                                                   
96 ニュース番組 “Euronews”。 

http://www.euronews.net/2010/10/05/electric-cars-that-buy-and-sell-their-own-power/ 

97デンマーク工科大学の学会報告書 “Electric Vehicle Fleet Integration in the Danish EDISON project – 

A Virtual Power Plant on the Island of Bornholm” (2010 年).  

http://www.elektro.dtu.dk/forskning/publications_elektro.aspx?lg=showcommon&id=262542 

http://www.euronews.net/2010/10/05/electric-cars-that-buy-and-sell-their-own-power/�
http://www.elektro.dtu.dk/forskning/publications_elektro.aspx?lg=showcommon&id=262542�
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の中央集中型及び分散型熱電併給（CHP）発電所が存在する。発電所の所有者は様々で、

最大規模の発電所は大手エネルギー企業が所有しており、より小型の発電所は通常、メー

カー、地方自治体または協同組合が所有する。デンマークにおけるエネルギー生産は、1980

年代以降、コジェネレーションの広範囲にわたる導入により、分散化するようになった。

このため、デンマークは地域暖房の導入率が世界で最も高い国の一つとなった。98

  

 

                                                   
98デンマーク・エネルギー庁 “Denmark a leading player in combined heat and power” (2009 年 7 月). 

http://www.ens.dk/en-us/info/news/factsheet/documents/kraftvarme%20170709.pdf 

http://www.ens.dk/en-us/info/news/factsheet/documents/kraftvarme%20170709.pdf�
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図表 5 1980 年代以降の、コジェネレーションおよび風力タービンの分散化の進展 

 

出所：デンマーク・エネルギー庁 

 

分散化によって多数の独立オペレーターが存在する現在の電力分野は、管理システムに

新たな課題をもたらし、中央集中型の電力生産を対象に設計された現行のものよりもはる

かに柔軟性を持つ必要がある。分散化したオペレーターが、積極的にシステムのバランス

を保つ事を促進するような新しい戦略が求められる。これこそが、仮想発電所概念が重要

な役割を果たす分野である。 

デンマークの電力システムは、他の欧州諸国とよく似た二層構造で運用されている。第

一層（電力インフラ層）は、発電所、風力発電所、高電圧送電網、低電圧配電網、計測イ

ンフラから成る。第一層を通じて生産された電力は、第二層、すなわち電力市場において

電力として消費者が利用できるようになる。電力は、スカンジナビア取引所、ノルドプー

ル（Nordpool）、ドイツ市場、欧州電力取引所(EEX)などの取引所で、商品として取引され

る。取引の過程は、オークションの原理に基づいており、価格は需要と供給に基づいて決

定され、独立トレーダーは、生産と消費のバランスを取ろうと試みている。99

                                                   
99デンマーク工科大学の学会報告書 “Electric Vehicle Fleet Integration in the Danish EDISON project – 

A Virtual Power Plant on the Island of Bornholm” (2010 年).  

デンマーク電

http://www.elektro.dtu.dk/forskning/publications_elektro.aspx?lg=showcommon&id=262542 

http://www.elektro.dtu.dk/forskning/publications_elektro.aspx?lg=showcommon&id=262542�
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力市場は、西部デンマーク(DK1)と東部デンマーク(DK2)の 2 つのゾーンから成り、それぞ

れが近隣諸国の電力市場と密接に結びついている。このため、デンマークの電力価格は、

ノルウェーやスウェーデンのダム、すなわちスカンジナビア半島の降水量に左右される。

さらに、電力価格は、北欧全体における、需要と供給の状況に左右される。100

 

 

