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 横浜スマートコミュニティ(事務局：神奈川県横浜市港北区新横浜 (株)ＰＡＬＴＥＫ内、代表 有馬 仁志
(dSPACE Japan(株) 代表取締役社長))は、横浜市内の住宅展示場：ｔｖｋハウジングプラザ横浜に建設
したスマートセルにて、次世代型スマートハウス向けのエネルギーシステムの実証実験を行って参りまし
たが、この度、新電力サービスの創出を目的として、システムをリニューアルいたしました。 
 
 横浜スマートコミュニティは、横浜市の協力のもと、2016年の電力自由化や今後のエネルギー政策に
向け、より多くの業種の幅広い知見をエネルギーの分野に集結させ、イノベーションを起こしやすい環境
を整えるために活動してまいりました。 
 その中で、今後現れる多くの要求に対応するために、より柔軟で拡張性に優れたエネルギーシステムの
パッケージ（以下スマートエネルギー・アーキテクチャ）を構築するという共通目的の元、複数の分野に
またがるメンバー企業が協力し、分散型電源からサービス提供までの一連の流れをパッケージ化しました。
今回、横浜スマートコミュニティとして一つの成果を発表いたします。 
 
 スマートエネルギー・アーキテクチャでは、横浜スマートコミュニティの各メンバーがそれぞれの会社
の強みを生かし、新しいエネルギーサービスに向けた要素技術を作成いたしました。アーキテクチャの特
徴として、それぞれの企業の製品・サービスが疎結合でありながら、互いの技術を生かし、協調すること
で、エンドユーザーに向けたサービスを提供できる形となっております。 
 
 スマートエネルギー・アーキテクチャ内のそれぞれのコンポーネントは、以下の各社が担当しています。 
 
・自律協調型のエネルギーシステム：村田製作所 
・計測機能内蔵型スマートハウス向け分電盤：河村電器産業 
・スマートエナジープラットホーム(ＯＳ)：イーソル 
・クラウド連携システム：ユビキタス 
・ＧＩＳマネージメントシステム ：ネットワーク応用技術研究所 
・モデルベース開発環境：dSPACE Japan 
・システム全体のインテグレーション：スマートエナジー研究所 
 
 今後の展開として、家電やＥＶをはじめとするその他のHEMS機器との協調や、発電装置との協調など
にも対応し、より柔軟なエネルギーサービスを展開できるよう各社の製品・サービスに実装していくこと
で、多くのエネルギーサービスを社会実装するための検討を行っていきます。 
 
 スマートエネルギー・アーキテクチャによって、横浜スマートコミュニティとして実証実験の第２
フェーズに入り、2016年に向けて起こるエネルギー業界の変化や、我が国が根本的に抱えているエネル
ギー問題の解決に向け、分散型エネルギーシステムおよび再生可能エネルギーの更に普及しやすい形を検
討していきます。 
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横浜スマートコミュニティがスマートエネルギー・アーキテクチャを発表 
 
・スマートエナジーシステム向けプラットフォーム（eSOL SEAP）を新規開発 
・防災情報GISシステムの新規導入 
・エネルギー創蓄システム・スマート分電盤・HEMSクラウドシステムのリニューアル 



■スマートエネルギー・アーキテクチャ 
 
 スマートエネルギーシステムを、コンバータやインバータなどエネルギー変換を行うハードウェア層、
ＯＳやクラウドなどのプラットホーム層、そして、サービス提供を担うアプリケーション層として分け
ることで、社会実装の際の問題解決をどの様に行えばいいかを明確にすることが可能となりました。 
 
 ハードウェア層では、創電(太陽電池や燃料電池など)や蓄電(バッテリー)など、各装置とのエネル
ギーのやり取りが自律的に行われます。ハードウエア層はプラットホーム層（ＯＳ・クラウド）を介し
て外部システムと連携することにより、ハードウェア層を仮想化します。アプリケーション層では、地
図情報と連携した防災情報サービスなど、様々なエネルギーサービスがエンドユーザに提供されます。 
 
