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  都市の低炭素化・省エネ化を推進するためには，高効率な機器類を導入し，エネルギーの“生

成・伝送・消費”の各フェーズにおいて効率化を図ることが重要であるが，最近ではさらに，ICT管

理によって“エネルギー需給の状況を把握”し，さらに“そのバランス制御を行う”仕組み作り（スマ

ートコミュニティ構想）が注目されている。けいはんな・マラガの２つの実証地では，将来，都市の

エネルギーサイクル全体を最適化する仕組み作りを視野に入れつつ，特に交通部門において

は，電気自動車によってここ数年の革新が期待される道路通信分野に焦点を当てたスマート化

の社会実験をしており，本稿ではその取組みと展望について紹介する。 

  

     

           
 
|1. はじめに 

 けいはんな・マラガの両実証プロジェクトは，それぞれ，関西文化学術研究都市を擁する京都

府と，スペイン地中海沿岸のアンダルシア州マラガ地区にて実施している。両都市は，世界各地

で実証実験が行われているスマートコミュニティのモデル都市の２つであり，特に，道路交通分野

のエネルギーマネジメントに力点を置いた実証を行っている。 

けいはんな実証プロジェクトは一般社団法人新エネルギー導入促進協議会（NEPC）の補助事

業として（2010 年度のみ独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託

業務），マラガ実証プロジェクトはNEDOの委託業務として，いずれも国家プロジェクトのファンドを

得て取り組んでいる。けいはんな実証プロジェクトは“国内でのコア実証”，マラガ実証プロジェクト

は“グローバル展開に向けた実証”という，両輪的構成で進めている。両実証のスケジュールを

表１に示す。 

       

表１ 両実証のスケジュール 

        2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

       
けいはんな実証 ☆システム稼働開始（2012 年 3月）  

       
       

マラガ実証  ☆システム稼働開始（2013 年 4月） 

       
 

 

 

      

  



三菱重工技報 Vol.50 No.4 (2013) 

 6 

 

両実証プロジェクトの共通テーマは，大量の電気自動車(EV)を社会に受け入れるための EV イ

ンフラ（＝EV 用充電器及びそれらを管理するサーバシステム）の構築や運用であり，かつ，EV に

関連したエネルギーマネジメントの取組みである。以下にそれぞれのプロジェクトの概要と取組み

状況を紹介する。 

|2. 実証プロジェクトの概要 

 2.1 けいはんなにおける実証プロジェクト 

2010 年４月，経済産業省は日本型スマートグリッド（スマートコミュニティ）の構築と海外展開を

実現するための事業“次世代エネルギー・社会システム実証”の対象地域として国内４地域（横浜

市，豊田市，けいはんな学研都市（京都府），北九州市）を選定した。本実証プロジェクトは，これ

ら４地域のうち，けいはんな学研都市を対象に実証実験を行うものである（経済産業省補助事

業）。次世代エネルギー・社会システム実証は，実地域におけるスマートコミュニティの実証プロジ

ェクトであり，交通部門に限らず，家庭部門，業務部門を含めた実証となっている。また，各部門

を統括し，地域のエネルギー利用を最適化するための地域エネルギーマネジメントシステム

（CEMS）が導入されている点が特徴である（図１）。 

けいはんな学研都市における次世代エネルギー・社会システム実証（以下けいはんな実証プ

ロジェクト）には，京都府ほか 24 の企業・自治体・大学が参画しており，その中で，当社は実証プ

ロジェクトをリードする幹事企業として交通・家庭・業務の各部門の実証に関与している。特に交

通部門においては 100台の EVを用いた EV充電電力のマネジメントに関する実証を担当してい

る。 

  

 

CEMS:  

Community  

Energy  

Management  

System 

 

 

HEMS:  

Home  

Energy  

Management  

System 

 

 

BEMS:  

Building  

Energy  

Management  

System 

 

  図１ けいはんな実証構成  

  