（6） ビジネスモデルと充電インフラ 

 スマート・グリッドの要は、エネルギー消費及び生産に関するデータの利用可能性にあ

る。デンマークにおいては、配電システムオペレーター（DSO）が消費量の計測を行って

いる。Edison プロジェクトは、DSO が EV とどのように情報を交換し、EV の充電にどの

ような影響を与えるのか、具体例を提供するための取組を行っている。本段落の定義はす

べて、Edison プロジェクトの定義文書から得られたものであり、Edison のウェブサイトか

らダウンロード可能である。 

 個々の EV と市場を結びつけるために、Edison の研究者が提案する方法として、「車両オ

ペレーター」を通すというものがある。このため、WP3 において、「車両オペレーター」の

ためのインフラが設計される。車両オペレーターの特徴は、以下のように定義される。 

 

 車両オペレーターは、EV の所有者と、充電条件、管理レベル、支払いなどについて契

約による合意を交わす。 

 車両オペレーターは、契約を交わした EV の所有者と情報交換を行い、かつそれを管理

する。 

 車両オペレーターのビジネスケースの基本は、充電 の最適化および EV の柔軟性を活用

することである。 

 車両オペレーターは、システムに対しサービスを提供する。(例えば、TSO のための補

助サービス) 

 車両オペレーターは、必ずしも EV の所有者とは限らない。 

 顧客は、自由に車両オペレーターを選ぶことができる。(携帯キャリアと同様である) 

 電力小売業者が車両オペレーターとなることもある。(必ずしもそうとは限らない) 

 BRP が車両オペレーターとなることもある。 (必ずしもそうとは限らない) 

                                                   
100 ドングエナジーのウェブサイト “DONG Energy Generation” (2007 年 3 月).  

http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/NEW%20Corporate/PDF/Engineering/DONGE

nergyGeneration.ppt 

http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/NEW%20Corporate/PDF/Engineering/DONGEnergyGeneration.ppt�
http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/NEW%20Corporate/PDF/Engineering/DONGEnergyGeneration.ppt�
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Edison プロジェクトにおいては、消費者が自動車の所有者と想定されているが、、最も利

益の上がるビジネスモデルは、サービス・ビジネス・モデルである。Edison プロジェクト

にとって重要な点は、EV を充電する場所と、使用するオペレーターを自由に選べ、EV の

所有者は、その消費に応じて自動的に課金されるという事である。EV の所有者は、独立し

た EV サービス会社に、距離当たりの料金を支払うことになっており、その代わりに、これ

らの会社は車の位置に関わりなく、電力網への接続する事を可能にする責任を持つことに

なる。EV による消費の計測には、多くの課題が存在する。 

 

 充電された場所に関わらず、個々の EV に、消費分の請求が為されなければならない。 

 充電された場所に関わらず、個々の EV の消費量が計測されなければならない。 

 このため、計測シグナルに時刻が記録されなければならない。(イベントベースおよび

一定時間間隔の両建てが望ましい。) 

 予備電力市場に参加すること。ほぼリアルタイムでの測定が必要とされる。 

 誰がいつどこで充電したのかについての確定とそれに対する課金は、第三者が運営す

る決済機関によって取り扱われるべきである。 

 

誰が充電インフラ(充電スポット、場合によっては計測メーター)を所有すべきかという問

いには、まだ明確な解答が出ていない。これは、情報の利用可能性に対して重要な意味を

持ち、その結果、充電プロセスにおける管理度合いにも影響を与える。 

 

標準化作業に基づき、3 種類のインフラが定義され、それぞれ別々の市場モデルおよび充

電手法を有する。 

 

完全公共：公共空間である道路脇に設置。ローミング設備または事前の支払いが必要とな

る。 

半公共：大規模オフィスビルまたはスーパーの駐車場のような、企業が所有する駐車スペ

ースに設置。完全なローミング設備は不要。できる限り無料とする。 

私的所有：各地域の EV 所有者の自宅に設置。様々なレベルの管理および支払い方法がある。 

 

Edison プロジェクトは、様々なレベルの充電管理を可能にする四つのシステム設計を検



Report 6 
    

 

 
ユーロトレンド 2011.11         Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

54 

討している。 

 