 また、本スマートエネルギー・アーキテクチャの構築と同時に、開発環境を作成しており、プラット
ホームにアプリケーションを実装する際の開発工数の短縮や、安全性信頼性の向上を目指していること
も大きな特徴です。 
 
 それぞれの層は、メンバー各社が強みを生かし独自に機能拡張を行い品質を向上させることで、ス
マートエネルギー・アーキテクチャが発展していきます。 

 スマートエネルギー・アーキテクチャ 
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スマートエネルギー・アーキテクチャ レイヤ 

システム 
インテグレーション 

横浜スマートセルプロジェクトのメンバーが、
それぞれのコンポーネントを担当。 開発環境提供 

 
 
  

横浜スマートコミュニティ 事務局：筒井 敏彦、中村 優理 
TEL : 03-5798-5460  Mail : smart_project@dspace.jp 

【本件に関する問い合わせ先】 



 スマートセルのエネルギーシステム 
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 スマートセル・プロジェクトでの第１フェーズは、「創る」「蓄える」「賢く使う」を一つのエネル
ギー単位として営む植物細胞からヒントを得て、自然エネルギー (太陽電池)、蓄電池、系統電力の3種
類の電力源を混合して使用するハイブリッド型のエネルギーシステムを設置し、系統アシストを目的と
した家単体のエネルギー管理を行っていました。 
 
 第２フェーズでは、まるで細胞が葉となり、木となり、森へ発展するように、家の内部だけでなく、
家が置かれている周囲の情報を取り入れ、より賢く制御して、ICT*との接続により、多くのサービスを
生み出せる環境を構築していきます。 

 
 
 
*ICT : Information and Communications Technology 

スマートハウス 
向け分電盤 

（河村電器産業） 

エネルギー 
システム 

（村田製作所） 

クラウドサービス 
（ユビキタス） 

蓄電池 

ＧＩＳシステム 
（ネットワーク応用技術研究所） 

液晶ディスプレイ 



これまでのエネルギーシステム 
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eSOL SEAP（eSOL Smart Energy Architecture Platform） 
 
・機器の信頼性と堅牢性を確保しながら、協調制御と自律制御を行うスマートエネルギー機器の開発を 
 容易に実現 
・エネルギー機器の接続数や接続経路に依存しないアプリケーション開発が可能 
・エネルギーシステムを構成するマネージャ、インバータ、コンバータなどの様々な機器で動作 
・搭載機器の機能や動作環境などのパラメータをコンフィギュレータで設定するだけで、最適化された 
 ソースコードの自動生成が可能 
・モデルベース開発用ライブラリの提供により、自動生成されたアプリケーションとの結合が容易 
 

イーソル株式会社     スマートエナジーシステム向けプラットホーム 

  リニューアルのポイント ① 

NEW 
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・GIS上に分散電源の稼働状況を地図上に視覚化 
・1000～10000程度の分散電源を一度に表示 
・運転コース／発電状況／電力消費状況 
・分散電源モデルによる需給予測のシミュレーション 
・災害情報／停電情報等との連携制御 
・様々なGISデータとの地図上での重ね合わせ 

株式会社 ネットワーク応用技術研究所      防災情報ＧＩＳシステム 

  リニューアルのポイント ② 

NEW 

システム構成

ECS

INTERNET

マネージメントサーバ
（EVENTチャネル）

Linux
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Linux
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シミュレータサーバ
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系統情報

地図データ
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データ
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機器スペック
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～

Agent
Manager

Client

Agent
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※エナジーコアシミュレータはスマートエナジー研究所提供

■全体の運用状況表示 ■分散電源別の稼働状況表示 
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【リニューアルのポイント】 
 ・壁掛けサイズに小型化（単相２線式・３ｋＶＡ／３ｋＷ） 
   重量：１８．５ｋｇ ／ 寸法：５５ｘ３５ｘ１３ｃｍ 
 