2.2 マラガにおける実証プロジェクト 

本実証プロジェクトは，2008年12月にスペイン政府・産業技術開発センター（CDTI）とNEDOと

の間に締結された技術開発協力協定：ジャパン・スペイン イノベーションプログラム（JSIP）に基づ

く，日本・スペイン合同の実証プロジェクトである。プロジェクトは，電力再販制度の導入や再生可

能エネルギーの大量活用で先行する欧州の都市に，日本のスマートコミュニティ関連技術を導入

し，その有効性を実証することを目的としている。 

 



三菱重工技報 Vol.50 No.4 (2013) 

 7 

 

本件の実施においては，けいはんな実証の最新成果を随時展開するとともに，実証地の自治

体・欧州の有力電力会社・通信会社らと協業（図２）することで，実証パッケージを欧州のスマート

コミュニティシステムのスタンダードに発展させることを狙う。 

 

 

 図２ 協業体制図 

 

本実証プロジェクトは，大きく４つの項目について実証を行っている。 

① EV と充電インフラの ICT管理 

② EV電力マネジメント 

③ スマートコミュニティの情報プラットホーム 

④ 総合サービス 

①は，道路交通の ICT 管理に関する実証であり，道路ネットワーク上の電気自動車と充電イン

フラ（＝充電ステーション）をオンライン化し，センターにて管理・分析する取組みである。 

②は，“移動する電力需要家としての EV”と“電力供給拠点である充電ステーション”に焦点を

当て，新たな電力需要家である EV ドライバーや充電ステーション運用事業者に対して，電力消

費実績の“モニタリング”，電力需要の“予測”，そして需給バランスの“制御”を行う試みである。 

③は，スマートコミュニティ構想に基づいて，将来，各公共サービス（電力，交通，熱，水，都市

ごみ等）の管理システムをスマート化していく際に，それらを統合管理する為の情報基盤としての

プラットホーム検証である。 

④は，①～③によりスマートコミュニティの管理システムに蓄積される多様な情報を分析・加工・

配信することによって，ドライバーや事業者に対する新たなサービス提供の可能性を模索するも

のである。 

本実証プロジェクトでは，当社は上記①～④の全般について取りまとめるとともに，交通部門に

おいて①，②，④の実証を実施している。 

2.3 実証プロジェクトの比較 

実証のスケジュールをページ５の表１に示す。どちらの実証プロジェクトも，EVのスマート管理と

いう点で大枠の共通性を維持しつつも，各地での実証条件（実証地の特徴，パートナーとの分

担）等を踏まえて，実証内容を差別化している。けいはんなの実証プロジェクトでは，地域全体の



三菱重工技報 Vol.50 No.4 (2013) 

 8 

 

エネルギーマネジメントを実証する観点から，交通分野についても，公共の普通充電器のモニタ

リングやモーダルシフトなど，地域全域にかかる実証に取り組んでいる。一方，マラガの実証プロ

ジェクトでは，急速充電器に対する電力抑制や受電最適化などに取り組む。その比較を表２に示

す。 

表２ 両実証の実施内容の概略比較 

     

 

EV インフラのスマート管理 電力需要マネジメント   

EV インフラの 

導入と運用 

統括管理 

システムの構築 

最終需要者に 

対する DR※１ 

中間需要者に 

対する DR※１ 
  

けいはんな実証 
○ ○ ○ 

×   

マラガ実証 ○   

説明 

・ 実証フィール

ドにおいて，

EV/充電ステ

ーション /車

載システム等

を導入し，運

用。 

・ EV インフラを

統括管理する

サーバを構築

し，収集情報

を分析，活用

する。 

・ EV 電力の最

終需要者であ

るドライバーを

対象に，その

充電行動を予

測し，消費行

動を制御す

る。 

・ EV 電力の中

間需要者であ

る充電器運用

事業者に対し

て，供給量の

制御をリクエ

ストする。 

  

       

 