 即時充電 

「接続して充電」。管理は全く存在しない。 

 タイマーを利用した充電 

単純なタイマーによって、充電開始時刻をピーク時からずらす。 

 価格シグナルを利用した充電 

EV が小売業者から価格シグナルを受信し、所有者は必要性と価格に応じて充電を行う。運

転距離に必要な充電を確保する責任は、EV 所有者にある。価格シグナルは、現物価格また

は補助サービスやグリッドの混雑状況への貢献度合いも考慮したものである。 

 車両オペレーターによる充電の管理 

車両オペレーターは、個人が所有する EV の充電を直接コントロールする。車両オペレータ

ーは、EV から特殊なシグナルを受け、複数の EV をまとめる事によって、電力網にサービ

スを提供することができる。車両オペレーターは、特定の時間帯における充電を保証する

責任を負うこともある。 

 

以下の図は、個々の EV に対する自動課金が行われた場合、EV がどのように配電網に接

続されるのかについて示している。 
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図表 6 即時充電のシステム設計 

 
同システムの設定は、タイマーを利用した充電と同じである。まず、一般の家庭は、電

力販売業者を選択する。電力販売業者は、過去の経験と知識に基づき、電力市場において

合計予測消費量に応じて値段を付ける。 

 エネルギー生産者(ユーティリティ会社)は、市場に対し、生産価格を通知し、生産と消費

が一致するところにおいて価格が決定される。このプロセスは、実際の消費および生産の 1

日前に行われる。 

 当日、消費される電力は、生産設備から、送電システム及び配電システムを通って、個々

の家庭に供給され、EV を充電する直前に家庭に設置されたメーターを通過する。 

 送電系統運用事業者（TSO）は、エネルギー生産設備と補助サービスを取引することで

バランスを保つ。DSO は、電力メーターの記録を担当する。一度メーターが読み取られる

と、データは該当する家庭の小売業者に送られ、小売業者は家庭に対し電力消費量に応じ

て課金する。 
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図表 7 個々の EV に対する自動課金(ローミング)が行われる際の電力網との接続方法 

 
基本的なシステムは、前図と同じだが、この場合、情報交換とさらにもう一つ、メータ

ーが追加される。(情報交換、及び追加されたメーターは、図表の都合上、充電スポットの

中に置かれているが、正しくは EV の中に配置されるものである) 

EV の所有者は、小売業者を選択し、EV の電力消費量に応じて課金される。これは、家

庭における電力消費量に課金されるのと同様で、通常は別々の請求書が送られる。 

EV が充電スポットに接続されると、EV の識別が始まり、電力小売業者によって EV の ID

が認証される。 

 認証後は前図と同様に、電力消費量が計測され、DSO 経由で小売業者に供給される。 
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図表 8 価格シグナル配信の方法 

 
基本的なシステムは、図 7 と同じであるが、価格シグナル、及びこれに応答するロジッ

クが追加される。(ロジックは、図表の都合上、充電スポットの中に配置されているが、正

しくは EV の中に配置されるものである) 

 小売業者は、現物価格または配電網の制約や電力規制を反映した価格を価格シグナルと

して送信する。個々の EV のロジックは、所有者の好みに応じて、価格シグナルに応答する。 
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図表 9 車両オペレーター―による充電の管理方法 

 

この場合も、基本的なシステムは、図 7 と同じである。最大の違いは、EV と小売業者の

間に、車両オペレーターが仲介する事である。（車両オペレーターの詳細については、（6）

を参照。） 

EV は、コントロール・リンクを通じて車両オペレーターと直接通信する。同リンクの接

続は、充電スポットを通す場合と、そうでない場合がある。 

それぞれの EV の所有者は、自由に車両オペレーターを選択する事が可能であり、選択し

た車両オペレーターより課金される。仮に、独立した企業として活動している場合、車両

オペレーターは小売業者を選択し、EV の電力消費量は、この二者の間で決済される。 

個々の EV の充電を直接管理しているため、車両オペレーターは、充電の電圧を増減する

ことで、TSO および DSO にサービスを提供することができる。これらのサービスは、車

両オペレーターと TSO/DSO の間で決済され、車両オペレーターが EV の所有者に有利な価

格を提示しつつも、利益を出すことを可能にしている。 
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（7） ボーンホルム島実証実験計画 