【特長】 
 ・エネルギーを「創る」「蓄える」「賢く使う」自律的なエネルギーシステムを構築 
 ・系統電力、太陽光発電、蓄電池を統合制御し、ピークカットやピークシフトを自動的に実現 
 ・オンデマンドで蓄電池の充放電を制御でき、急峻な電力消費の立ち上がり時に系統をアシスト 
 ・HEMSの通信インターフェースをサポートし、端末やWeb経由でのエネルギー制御が可能 
 ・蓄電池と家庭用燃料電池の統合制御により、燃料電池の定量発電・最大利用を支援 
 ・停電時の自立運転機能 

株式会社 村田製作所 エネルギー創蓄システム 制御ユニット 

  リニューアルのポイント ③ 

河村電器産業 株式会社 計測機能内蔵型スマートハウス向け分電盤 

  リニューアルのポイント ④ 

・省施工・省スペースのスマートハウス向け分電盤 
・内蔵センサによる分岐全回路計測 
・ECHONET Lite採用の通信計測ユニット 
・住宅盤まで敷設したLAN配線１本で、HEMSの上位システムと連携 
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・スマートエネルギー装置とのクラウドによる見える化・制御 
・ECHONET Light対応 HEMS機器とクラウドサービスによる消費電力見える化 
・HEMSクラウドサービスに対応した温湿度センサーによるスマートセル内の環境見える化 
 
 
 太陽光発電からの創電系、蓄電池からの蓄電系の電力、電力会社から供給される電力などを宅内の要
求量に応じて柔軟に調整する、次世代の ス マートハウス向けエネルギーシステムのデータを元に、各
系統の電力使用状況をクラウド上で可視化したシステムです。 
外部サービスからの情報と連携し天気予報やでんき予報なども同時に表示することが出来ます。 
 
 この他ECHONET Liteに対応したスマートプラグによる、家電機器の消費電力や、温湿度センサーに
よるスマートセル内の環境の見える化などクラウドを活用したサービスを ご覧いただけます。 

株式会社 ユビキタス 次世代スマートハウス向け HEMSクラウドシステム 

  リニューアルのポイント ⑤ 



横浜スマートコミュニティとは 
 
 2011 年 6 月 14 日に設立した横浜スマートコミュニティ（代表：有馬仁志）は、「自然に学び
自然を活用しながら、生活や文化を科学技術で支援する街を創る」という理念で、環境に負担をか
けないエネルギーを用いた生活を追及するコミュニティを目指し活動する団体です。この理念に共
鳴、賛同した企業・団体が集まり活動を開始し、現在参加企業団体の数は96 社、研究団体5 名、ア
ドバイザー7名の構成となりました。横浜スマートコミュニティでは、安心で豊かなコミュニティの
創造を目指します。人が豊かに暮らすには、技術側面の解決ではなく、我々が本当に望む社会、自
然と共存して環境に負担をかけないエネルギーを用いた生活を追求すべきと考えます。自然エネル
ギーを上手に利用することで、安価で柔軟なエネルギーシステムを構築でき、CO2 削減や食料不足
問題などの解決につながるものと考えます。 http://www.smartenergy.co.jp/yokohama/ 
 
 

スマートセルプロジェクトとは 
 
 横浜スマートコミュニティの基本理念をもとに参加メンバーが実証試験を行う場として、またコ
ンセプトやその成果を国内・国際社会に向けて発信し公開していくために、モデルハウスを建設す
るプロジェクト「スマートセルプロジェクト」を開始します。スマートセルは、暮らす人を元気に
する自然環境や芸術・文化をはぐくみ、食やヘルスケア、さらには自然環境に負担をかけないエネ
ルギーや循環型の社会システムをめざしたコミュニティモデルを追求する研究・実証の場とします。
そのため、横浜スマートコミュニティに賛同する企業・団体が、それぞれに建築資材、機器などを
持ち寄って未来につながるモデルハウスを建設するプロジェクトです。環境、建築、家具、家電、
放送、流通、ヘルスケア、食、エネルギー機器、芸術、文化などの幅広い分野から広くコンセプト
を伝え、魅力的なものにしていきます。その成果を広く国内や海外へ発信し、未来に向けたニーズ
の把握、課題を解決する方法を提案することにより、市場を創造していくビジネスモデルが発展す
ることを期待しています。 
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スマートセル 
オープニングセレモニー 
2013年4月26日(金) 