充電器実証 
車載システムの 

高度化 
モーダルシフト 備考 急速充電器の 

出力可変制御 

普通充電行動

のモニタリング 

急速充電器の 

受電最適化 

けいはんな実証 ○ ○ × × ○ 

・ コンソーシア

ム他社の実施

事項は省略 

・ 交通部門以

外の当社実

施事項は省

略 

マラガ実証 × × ○ ○ × 

・ コンソーシア

ム他社の実施

事項は省略 

説明 

・ 急速充電器

から EV への

充電出力を，

随時可変とす

ることで，出

力レベルの平

準化を図る。 

・ 急速充電ステ

ーションでの

充電に加え，

車からの情報

に基づき，家

庭等での充電

行動の把握も

行う。 

・ 定置型蓄電

池への充放

電の最適化に

よって，系統

から受電する

電力の最小

化を図る。 

・ 加速度センサ

付 き車載器

や，スマートフ

ォンを使った

ナビ等を導入

し，機能やユ

ーザビリティを

実証する。 

・ 電気バス等の

公共交通機

関を導入した

際の，交通需

要や経済効

果に関するス

タディを行う。 

 

       
※１ “DR”は，Demand Response の略。電力供給側の状況と，電力需要側の消費予測とを突き合わせ， 

必要に応じて，何らかの手段で消費量を制御する試み。 

       

|3. 実証システムの概要 

 ２つのプロジェクトの実証を行うに当たり，その前提となるインフラに必要となる各設備を開発・

製造した。その一部を紹介する。 

(1) 急速充電ステーション 

これらの実証に供する EV 用急速充電器は，日本が世界標準として普及を目指すチャデモ

(CHAdeMO)規格の充電器であるが，その規格の中で当社固有の特徴を持たせる試みとして，

“蓄電池付き・DC リンク型急速充電器”を投入した。 

これは，通常の CHAdeMO 急速充電器に，当社製のリチウムイオン式定置型蓄電池を組み

合わせたもので，電力系統から供給される交流電力を直流に変換するためのAC/DCコンバー

タの二次側に，EV 充電システムと定置型蓄電池充放電システムを直流バスで連結して構成し

ている。さらにこの充電器はオプションとして，太陽光発電（PV）システムを直流バスで連結して
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（図３），太陽光エネルギーを有効に EV の急速充電に利用できる（※PV は，けいはんなのみ

実装）。 

この構成上の工夫により，昼間の太陽光発電電力や夜間の安価な深夜電力を蓄電して EV

急速充電に活用することで，急速充電時の買電電力コストの低減を実現できる。また，地震等

の災害時の非常用電源として定置型蓄電池を利用できる機能も付加した。 

 

 

 図３ 蓄電池付き・DC リンク（直流バス）型急速充電器 

 

(2) 車載システム 

道路交通の主体である自動車の動態を把握し，又，その動きを制御するためには，自動車

（ドライバー）とセンターとが，双方向に通信できる機器が必要となる。また，ドライバーに，車載

システムを搭載してもらうためには，有益な情報（コンテンツ）を配信するとともに，それを車内で

リアルタイムに参照できる車載通信機器が必要である。この車載通信機器は，安価な実現が求

められる場合にはスマートフォン活用が有効であるが，一方で，高機能・高信頼性が求められ

る場合は，専用車載器が必要である。 

実証では，最近の潮流を踏まえて，スマートフォンを中心とした簡易型の車載システムにも取

り組みながら（4.3の(2)参照），並行して専用車載器のコンセプトモデルも投入している。 

実証で投入した専用車載器は，携帯電話網を介したセンターシステム（管理システム）との

遠隔通信機能の他，Bluetooth通信による車内スマートフォンとの自動連携，GPSによる測位機

能，車両 CAN-BUS（車内 LAN）との連結によるデータ収集，などの機能を持たせている。 

(3) 管理システム 

携帯電話網を介して自動車とセンターシステムを接続し管理する試み（テレマティクス）は，

従来から多くの実験（一部商用化）が行われてきたが，通信費の高さや電源の常時確保性，機

器取付け時の配線取り回しや車内通信との相互接続における個別対応が必要となり，これまで

は限定的な利用に留まっている。ところが近年，携帯電話網の高度化・低廉化や EV の登場に
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よって，それらの問題が解消されつつある。 

