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Smart community has received a lot of attention as model district of decarbonizing society. However, requirement 

definition of smart community is not clear yet. In this paper, the definition of the smart community is discussed through 

Japanese case analysis. As a result, requirement definition of smart community has been organized into three categories 

of energy, social function, and information and communication technology. In the latter part of the paper, index of 

energy performance of smart community is proposed. These are the degree of attainment of net zero energy community, 

CO2 emission, cost, load ratio of electric power system, and self-consumption rate of the PV generation etc. Example 

of these evaluation is performed for a model smart community by simulation. In addition, the long-term change of the 

energy demand considering life stage change is revealed.  
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1. はじめに  

 近年、新規の住宅団地開発において「スマートコミュニティ」

「スマートシティ」等の呼称がよく用いられる。しかし、スマー

トコミュニティの具体的な定義は明確ではない。例えば、経済産

業省の支援の下で日本の産官学が連携したスマートコミュニテ

ィアライアンス(JSCA)によると、「スマートコミュニティは、電気

の有効利用に加え、熱や未利用エネルギーも含めたエネルギーの

「面的利用」や、地域の交通システム、市民のライフスタイルの

変革などを複合的に組み合わせたエリア単位での次世代のエネ

ルギー・社会システムの概念」1)とされており、エネルギー面が強

調されている。経済産業省主導の「次世代型エネルギー・社会シ

ステム実証」地域に選定された神奈川県横浜市、愛知県豊田市、

京都府けいはんな学園都市、福岡県北九州市の4つの地域におけ

るスマートコミュニティ実証実験では、情報技術を活用したエネ

ルギーマネジメントシステムの実装という側面に重点が置かれ

ている。 

一方、海外においては、EUが 2014年よりスタートさせた運輸

とエネルギー分野における科学技術・イノベーション政策プログ

ラムHorizon 2020の一分野であるSmart Cities & Communities

では、その趣旨として「都市域における持続可能な開発は重要な

挑戦である。そのためには特にエネルギー、交通、ICT の分野に

おいて新しい、効率的でユーザーフレンドリーな技術とサービス

を必要とする。」2)との記述があり、「持続可能な開発」がその目的

であり、エネルギー技術や情報技術はその道具として位置づけら

れていることがわかる。 

 パリ協定に基づき、温室効果ガス排出の無いゼロカーボン社会

を目指す中で、新規の住宅地開発においては最先端の省エネルギ

ー･低炭素性能を持つことはその寿命の長さを考えれば当然のこ

とであるのに加え、スマートコミュニティにおいてはまちづくり

におけるその他の課題の解決や住み続けるための魅力の創出な

ど多面的な課題に対応する機能が求められると言えるだろう。す

なわち、スマートコミュニティは1989年の環境白書に「エコポリ

ス」が掲げられたことにはじまる「環境に優しいまちづくり」の

系譜、太陽電池（以下、PV）や住宅用燃料電池システムなど分散

型の高効率発電システムの普及や情報科学技術の進展による各

住宅の機器のネットワーク接続とその住宅･地域レベルでのエネ

ルギーマネジメント(HEMS, CEMS)といった技術的背景に、消費者

である居住者にとっての魅力づくりを含めた現在のまちづくり

における諸課題の解決への努力の系譜が融合した、新しい街区の

概念を示すものと考えられる。 

従来、街区レベルでのエネルギーシステムの整備に着目した既

往研究として、街区特性や需要パターンに適したエネルギーシス

テムを見いだす研究 3,4)、スマートグリッド関連では、市町村レベ

ルで住宅電力需要のロードカーブを推計した研究 5)や特性の異な

る街区のロードカーブを推計した研究 6)等がある。また、環境配

慮型街区の評価指標に関する研究 7)もあるが、スマートコミュニ

ティの重要なポイントである環境・エネルギー面の定量的性能評

価を含めた多面的評価法については依然確立されていないと言

える。 

本論文ではまず、国内事例の分析から「スマートコミュニティ」

が備えるべき要件を整理する。次にエネルギー性能について取り

上げ、その評価指標の提案と、居住者一人一人の行動からボトム

アップで街区全体のエネルギー消費を推計するシミュレーショ

ンを用いた具体的な街区に対する評価事例を示し、特に長期的に

居住者の構成が変化していくことによって、どのようにエネルギ

ー消費が変化するのか検討を行う。 
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2. スマートコミュニティの要件 