dSPACE Japan 株式会社について： 
 
 dSPACE Japan は、電子制御ユニット(ECU)やメカトロニクス制御ソフトウエアの開発に必要な
統合型ハードウエア・ソフトウエアを開発しています。当社は、約20 年前にこの市場セグメントを
切り開き、今日では業界をリードする有力企業の一つになっています。製品は、自動車産業を中心
に、航空宇宙産業、ロボット産業等に幅広く使われています。ドイツの北西部にあるパーダーボル
ンに1988年に設立されて以来、順調に成長を続け、現在では世界中に1000 名を超える従業員がお
り、アメリカ、フランス、イギリス、中国、日本の現地法人、さらには世界各国の代理店を通じて、
世界中に製品を提供しています。dSPACE Japan は、2005 年9 月に設立され、2006 年4 月より
本格的な活動を開始しました。お客様への販売活動のほかに、サポート、トレーニング、エンジニ
アリングのサービスを提供しています。www.dspace.jp 
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株式会社スマートエナジー研究所について： 
 
 スマートエナジー研究所は、分散型エネルギーシステムの研究開発と普及に向けたコンサルティ
ングを行っています。先進的なモデルベース開発手法を用いた開発プラットホーム、エネルギー機
器の接続性や信頼性を高める方法、家やコミュニティにおけるエネルギーのあり方などを研究開発
しています。2010年6月に設立した福岡スマートハウスコンソーシアムや2011年6月に設立した横
浜スマートコミュニティにて、複数の企業と協調しながら実証実験を推進しています。
http://www.smartenergy.co.jp/ 

イーソル株式会社について： 
（今年度より、スマートセルプロジェクトに参画） 

 
 イーソル株式会社は「Inside Solution」をブランドスローガンに、1975年の創業以来、組込みソ
フトウェア業界で実績を重ねて参りました。ユビキタス社会を内側から支える技術者集団として、
お客様の満足を第一に、開発、販売からサポートまで一貫したサービス、そしてトータルソリュー
ションを提供しております。弊社は創業直後より30年以上にわたって、高信頼かつ高性能の組込み
OS・開発環境・各種ミドルウェアを自社開発、販売し、車載情報機器や人工衛星システムなど、幅
広い分野において数多くの組込みシステムに採用いただいています。イーソルがこの度開発した
「eSOL Smart Energy Architecture Platform（eSOL SEAP）」は、優れたリアルタイム性と信頼
性を実現するイーソルのOSプラットフォーム技術を注入した、スマートエネルギーシステム向けの
ソフトウェアプラットフォームです。従来のクローズドなエネルギーシステムとは異なり、様々な
多くの機器がつながり、動的な構成の変化に対応し自律制御と協調制御を統合したスマートエネル
ギーシステムの実現を容易にします。 
http://www.esol.co.jp/ 

株式会社ネットワーク応用技術研究所について： 
（今年度より、スマートセルプロジェクトに参画） 

 
 ネットワーク応用技術研究所は人間の生活および社会活動の安全性並びに快適性を高めるため、
また企業活動の効率化、高度化を図るため、ネットワーク技術を応用したサービスの創造を目的と
した研究開発を2003年から行ってきています。 
 この研究開発で培った技術を安全で安心、しかも楽しい社会や家庭を実現し、さらに地球にやさ
しい環境保全に役立つサービスの提供を目指しています。分散エネルギーのネットワークマネジメ
ントシステムによりスマートエネルギーシステムからひろがるアプリケーションの創造に貢献して
いきます。 
 