本実証では，EV に搭載した車載器とセンターシステムとのテレマティクスに加え，急速充電

器や普通充電器，その充電課金システム，xEMS（各種エネルギー管理システム）など，広く EV

インフラとの連携機能も兼ね備えた，総合的な管理システムを構築した。この管理システムは，

上流側では他のスマートシステムとの連携を視野に入れ，また下流側では他分野のデバイスと

のシームレスな連携（M2M：Machine to Machine等）を視野に入れている。 

また，センターシステムのマシンは自動車の増加にスケーラブルに対応できるように，スケー

ルアウト構造をもち，クラウド化の対応を行っている他，公衆回線を介したアクセスに対するセキ

ュリティとして，暗号化や層分離，アクセス検知等の対策を講じている。けいはんな実証プロジ

ェクトにおける EV管理システムの概略を図４に示す。 

さらに，マラガ実証プロジェクトにおいては，社会インフラとしての大量データ処理基盤をより

意識した負荷分散や冗長化構成とし，大量データ活用のためのデータウェアハウスや BI 

（Business Intelligence）ツールを備えた，より規模の大きなシステム構成となっている。 

 

 

 図４ EV 管理センター（けいはんな）概略構成 

 

|4. 実証内容の紹介 

 両実証とも 2013 年９月現在進行中であるが，現時点までに実施，又は今後計画されている実

証内容の一部を紹介する。 

4.1 電力需要マネジメント 

4.1.1 全般背景 

一般に，モノやサービスの供給者は，その提供に当たり，消費者の需要量に合わせてそ

の供給量を決定する。しかし，供給者と消費者の利害が衝突しない場合においては，供給

者側の要望を伝達することで，需要者の消費行動に変革をもたらすことができる場合があ

る。このような，消費者への情報提供や働きかけによる需給調整の仕組みを，電力分野では

デマンドレスポンス（DR）と呼んでいる。 

電力利用においては，需要と供給は，常にバランス（同時同量）が保たれる必要がある。

今までは，電力供給側で需要量に合わせて供給量の調整を行うことにより同時同量を保っ

ているが，今後，電力自由化に伴う発送電分離や発電事業の規制緩和，再生可能エネルギ

ーの大量導入等により，供給側のみで調整が困難になることが予想される。 

また，EVが大量普及することにより新たな電力需要が多く発生し，さらにそれらは位置的・

時間的に固定の需要家ではないため，需給バランスの維持をさらに困難にする要因となる。 

このようなことから，EV の電力需要に対するデマンドレスポンスが必要になると考えられて

いる。 
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4.1.2 けいはんなでの実証 

(1) 背景・目的 

けいはんな実証では，前述の CEMS にて家庭部門，業務部門，交通部門等の各部門に

おける電力需要予測値，及び PV における発電予測値を集計し，地域として最適な電力需

要を算出するとともに，各部門に対して需要目標値として通知する。各部門では，本目標値

に従って電力需要の制御を行う。本実証プロジェクト（交通部門）では，CEMS から通知され

る目標値に従って EV ユーザに対して充電タイミングの変更，もしくは充電抑制の要請を行

う。 

EV ユーザへの要請方法は，基本的に e-メールを用いるが，ユーザインタフェースとして

車載ナビゲーション装置や Web ブラウザを活用することも可能である。EV ユーザへの要請

は，強制ではないが，要請どおり行動した場合にはインセンティブとしてポイントの付与を行

う（図５）。なお，本実証の対象となる EVユーザは，事前に実証参加に応募した，けいはんな

地区（京田辺市，木津川市，精華町）に在住の個人もしくは法人である。 

 

 
     SOＣ：バッテリ充電率 

 図５ EV 電力需要制御 

 