 ここでは、国内のスマートコミュニティの既存事例の情報を収

集し、各事例の要件を分析することで、国内におけるスマートコ

ミュニティの要件定義を行う。 

(1) 既存事例の収集とフレームワークの作成 

表 1に筆者が収集した11件の国内事例を示す。これらの事例

は、開発主体が自治体や民間企業など様々であり、開発内容も事

例によって大きく異なるが、いずれも過去 20 年以内にまちびら

きが行われた戸建住宅や集合住宅主体かつ、まちづくりにおける

環境・エネルギー配慮に大きく重点が置かれた開発である。 

各事例の情報は、ホームページの閲覧や見学等を通じて収集し

た。これらの情報は、各事例のプレーヤーが各々の目指すスマー

トコミュニティ像に沿って公開しており、公開された情報の示し

方が多岐に渡ることから、全事例の情報を統括できる整理シート

を作成することで情報の集約を試みた。整理シートのフレームワ

ークは、採用されている技術や機器がどのような目的で導入され

ているかという観点で項目を設定した。例として、事例の一つで

あるFujisawa SST（Sustainable Smart Town）

の情報を実際にフレームワークに適用したもの

を表 2に示す。表 2の通り、フレームワークは

「基本情報」、「環境・エネルギー面」、「社会的

機能面」より構成されている。「環境・エネルギ

ー面」、「社会的機能面」では、導入されている

技術・機器・取り組み等を建築規模と街区規模

の2つの規模から区分し、更に、HEMSなどの情

報技術が関与する要素を下線部で示している。 

Fujisawa SST8,9)は、住宅だけでなく商業施設、

健康・福祉施設、公園等を含む19 haに渡る事

例で、先進的な試みを行う複数の企業で構成さ

れるFujisawa SST協議会により、街区開発・運

営の方針が決定されている。街区目標として、

CO2排出量 70 %削減、再生可能エネルギー利用

率30 %以上、ライフライン確保3日間などを掲

げており、ガイドラインの設定によってその達

成を目指している。このガイドラインでは、自

治体が地区計画や景観形成地区の指定によって

規制できない建物の性能やエネルギー性能に関

しても言及しており、開発者は開発時に、開発

内容がガイドラインに沿っているかどうかをマ

ネジメント会社に届け出る必要があることか

ら、実質的に拘束力を持った形で街区内の建物

のエネルギー性能を担保している。また、ガイ

ドラインではエネルギーだけでなく緑化や生物

多様性にも言及しており、多様な指標を用いて

良質な街区形成を規定している。 

環境・エネルギー面では、HEMSによる家電機

器の稼働時間制御や、HEMSや住民専用のWebサ

イトを利用したエネルギーの見える化、省エネ

ルギーアドバイスや家電製品消費電力ランキン

グ掲載等が行われている。（本サービスは「住宅・建築物省CO2先

導事業」での取組みのため入居2年限定のサービスで、その後は

HEMS の見える化のみとなる。）また、電気自動車のシェアリング

システムや電気自動車用コンセントの設置などモビリティに関

する設備が整っている。住民に配布されるID認証カードでは、イ

ベントの参加や省エネルギー実績、カーシェアリング利用等が管

理され、成果がエコポイントとして還元されるシステムとなって

いる。戸建住宅に導入されているエネルギー上の特徴として、オ

所在地

開発前の土地

用途

竣工年

建物用途

敷地面積

［ha］

居住者数

［戸］

事業・補助金

賞

主体

建築規模 街区規模

パッシブ設計 ウィンドキャッチ窓、温度差換気 風の道

機器の導入 温湿度センサー

断熱性の向上 Low-eペアガラス

省エネエアコン、LED照明

HEMS（家電コントロール）

見える化 HEMS、住民専用のWebサイト

エコポイントの付与 ID認証カード

省エネアドバイス HEMS、住民専用のWebサイト

モビリティシェアリン

グ/

モビリティレンタル

電気自動車用コンセント、レンタカーデ

リバリ、電動サイクルシェア、バッテ

リーステーション

再生可能エネルギー 太陽電池（戸建） 太陽電池（共用部）

その他の分散型エネル

ギー

蓄電池（戸建）、

家庭用燃料電池（戸建）
蓄電池（共用部）、V2H（共用部）

資源の節約 節水 節水トイレ、節水シャワー

建築規模 街区規模

交通安全 車の通り抜けを減らす道路構造

防犯 ホームセキュリティ

タウンセキュリティ（夜間巡回・タウン

カメラ、センサー付きLED街路灯）、街

区入口の限定

防災

非常時バックアップ電源システム（非常

時回路等）、災害情報の自動通知、非常

時安否確認、耐震構造

電線地中化、中圧ガス導管使用、防災共

助グループ、防災意識向上イベント

ハード

ソフト

モビリティ

商業

教育

健康

社会的機能面
導入技術・機器（情報）

安全

省エネ行動の

喚起

分散型エネル

ギーの導入

エネルギーマネジメント

基本情報

神奈川県藤沢市

パナソニック藤沢工場の跡地

2014

住宅　商業施設　健康・福祉施設（医療・看護・介護・薬局・保育所・図書スペース・塾・イベントホー

ル）教育施設　公園

19

1000（戸建600戸/集合400戸）

国土交通省「住宅・建築物　省CO2先導事業」、環境省「低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対