 最初の大規模な実験室試験は、デンマーク工科大学のRisøリサーチセンターにて行われ

た。同リサーチセンターには、風力タービン、太陽光発電システム、変電所、巨大バナジ

ウムイオン液体電池が備え付けられている。同リサーチセンターは、シミュレーションの

ために、センター内のエレクトリック・ヒーティング設備、ハイブリッドカー、自動車の

代用品としての小型電池から成る、自前の小型電力網を用いている。101

Edisonプロジェクトにおいて最も重要な部分は、ボーンホルム島における実物大の実証実

験段階であり、そこで、これまでの研究成果が念入りに試験・観察される。ボーンホルム

島は、バルト海に位置し、デンマークの中心地域の東部、スウェーデンの近くにある。ボ

ーンホルム島は小さく、その人口及び面積はデンマーク全体の 1%に相当する。ボーンホル

ム島は、研究ソリューションの実証実験のためのプラットフォームとして、数々の利点を

持つ。何よりもまず、デンマークの他の地域より風力発電が浸透していることである。2008

年、ボーンホルム島のエネルギー生産における風力発電の割合は、約 30％を占める。これ

は 2020 年のデンマーク全体における再生可能エネルギーに対する期待予測と同じである。

このため、ボーンホルム島は、将来計画の小型モデルとして利用することが可能である。

 

102

 さらに、ボーンホルム島と本土の電力網は海底ケーブルによって接続されており、島内

モードで運用するために接続を切ることが可能である。ボーンホルム島の電力網は、風力

発電及び EV システムの管理と測定のために、管理された、またとない環境を提供している。

これらの研究はシミュレーション主体なので、実験は供給の安定性に影響を与えず、島の

住人は安心して過ごすことができる。 

 

 発電業者のエストクラフトは、ボーンホルム島の 2 万 8,000 人の顧客のための配電シス

テム・オペレーターであり、スカンジナビア電力市場と相互に接続されている。発電量は

以下の通りである。 

 

 14 基のディーゼル発電機(石油)：39MW 

 1 基の蒸気タービン(石油)：27MW 

                                                   
101詳細情報については、以下のウェブサイトを参照。 

http://www.siemens.com/innovation/en/publications/publications_pof/pof_spring_2010/open_innovatio

n/electric_vehicles.htm 

102 Edison プロジェクトのウェブサイト “Edison-net-dk” 参照。 

http://www.edison-net.dk/News/~/link.aspx?_id=760B9A3402DC4B5DBBD3AA4660084FD9&_z=z  

http://www.siemens.com/innovation/en/publications/publications_pof/pof_spring_2010/open_innovation/electric_vehicles.htm�
http://www.siemens.com/innovation/en/publications/publications_pof/pof_spring_2010/open_innovation/electric_vehicles.htm�
http://www.edison-net.dk/News/~/link.aspx?_id=760B9A3402DC4B5DBBD3AA4660084FD9&_z=z�
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 1 基の蒸気タービン(石油/石炭)：37MW 

 35 基の風力タービン：30MW 

 ガスタービン(バイオマス)：2MW 

 

風力発電が浸透していること、近距離において島内モードを運用するという選択肢、強

力な政治的コミットメントと公的支援の存在が、ボーンホルム島を試験環境としてこの上

ないものにしている。 

 