(2) 実証状況 

けいはんな実証は，2010 年度から開始し，５ヶ年の計画となっている。社会実験を行うた

めのインフラ設備は，マラガ実証と基本的に同様のシステムであり，2012 年３月よりシステム

を稼働させている。 

実証システムでは，EV 車載システムからのプローブ情報を用いて充電電力の計測を行っ

ている。プローブ情報とは、自動車又は自動車に備えられた通信端末から送られてくる、位

置情報や車両情報、センサ情報などのことをいう。本実証のプローブ情報には，バッテリ充

電率（SOC）の情報があり，SOC の時間変化において上昇している部分を充電と捉えて充電

量の算出を行っている。プローブデータを用いて充電電力を計測することにより，センターシ

ステムと接続された充電ステーションの他，一般家庭や公共の普通充電スポットでの充電に

ついても把握することが可能となっている。 

EV の充電動向は，傾向として 23 時以降に深夜電力を用いて普通充電が行われている

が，昼間は，急速充電によりパルス的な需要が発生することも判明している（図６）。 

加えて，2012 年 11 月からは EV 充電電力のピークシフト／カットを目的とした DR 実証も

開始した。2012 年度の実証では，EV ユーザに対して e-メールを用いて指定時間帯の充電

抑制の要請を行い，指定時間帯のピークシフト／カット率として 10％～20％程度を達成し

た。ただし，DR 効果として，日々のばらつきが大きいため，EV 充電電力のマネジメント手法

を確立するためには，継続的に実証を行い，人の行動に起因する制御可能な因子を明確に

する必要がある。 
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 図６ 実証 EV 充電動向 

4.1.3 マラガでの実証 

(1) 背景・目的 

スペイン政府は 2014年までに 25万台の EVを普及させる目標を発表しており，目標達成

のための施策として，EV の利用促進，R&D，充電インフラ整備にかかわる諸プログラムを推

進している。スペインでは，人・モノの移動にかかわる日々の総移動量の 50％が都市部とそ

の近郊で発生しており，これらの都市圏に充電インフラを集中整備することによって効率的

に EVの導入が促進されると予想される。 

しかしながら，密集した地域に EV と充電インフラが急激に普及した場合，電力会社にとっ

ては地域電力網の供給不安定化のおそれが生じ，また充電インフラ設置事業者にとっては

特定の場所・時間帯に需要が集中するなどして充電ステーションの給電や受電の能力を上

回るリスクがある。したがって，各充電ステーションにおけるEV充電需要を的確に予測すると

ともに，需給バランスが維持できない状況が予想される場合は，何らかの手段で，リアルタイ

ムに電力需要の分散を図るシステムが必要と考えられている。 

(2) 実証状況 

マラガでは，スペインの電力会社エンデサグループを実証パートナーに迎え，彼らととも

に，電力需給バランスの安定化に寄与する仕組みを検討し始めている。 

EV の電力マネジメントにおいては，電力供給事業者（＝発電会社＋送電会社＋配電会

社）の要望として，“充電ステーションを系統連系する電力網の安定及び保安”や “充電イン

フラの安定高稼働”がある。これらは，EV 電力需要を喚起しつつ，その時間的・空間的平準

化を要請することを意味する。一方で，電力需要者である EV ドライバーとしては，「時間・場

所・量について制約なしで，充電ステーションを利用したい」というのが基本的な要望である

が，その結果，他の利用者と競合して不便を感じたり，又，電力の余裕のある場所で充電す

る場合に比べて高い充電料金を支払うことを避けたいとの要望もある。 

そこで本プロジェクトでは，供給者側の要望を，車載装置を介してドライバーに周知し，そ

の行動変革を促す。ドライバーへの依頼は，各種リコメンドの形で，e-メールやポータルサイ

ト等，インターネットを活用した手段で伝達する。また場合によっては，行動変革のインセン

ティブを，有価ポイントという形で依頼に応じたユーザに還元する（図７）。 

このような行動変革のマネジメントシステムは，将来的には，EV 電力マネジメントのみなら

ず，交通分野全般にも適用可能と考えており，交通の移動主体かつ消費行動主体であるド

ライバーに対して汎用的に働きかけを行う仕組みの構築と検証を行う予定である。 

また，マラガ実証プロジェクトにおいては，電力の最終需要者である EV ドライバーのみな

らず，中間需要者である充電ステーションの運営事業者に対しても，電力の使用抑制を依頼

する仕組みを検討中である。これは，電力供給事業者からの要望を受けて，管理システム傘

下の急速充電ステーションに対して，出力の抑制や暫定停止を要求できる仕組みの構築で

あり，実証で検証を行っていく。 
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 図７ デマンドレスポンス 