策事業」

CASBEE-まちづくりSランク

Fujisawa SST協議会（代表幹事：パナソニック）

環境・エネルギー面
導入技術・機器（情報）

熱負荷の低減

機器の省エネ化・高効率化

コミュニティ
IDカード、集会所、公園

住民専用のWebサイト、イベント、タウンマネジメント組織

自然・景観 電線地中化、ガイドライン

利便・福祉

トータルモビリティサービス、街区専用の配送センター（宅配）

ショッピングセンター

図書・実験コーナー、習い事教室、保育所、学習塾、学童保育、英会話教室

健康診断、医療、介護、薬局、スポーツクラブ、クリニック、健康関連サービス

表 2 Fujisawa SSTについての整理例 

表1 国内事例 
事例名 所在地 竣工年

Fujisawa SST 神奈川 2014

柏の葉スマートシティ 千葉 2000
越谷レイクタウン美環の杜 埼玉 2008

大宮ヴィジョン 埼玉 2015
エムスマートシティ熊谷 埼玉 2013

スマートハウスの街 愛知 2011
近鉄あやめ池住宅地 奈良 2010

SMA ECO TOWN 晴美台 大阪 2013

南千里まちづくり事業 大阪 2010
潮芦屋そらしま 兵庫 2012

みんなの未来区 BONJONO 福岡 2016
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ール電化、PV、蓄電池、家庭用燃料電池（燃料電池タイプ住戸の

み）の導入がある。共用部ではPV、蓄電池、V2H（Vehicle to Home）

が導入されている。 

一方で社会的機能面の特徴としては、タウンマネジメント組織

の充実により街区形成後も街の維持管理が徹底されている点が

挙げられる。本事例には、Fujisawa SSTコミッティと呼ばれる自

治組織があり、住民が会費を支払い入会している。この自治組織

は Fujisawa SST マネジメント株式会社が運営サポートを行って

おり、タウンマネジメントに関しても自治組織から委託されてい

る。つまり、本来自治会などが担ってきた事業を専門的なマネジ

メント会社に委託することで、開発時と変わらない街区の状態が

維持される。具体的には、Fujisawa SSTコミッティは、タウンセ

キュリティや住民専用のWebサイト・掲示板の運営、街区内エコ

ポイントの運営、その他イベントの実施等を行っている。また、

防災に関しては、非常時バックアップ電源システムの導入や中圧

ガス管の使用、電線の地中化により、災害時の電力の供給を可能

としている。共用部のPVで発電した電力は、平常時は電力系統へ

売電し、災害時は住民と周辺地域住民へ開放される。また、本事

例では、商業施設やモビリティが充実している。モビリティに関

しては、トータルモビリティサービスによって、車を使う時間帯

や目的地までの距離や環境等の利用シーンやニーズに応じて、電

気自動車や電動アシスト自転車等のシェアリングサービスと、車

が家の近くまで運ばれてくるレンタカーデリバリーを使い分け

ることができる。 

本事例は、協議会の設立やガイドラインの設定の成果として

様々な取り組みが行われており、特に社会的機能面における取り

組みが充実している事例であると言える。なお、HEMS等の情報技

術による建物内でのエネルギー管理システムは整備されている

が、地域内でのエネルギーの融通等街区スケールでの特徴のある

エネルギーインフラの整備は行われていない。 

(2) スマートコミュニティの要件定義 

表 2のように各事例について要件を整理し、全事例の要件を整

理し、とりまとめることで、国内におけるスマートコミュニティ

の要件を「環境・エネルギー面」、「社会的機能面」、「情報技術」

の3つの観点より定義した（図 1）。 

 

 

図 1 スマートコミュニティの要件概要図 

 