3. その他のスマート・グリッドの取り組み 
 

(1) EcoGrid.dk 

Ecogrid.dkは、デンマークのTSOであるエナジーネット.dkによって始められたプロジェ

クトであり、50％を風力発電によってまかなうという将来のデンマークの電力システムの

技術的・経済的課題を扱っている。同プロジェクトは、エナジーネット.dkが実施する、総

額 440 万クローネを管理するForskELプログラムより資金援助を受けており、予算総額は

580 万クローネである。103

 同プロジェクトの第一段階は、17 のデンマークおよび外国の参加者によって 2007 年に

開始された。第一段階の報告書は、風力発電特有の課題を解決するため、今後 10〜15 年以

内に、デンマークの電力システムの設計を見直す必要があると結論づけている。

 

104

第二段階はエナジーネット.dkの既存の活動と、新しいForskELプロジェクトの間の調整の

ための段階である。第一段階および第二段階から得られた知見・成果は、第三段階におい

て、EUが資金を提供するボーンホルム島で行われる実証実験計画において採用される。実

証実験プロジェクトは、「エコ・グリッド（EcoGrid）.EU」として知られ、一部ForskEL

プログラムが資金を提供している、ボーンホルム島におけるEdisonプロジェクトから得ら

れたデータおよび成果を統合する。「エコ・グリッド.EU」プロジェクトは、2011 年から

 

                                                   
103詳細情報は、エネルギー＾ネット.dk のウェブサイトを参照。 

http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/EcoGrid-dk/Sider/de

fault.aspx 

104 “エネルギーネット.dk”のウェブサイト内 “EcoGrid.dk Phase I Summary Report” 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid_dk%20Pha

se1%20Summary%20Report.pdf 

http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/EcoGrid-dk/Sider/default.aspx�
http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/EcoGrid-dk/Sider/default.aspx�
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid_dk%20Phase1%20Summary%20Report.pdf�
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid_dk%20Phase1%20Summary%20Report.pdf�
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2014 年末まで行われる予定である。同プロジェクトの目的は、欧州のスマート・グリッド

のプロトタイプを開発・実験することであり、EUの第７次研究枠組み計画（ FP7」のエネ

ルギー部門の研究助成の対象である。。105

 

エンドユーザーや各地域の再生可能エネルギー源

に対して新しい可能性を提供できるようなリアルタイムのマーケットコンセプトを開発し

ていく。ボーンホルム島には 2 万 8,000 人の顧客がおり、少なくとも 2,600 人が、リアル

タイムの価格設定に対応した柔軟な電力消費を行うことになっている。そのために、参加

者の自宅には、専用の機器が備え付けられる。 

(2) 民間の取り組み 

 デンマークでは、自動車登録税が極めて高いが（車両価格が7万6,400DKK までは 105％、

これを超える金額には 180%）、 2015 年までは EV など環境配慮車への自動車税が免除さ

れることから、EV の市場投入への取り組みが進められており、民間の EV オペレーターお

よび充電スタンド企業が複数存在する。 

 米国の電池交換式EVメーカー、ベター・プレイス（Better Place）、はドングエナジーお

よび日産ルノーと提携して、デンマークに充電施設を設置し、EVを販売する取り組みを行

っている。同社はデンマークの前にイスラエルで最初のV2Gパイロットを立ち上げた。デ

ンマークは、二番目の実験プロジェクトの場になり、電力充電網を敷設・運営することを

予定している。独自のインテリジェントEVネットワーク・ソフトウェアを適用することで、

電池のデータを監視・収集し、充電時間をリアルタイムで最適化するために、そのデータ

を提携相手のドングエナジーに提供することを計画している。106

 このほか、2010 年 5 月、デンマークで最初に、充電スタンドを設置したチューズEVがあ

る。

 

107

                                                   
105“エネルギーネット.dk”のウェブサイト内 “EcoGrid EU A Prototype for European Smart Grids” (日時

不明).  