 



株式会社ユビキタスについて： 
 
 ユビキタス社は、2001年に創業 された組込み機器向けを中心としたコンピュータソフトウェア
の開発・ライセンスを行う企業です。ユビキタス社会において必要となる、ネットワーク関連(ホー
ムネットワーク関連・ 暗号技術を含む)、データベース、システムの高速起動技術から
IoT(Internet of Things) 時代に向けたクラウドプラットフォームまで、多数のソフトウェアとサー
ビスを提供しております。 
 
 ユビキタス社が提供する次世代スマートハウス向け HEMSクラウドシステムは、エネルギーシス
テムの利用データや利用者の機器データ等を蓄積・分析し、エネルギーシステムが効率良く稼働す
るための情報を提供します。また気象情報などの外部データをクラウドサービスにおいて集積し、
エネルギーシステムに付加情報を提供します。これにより、エネルギーシステムの利用者は、外出
先でもご自宅のエネルギーシステムの状況を把握することができます。さらに、本クラウドサービ
スでは複数のエネルギーシステムをまとめて扱うことができるため、コミュニティにおけるエネル
ギー供給の安定化やエネルギー消費の平準化などを可能とします。http://www.ubiquitous.co.jp 

河村電器産業 株式会社について： 
 
 1919年の創業以来、一貫して電気を安全・確実に供給する受配電機器の製造に取り組んできまし
た。住宅向け分野においては、2009年に業界で最も横幅のうすいブレードブレーカを開発し、分電
盤の大幅なコンパクト化を実現。これからのスマートハウスに向けた次世代型ホーム分電盤『enス
テーション』をリリースしました。近年ではホーム分電盤を中心としたエネルギーマネジメントに
着目し、業界に先駆け『計測機能付ホーム分電盤・enステーションEcoEye』を開発、受注を開始し
ております。世の中のさまざまなHEMSとつながるマルチベンダータイプの分電盤として、住宅建
設会社様だけでなくシステム会社様からも大きく注目されております。 
www.kawamura.co.jp 
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株式会社村田製作所について： 
 
 1944年の創業以来、セラミックスのもつ電気的特性を利用し、多彩な電子部品を開発・商品化し
てきた世界的な総合電子部品メーカーです。 “Innovator in Electronics®”をスローガンに掲げ、独
創的な製品を創出し、エレクトロニクス機器の進化を支えてきました。今後は、自動車、環境・エ
ネルギー、ヘルスケアなどの分野においても暮らしの安全や快適を実現し、世界文化の発展に貢献
します。http://www.murata.co.jp/ 
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【各社への問い合わせ先】 
 
 ●横浜スマートコミュニティ 
  事務局：株式会社 PALTEK 内 
  TEL : 045-477-2005 
  URL : http://www.smartenergy.co.jp/yokohama/ 
 
 
 ●株式会社 スマートエナジー研究所 
  TEL : 045-620-0330 
  Mail : marketing@smartenergy.co.jp 
 
 
 ●dSPACE Japan 株式会社 広報宣伝室 
  TEL : 03-5798-5474 
  Mail : smart_project@dspace.jp 
 
 
 ●イーソル株式会社 マーケティング部 
  TEL : 03-5302-1360 
  Mail : media@esol.co.jp 
 
 
 ●株式会社 ネットワーク応用技術研究所 
  TEL : 092-473-4020 
  Mail : contact@nalab.jp 
 
 
 ●株式会社 村田製作所 広報室企業広報課 
  TEL : 075-955-6786 
  Mail : prsec_mmc@murata.co.jp 
 
 
 ●株式会社 ユビキタス 
  TEL : 03-5908-3451 
  URL : https://www.ubiquitous.co.jp/contact/ 
 
 
 ●河村電器産業 株式会社 マーケティング統括部 
  FAX : 052-930-6384 
  Mail : info_ysc-k@kawamura.co.jp 
 