まず、スマートコミュニティに求められる要件として、低炭素

社会を実現するための省エネルギー技術や再生可能エネルギー

技術の普及、エネルギーマネジメント等の「環境・エネルギー面」

の要素群が挙げられる。次に、スマートコミュニティが実現する

ためには、購入者である住民にとって魅力となるための「社会的

機能面」の整備が不可欠となる。更に、スマートコミュニティで

は、エネルギーマネジメントの目的で搭載された「情報技術」を、

社会的機能面にも活用することで、街区の魅力を向上させるコベ

ネフィット効果を得ることが可能となる。これにより、エネルギ

ー効率の高いスマートコミュニティの普及促進が実現できると

考えられる。表 3に要件の詳細を示す。なお、「情報技術」は「環

境・エネルギー面」と「社会的機能面」の両面にわたって機能す

ると考えるため、表中では、情報技術が関わる要素を下線で示す。 

 

表3 要件の詳細 

 

 

(Ⅰ) 環境・エネルギー面 

環境・エネルギー面では、風の道の整備等による熱負荷の低減

や住宅･機器の高性能・高効率化による建物単体や街区全体での

省エネルギーに関する要素が挙げられる。また、情報技術の利用

によって、エネルギー消費の計測や最適化、家電機器の稼働制御

等の「エネルギーマネジメント」、計測データを用いたエネルギー

の見える化や、通風ポテンシャルや電力需給逼迫情報等周辺環境

の通知、各家庭に合わせた省エネルギーアドバイス等の「省エネ

行動の喚起」が可能となる。「省エネ行動の喚起」では、他にも、

電気自動車コンセントの設置やカーシェアリングの実施等のモ

ビリティでの取組みや、エコ教室等のイベント実施が挙げられる。

更に、環境・エネルギー面ではPV等の再生可能エネルギーや蓄電

池、家庭用燃料電池等の「分散型エネルギーの導入」による脱炭

素化への貢献やエネルギーの自給率向上が期待される。将来的に

は PV 等変動する再生可能エネルギーの増加に伴い、電力供給シ

ステムの需給を安定化させるための分散型エネルギーと情報技

術を連携させたエネルギーマネジメントが重要となるが、実際に

これらを実施している事例はほとんどみられず、今後求められる

エネルギーマネジメントシステムの内容の具体化が課題である。 

(Ⅱ) 社会的機能面 

社会的機能面では、「安全」、街区内外での「コミュニティ」や

「自然・景観」の形成、居住者や周辺住民の「利便・福祉」と言

った要素が挙げられる。まず、「安全」では、交通安全（見通しの

良い街区形成や街区内道路でのイメージハンプ・T 字路・ループ

道路の導入、歩車分離など）や、防犯（ホームセキュリティシス

テム・防犯カメラ・街灯の設置、警備員による巡回警備などタウ

ンセキュリティへの取組み等）、防災（災害時回路や、災害時コン

情報技術 安全
コミュニティ
自然・景観
利便・福祉

負荷の低減
省エネルギー
機器の高効率化
分散型エネルギー
資源の節約

社会的機能面

エネルギーマネジメント
省エネ行動の喚起
住民の見守り
地域情報の提供

環境・エネルギー面

パッシブ設計 交通安全

機器の導入 防犯

断熱性の向上 防災

ハード

ソフト

見える化

エコポイントの付与 モビリティ

環境状態の通知 商業

省エネアドバイス 宅配

モビリティシェアリング/

レンタル
教育

イベントの開催 健康

再生可能エネルギー

その他分散型エネルギー

節水

ゴミのリサイクル

建設における省エネ・

資源の節約

省エネ行動の喚起

自然・景観

利便・福祉

分散型エネルギーの導入

資源の節約

環境・エネルギー面 社会的機能面

熱負荷の低減 安全

機器の省エネ化・高効率化
コミュニティ

エネルギーマネジメント

- 116 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, August, 2018 

 

 

 