チューズEVが提供するインテリジェント・コントロール・システムは、「チューズ

POWER」と名付けられ、自動的に再生可能エネルギーを最も活用できる充電時間を選択す

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid%20E

U_an%20easy%20guide%20to%20the%20large-scale%20project.pdf 

106詳細情報については、以下のウェブサイトを参照。 

http://www.betterplace.com/the-solution-ev-network-software 

107 “ChoosEV”のウェブサイト内 “ChoosEV installerer landets første miljørigtige ladestandere til 

elbiler” (2010 年 5 月). http://www.choosev.com/presse-2/presse/2010-05-12 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid%20EU_an%20easy%20guide%20to%20the%20large-scale%20project.pdf�
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Forskning/EcoGrid%20EU_an%20easy%20guide%20to%20the%20large-scale%20project.pdf�
http://www.betterplace.com/the-solution-ev-network-software�
http://www.choosev.com/presse-2/presse/2010-05-12�
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る。ユーザーは、EVを充電スタンドに接続した際、充電が終了する時間と、次にEVを運転

する時間を設定する事が可能である。風力および発電のデータに基づき、「チューズPOWER」

は、EVが、再生可能エネルギーを最大限使用して充電されることを保証する。 

 比較的新しい市場参加者で、ベター・プレイスやチューズEVのように実績のある企業で

はないが、クリーンチャージ・ソリューションズ（Cleancharge Solutioons）は、スマート

充電技術に関して意欲的である。2011 年 1 月には、提携企業であるメルセデス・ベンツが

開発した、デンマークで最初のEVをカロンボー市長に提供した。108

 エルテル・ネットワークス（Eltel Networks）は、電力、通信およびIT企業であり、ス

マート技術の分野で市場シェアを得ようと試みている。同社のプレスリリースによると、

そのコンセプトの実現は、近日中に開始されるとしている。

カロンボー市は、デン

マークで最多のCO2 排出量が報告されている都市の一つであり、クリーンチャージ・ソリ

ューションズのスマート・グリッド技術の実験地でもある。これまでに、一つの充電スタ

ンドが市庁舎に設置され、同市を、欧州における同じ規格の 1,800 カ所の充電スタンド・

ネットワークに結びつけている。クリーンチャージ・ソリューションズの代表取締役のNils 

T. Dullumは、充電技術のオープンスタンダード及び市場リーダー間の協力がデンマークの

EV市場の進むべき道だと考えている。 
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同コンセプトの実現に必要

になるのは、各地域の変電所に設置されるボックスのみである。このボックスは、電力メ

ーター、ヒートポンプ、EV向けの充電スタンド、太陽電池板、最新の電化製品と情報交換

を可能にする。そして、それぞれの家庭が、バーチャル・コントロールパネルを用いて、

自身の電力消費量を観察・管理することを可能にする。エルテル・ネットワークスのスマ

ート・グリッドは、オープンソフトウェアを用いている唯一のソリューションで、誰もが

そのソフトウェアを開発することができる。 

                                                   
108インターネット新聞 “Dinby.dk”のウェブサイト “Danmarks første intelligente el-bil kører rundt i 

Kalundborg Kommune” (2011 年 1 月).   

http://www.dinby.dk/kalundborg/danmarks-forste-intelligente-el-bil-korer-rundt-i-kalundborg-kommu

ne 

109エテルネットワークス社 (Etel Networks)のウェブサイト “Vi er kun én boks fra et dansk Smart Grid” 

(2010 年 11 月).  

http://www.eltelnetworks.com/da/Dansk/NyhederDK/2010-1118---Holckenhavn-Slot-dannede-rammen

-om-Eltels-Smart-Grid-konference/ 
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アンケート返送先    FAX：  03-3587-2485 

e-mail：ORD@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 欧州ロシア CIS課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：欧州主要国のスマートグリッドへの取り組み 1.2 

ジェトロでは、欧州主要国のスマートグリッドへの取り組みを目的に本調査を実施いたしま

した。報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査

テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「欧州主要国のスマートグリッドへの

取り組み」について、どのように思われましたでしょうか？ 

（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただき

ます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いた

します。 

～ご協力有難うございました～ 
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