セントの設置、避難所や備蓄庫の設置、建物の耐震性等）に関す

る要素が挙げられる。「コミュニティ」は、ハード面とソフト面で

分類でき、ハード面では公園や集会所等の公共スペース、ソフト

面では、タウンマネジメント組織が運営するWebサイトやHEMSの

モニターを通じた地域の情報発信、イベント開催等の要素が挙げ

られる。また、スマートコミュニティでは、環境配慮都市の概念

を引き継ぐ「自然」への配慮や、ガイドラインによって規定され

た街並みや緑化、電柱の地中化、伝統文化の継承等の「景観」の

形成も重要な要素である。そして最後に、「利便・福祉」では、レ

ンタカーやカーシェア、電気自動車コンセントの設置等のモビリ

ティ、商業施設の設置、宅配サービス、習い事教室や塾、病院や

クリニックなど健康施設や健康イベントの実施などの機能や

様々なサービスが挙げられる。 

社会的機能面における情報技術の搭載では、センシングし

たデータを用いた高齢者や子供の見守りサービス（健康・防

犯）や、防犯カメラの映像の共有(防犯)、災害情報の伝達・分

散型エネルギーシステムとエネルギー管理による災害時の電

力供給（防災）、地域情報やイベント情報の共有（コミュニテ

ィ）、モビリティレンタルの予約や宅配状況等の情報共有（利

便）等のサービスが可能となる。 

調査事例における社会的機能面の充実度は、それらを管理

する組織の有無やインセンティブによって大きく異なること

から、スマートコミュニティの計画段階において、ステークホ

ルダーの関係性も踏まえて、社会的機能の充実を検討するこ

とが重要であると言える。 

 

3. シミュレーションによる環境・エネルギー面の定量評価 

前章で述べたスマートコミュニティの要件のうち、環境・エネ

ルギー面については、定量的評価を行うことが重要である。その

ため、筆者らが開発している家庭部門エネルギー最終需要モデル

をスマートコミュニティのエネルギー推計に応用するとともに、

環境・エネルギー面でスマートコミュニティを評価する指標を提

案する。 

(1) シミュレーションモデルの概要 

図 2に本モデル 10)の概要を示す。本モデルは、5分ステップで

各居住者行動モデル、機器稼働モデルを連成させることで各住宅

内の全ての機器・設備のエネルギー消費を求め、かつそれら人員・

機器による発熱をも考慮した動的熱負荷計算を用いることで冷

暖房エネルギー消費の正確な推計も可能としたボトムアップモ

デルである。更に各住宅のエネルギー消費を集計することで、コ

ミュニティスケールでのエネルギー消費・電力ロードカーブを再

現することが可能である。また、同じ気象データを用いてエネル

ギー消費とPVの発電量を算出し、電力の逆潮流や自家消費、購入

電力の算出が可能である。 

(2) シミュレーション対象街区の設定 

本研究では、大阪府における開発段階のスマートコミュニティ

の住宅プラン（間取りや壁・屋根・窓の仕様）や気象条件、住宅

設備・機器等に関する情報を参考に計算条件を決定しており、表 

4に示すLED照明やヒートポンプ給湯器（以下、HP給湯器）が設

置されたオール電化住宅が303戸並ぶ街区を想定する。また居住

者に関しては、統計調査の結果 11,12)およびハウスメーカーへのヒ

アリングに基づき、表 5に示す4パターンの世帯を想定する。住

宅購入者は、年齢区分30〜40歳の夫婦を想定している。 

更に、住宅の類型について2パターンの住宅プランと真南を基

準に東向き30度から西向き30度まで6パターンの住宅の方位を

設定し、これらの 12 パターンの住宅類型と先述した 4 パターン

の世帯類型の計48パターンの「代表世帯」の住宅エネルギー消費

推計の積み上げにより、街区エネルギー消費及び発電量の推計を

行う。 

  

家電機器エネルギー消費モデル

給湯エネルギー消費モデル

暖冷房エネルギー消費モデル
（熱負荷計算）

代表世帯のエネルギー消費

街区全体のエネルギー消費

4
家
族
類
型

１
２
住
宅
類
型

社会生活基本調査

家電機器保有数量

家電機器の消費電力

行為別使用湯量

気象データ

住宅間取り情報

類型別世帯数

住宅ストックの熱性能構成比

入力データ

代
表
世
帯
ル
ー
プ

5分間隔で推計

居住者行動モデル
（各居住者の行動スケジュールの作成）

国
勢
調
査

壁・屋根・窓の仕様情報

家電機器操作確率

上水温度

湯はり頻度

暖冷房設定温度

エアコン定格COP・実効COP算出式

内部発熱

機器発熱

人体発熱

代表世帯のエネルギー消費を
街区全体（303戸）へ拡張

図 2 モデルの概要 

設備 種類 仕様など

タンク容量：370L

貯湯温度：65℃～85℃

定格給湯能力：4.53 kW

照明 全てLED照明 LD：99 W、主寝室：59 W　など

LD：HP温水式床暖房 敷設面積：13 m
2

その他の居室：エアコン LD：4.0 kW機、定格暖房COP 4.14　など

冷房 全ての居室：エアコン LD：4.0 kW機、定格冷房COP 3.66　など

太陽電池 PV容量　4.0 kW ※1

給湯器 ヒートポンプ（HP）給湯器

暖房

※1すべて南面の屋根に設置、仰角は5寸勾配（26.565°）

表 4 設備と機器の仕様 

世帯数 世帯類型 戸数

32

55

片働き夫婦 + 小学生2人 80

共働き夫婦 + 小学生2人 136

2人

4人

片働き夫婦

共働き夫婦

表 5 世帯類型 
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(3) 評価指標の提案 

 表 6に提案する評価指標を示す。本研究では、影響・便益を受

ける主体別に「環境」、「居住者」、「電力系統」の3点から評価を

行う。まず、「環境」視点の評価では低炭素街区の実現に向けてCO2

排出量やゼロ・エネルギー街区（ZEC）達成率の評価を行う。次に、

「居住者視点」の評価では FIT（固定価格買取制度）売電価格の

低下により PV 売電のメリットがなくなった後の経済性の観点か

ら自家消費率を指標として取り上げる。最後に、「電力系統視点」

の評価では再生可能エネルギーの大量導入に伴う電力系統への

負荷を評価する。以下に各評価指標について詳述する。 

表 6 評価指標一覧 

 

 

(Ⅰ) 環境視点の評価 

● ZEC達成率 

低炭素まちづくりにおいて、再生可能エネルギーを利用した街

全体でのエネルギー収支均衡を達成することは一つの目標であ

る。そこで、PVによる創エネルギー及び消費エネルギーの削減に

より、年間の正味一次エネルギー消費がゼロあるいはマイナスに

なる街区をネット・ゼロ・エネルギー街区（以下ZEC）と定義し、

その達成率を評価する（式（1））。電力の一次エネルギー変換係数

は、0.00976 GJ/kWhを用いる 13)。 

 評価結果を図 3に示す。街区内の全世帯に設置されたPVとLED

等の機器の設置による省エネルギーの結果、ZEC達成率は53.4 %

となった。ZECを達成するためには、各世帯設置のPVの容量を大

きくすること、街区内の共用部に大容量のPVを設置すること、さ

らなる省エネルギー対策を施すこと等が求められる。 

 ZEC 達成率＝
年間PV 発電量

年間電力消費量
× 100      式（1） 

● CO2排出量 

CO2排出量の削減は、低炭素社会構築の先鞭を付けるスマートコ

ミュニティの主目的でもある。本事例のように電力のみを消費す

る街区の CO2排出量は正味の電力消費量に電源の CO2排出係数を

乗じることで求められるが、スマートコミュニティでの売電･買

電の増減は、主として需給調整に用いられる火力発電の稼働量を

増減させると考えられるので、火力発電平均の排出係数を用いた

排出量で評価を行う（式（2））。CO2排出係数は関西電力の2013年

の火力平均排出係数 14)として0.00065t-CO2/kWhを用いる。 

評価結果を図 4に示す。ここでは比較のため対象街区において

PVを設置しないケースを示す。スマートコミュニティでは、PV設

置に伴う購入電力の減少と売電量の増加により、CO2排出量は PV

なしのケースと比べて半分以下に減少する。 

CO2排出量= (購入電力量× 火力平均排出係数) 

         − (売電量× 火力平均排出係数)  式（2） 

 

   

図 3 ZEC達成率の評価   図 4 年間CO2排出量の評価 

 

(Ⅱ) 居住者視点の評価 

● 自家消費率 

FITの売電価格低下により、PVが発電した電力は自家消費した

方が居住者の利益となる。自家消費率は PV 発電量のうち自家消

費量が占める割合で、式（3）で評価する。 

評価結果を図 5に示す。対象街区ではPVの自家消費率42 %と

なった。PVの発電は日中に大きいが、家庭における一日の電力消

費需要は、HP給湯器が稼働する早朝と多くの居住者が帰宅する夕

方以降に集中する。蓄電池や DR などのエネルギーマネジメント

によって、PV発電時間と消費時間のずれを調整することで、自家

消費率を高めることができる。 

自家消費率=
年間自家消費量

年間PV 発電量
× 100 式（3） 

● コスト 

コストは年間の電力購入による電気料金と、PVの余剰電力の売

電による売電収入の収支を年間コストとして評価する。コストは、

表 7に示す関西電力の電気料金 15)及び、国の定めるPVの買取価

格16)に基づき算出する。各機器のイニシャルコストは評価しない。 

評価結果を図 6示す。スマートコミュニティでは、PVによる購

入電力の減少と売電収入により、一世帯平均で年間約9万円のラ

ンニングコストを削減することができる。 

 

表7 電気料金とPV買取価格 

 

 

  

図 5 自家消費率の評価     図 6 年間コストの評価 

（一世帯平均）   

評価視点 評価指標一覧

　・ZEC達成率

　・二酸化炭素排出量

　・自家消費率

　・コスト

　・系統負荷率

　・PVピーク時の逆潮流電力
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(Ⅲ) 電力系統視点の評価 

スマートコミュニティでは、街区規模での PV の大規模導入に

より、余剰電力の逆潮流に伴う配電系統への負荷の増大が懸念さ

れる。そこで、系統から供給する電力と街区から系統へ逆潮され

る電力の2つの観点より以下の評価指標を提案する。 

● 系統負荷率 

系統負荷率は、年間で系統が供給可能な最大電力量に対して実

際に消費した電力量の割合を評価することができる指標である

（式（4））。系統負荷率は、高いほど系統側の設備投資に対して売

り上げが大きいことを示しており、電力供給側の経済性を表して

いる。 

評価結果を図 7に示す。いずれのケースも、ピーク系統負荷は

1月23日の夜21時に記録されている。一方で、対象街区ではPV

を設置することで系統負荷量が大きく減少しており、その結果PV

が設置された対象街区では系統負荷率が19.1 %と小さくなった。

今後 DR 等のエネルギーマネジメントで需要側でのピーク時にお

ける消費電力を調整することにより、ピーク系統負荷を抑制する

ことが重要であると考えられる。 

年間系統負荷量= ∑ (時刻別消費電力− 時刻別PV 発電量)
𝑡

 

系統負荷= 消費電力− PV 発電電力     式（4） 

 

● PVピーク時の逆潮流電力 

電力系統への逆潮流による負荷の評価指標として PV ピーク時

平均逆潮流電力を提案する。逆潮流電力のピークを抑制すること

で、配電線電圧管理の観点からは、電圧逸脱によるPV発電抑制の

回避が可能となる。 

図 8 に逆潮流電力の時刻別年間平均値を示す。PV 逆潮流電力

は、PV発電量から自家消費分を差し引いた電力で売電分と等しい。

PV逆潮流電力のピーク値は12時の363 kWであり、小規模なメガ

ソーラーに匹敵する電力が系統に流れることになる。 

 

 

図 7 系統負荷率の評価     図 8 時刻別PV逆潮流電力 

   の年間平均値    

 

4. スマートコミュニティの経年変化を考慮した評価 

 スマートコミュニティはほとんどの場合新規開発であり、居住

者は新築住宅に入居する。日本の場合、新築住宅に入居した家庭

は、経年変化に伴いライフステージを変えながら長期間居住する

ことが想定される。従って、同じコミュニティでも年月が経過す

ると居住者の構成が変化し、それによってエネルギー消費も影響

を受けることが予想される。本研究では、スマートコミュニティ

の長期にわたるエネルギー性能の変化を評価することを目的と

し、居住者の世帯構成がライフステージにより変化した場合の評

価を行う。表 8にライフステージの移行による世帯類型の変化を

示す。本研究では3つのライフステージについて世帯類型を設定

した。 

表 8 ライフステージ別世帯類型 

 

 

まず、ステージ1では建築直後の住宅購入者像を想定しており、

前述した表 5の4パターンの世帯類型を用いる。次にステージ2

では、ステージ 1から 15年経過した世帯類型で、ステージ 1で

子供がいなかった夫婦が子供を持つなど世帯構成が多様化する

ことが考えられることから、6 パターンの世帯類型を設定する。

そして最後にステージ3は、ステージ2から15年後、ステージ1

からは 30 年後を想定した 5 パターンの世帯類型を設定する。ス

テージ 3の特徴は、高齢夫婦のみの世帯や、居住者が高齢化し 3

世代からなる世帯等、これまでのライフステージでは見られない

世帯類型が増加することである。 

本研究では、経年変化に伴う機器の劣化や、気候の変化は考慮

せず、世帯類型の変化のみを考慮している。 

(1) シミュレーション結果 

 図 9 に年間で最も日射量が多い 6 月の代表日における街区全

体のロードカーブを示す。電力消費は居住者が睡眠または外出し

ている深夜及び日中に小さくなる。早朝3時から6時頃のロード

カーブの立ち上がりは、HP給湯器の稼働によるものである。また、

PV は太陽が出始める 5 時頃より発電が開始され、12 時にピーク

を迎えた後、夕方19時頃まで減少する。 

 

 

図 9 代表日のロードカーブ 

 

ライフステージ別に比較すると、ライフステージの変化に伴い
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消費電力は増加傾向にあり、中でもステージ3では、主にPVの発

電が盛んな日中に消費電力が増加する。これは、世帯類型の変化

に伴う居住者数及び在宅時間の増加が主な要因であると考えら

れる。ステージ3については、日中の在宅時間が比較的長い主婦

や高齢者の居住者数が他のステージの2倍以上である（表 9）こ

とから、厨房家電用途を中心により消費電力が増加したと考えら

れる。 

 

表 9 ステージ毎の居住者数と専業主婦・高齢者の人数 

 

 

次に、ライフステージ毎の年間電力消費量の推計結果を表 10

に示す。ライフステージが進むにつれ、消費電力量は増加してい

ることがわかる。自家消費量及び売電量に関しては、消費電力量

の増加に伴い、自家消費量は増加し、その結果売電量は減少、購

入電力量は増加する。次節ではこれらの推計結果を、評価指標を

用いて示す。 

 

表 10 年間二次エネルギー量 

 

 

(2) 評価指標を用いたライフステージの影響評価 

3章で提案した6つの評価指標より、「ZEC達成率」と「系統負

荷率」の指標を用いて評価を行う。 

まず、ZEC達成率の評価結果を図 10に示す。本研究では、経年

変化に伴う機器の劣化や変更、気候条件の変化は考慮していない

ことから、PV 発電量はライフステージ間で差異はない。つまり、

ZEC 達成率は世帯類型の変化による消費電力量の変化に左右され

ており、推計の結果、ZEC 達成率はライフステージが進むにつれ

減少することがわかった。一方で、図 11に示す系統負荷率は増

加傾向にある。これは、系統負荷量の増加によるものである。系

統負荷量は消費電力と PV 発電量の差分であることから、ステー

ジ間の PV 発電量が変わらない本研究においては、消費電力量の

増加分が系統負荷量の増加量となっており、系統負荷率の変化に

起因している。 

このように、居住者のライフステージを考慮した推計により、

「ZEC達成率」の評価は低下、「系統負荷率」は向上することがわ

かった。また、いずれの指標もステージ間での変化量が、ステー

ジ2よりもステージ3への移行時に、最も大きくなっており、つ

まり開発から 30 年程度経過すると、エネルギーの消費実態が大

きく変化し、各指標への影響が顕著に現れることが明らかとなっ

た。 

 

 

図 10 ZEC達成率の評価 

 

図 11 系統負荷率の評価 

 

5. おわりに 

 本論文では、国内事例の分析からスマートコミュニティが満た

すべき要件を整理し、その後エネルギーに関する指標の提案を行

ってその計算例を示した。本研究で得られた成果は以下の通りで

ある。 

1) スマートコミュニティが満たすべき要件として、「環境・エネ

ルギー面」と「社会的機能面」が挙げられ、両者にわたって「情

報技術」が搭載されることで多彩な機能や高いエネルギー性能が

同時に得られているということを事例調査より明らかにするこ

とができた。 

2) スマートコミュニティのエネルギー性能について、環境・居

住者・電力系統の3つの視点より評価指標を提案し、仮想的なス

マートコミュニティを対象としたボトムアップ型エネルギー最

終需要モデルによるエネルギー推計を行うことで評価例を示し

た。 

3) 更に、長期的なスマートコミュニティの評価として、経年変

化に伴う居住者の世帯構成の変化を推定し、エネルギー需要の推

移を予測した。その結果、入居後30年程度経過するとエネルギー

の消費実態が大きく変化し、各指標への影響が顕著に現れること

が明らかになった。その際、系統負荷視点の評価指標では評価が

高まるのに対し、環境視点のZEC達成率の評価指標では、評価が

低下することが示された。 

4) 以上を踏まえ、環境・エネルギー面、社会的機能面、情報技

術を包括するスマートコミュニティでは、エネルギー性能を評価

する際に、環境・居住者・電力系統の各視点における評価指標の

中で、どの指標に重みをおくか、開発時に検討しておくことが重

要であると言える。 

 今後の課題としては、風の道の形成等のパッシブ効果や情報技

術によるエネルギーマネジメントの効果をシミュレーションモ

デルへ実装することで、より精度の高いスマートコミュニティの
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エネルギー性能の定量評価を行っていくこと、また、電力系統へ

の影響については、提案した系統負荷率や PV 逆潮流電力が及ぼ

す影響について、実際の系統運用を考慮した評価指標の高度化が

必要であると考えられる。なお、本研究はスマートコミュニティ

の要件定義と評価に焦点を当てたが、今後はステークホルダーの

誘導や各種制度を考慮したスマートコミュニティの計画手法の

開発に関する研究への発展が期待される。 
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