 

4.2 EV 充電器に関する実証 

4.2.1 全般背景 

実証では，前述の付加価値型急速充電器を導入し，そのユーザビリティや運用性につい

て評価しているが，加えて充電器そのものを使った電気的な実証なども行っていく。 

4.2.2 けいはんなでの実証 

(1) 急速充電器の出力可変制御 

けいはんな実証では，急速充電器から EV への充電出力を EV ユーザが選択する機能を

設けており，充電出力は，高（最大 33kW），中（最大 20kW），低（最大 10kW）の３種類から選

択可能としている。これは，急速充電時の系統への負荷を考慮し，需給逼迫時に EVユーザ

に対して充電出力を低く抑えるよう要請することにより，ピークカットを行うためのものである。

また，充電器の出力可変制御は，将来，充電ステーションにおいて複数台の急速充電器が

同時に稼働する場合において，急速充電器間で連携し，受電電力を設備容量以下に抑え

るために有効な技術である。 

(2) 普通充電行動の把握 

充電装置には，急速充電器と普通充電器の２種類の充電器を使用している。急速充電器

については，当社にて充電器を導入し，充電行動の評価を行っているが，普通充電器につ

いてもけいはんな実証にて導入されている充電器を管理システムに接続し，充電データの

収集・評価を行っている。急速充電器及び普通充電器双方のデータを取扱うことにより，最

適な充電インフラ整備を行うための知見を得ている。 

4.2.3 マラガでの実証 

(1) 急速充電器の受電最適化 

急速充電器に内蔵された定置型蓄電池の蓄電量を，時刻や状況に応じて制御することを

計画している。それにより，受電量の山谷を１日（さらには年間）を通して平準化することで，

契約受電電力（＝最大受電電力）を低減できる。また，蓄電池への充放電のロスを最小化す

ることで，電力系統からの受電電力総量や，それに準じる電気代を抑制する。 

これらの最適化効果により，急速充電のために必要な大口受電契約や電力系統強化工

事費が不要となり，急速充電ステーションの運用事業者のイニシャルコストの低減に貢献で

きる。 
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4.3 車載システムの高度化 

実証で投入する共通車載システムは３章の(2)で記述のとおりであるが，マラガ実証において

は，“発展的用途を見据えた高機能モデル”や，逆に“廉価版ニーズを想定したスマートフォン活

用型構成”も実証する。 

(1) 高機能モデル 

加速度センサやジャイロセンサを内蔵し，センターシステム側で電子地図とのマッチング処

理を行うことで，車両の運転特性の記録や再現に取り組んでいく。これにより，事故の再現や安

全運転の評価など，自動車保険分野などに役立つ新しいアプリケーションの開発に取り組む。 

(2) スマートフォン連携モデル 

近年，スマートフォンの高機能化が進んでおり，用途によっては車載システムの機能をスマ

ートフォンで実現できるようになりつつある。そこで実証においては，スマートフォンを活用した

車載システムの代替可能性についても検証していく。具体的には，車両（CAN）データを収集

し，そのデータをスマートフォンに転送できる OBU（On-Board Unit）を車両に搭載することで，

次の実証を行っていく。 

①車載時に OBU と自動通信し，ディスプレイデバイスとしても機能するスマートフォン連携アプ

リケーション 

②汎用ナビ API（Application Programing Interface）等を活用した安価な支援機能 

③スマートフォン単体又は簡易機器の付加で車載システムの主要機能を実現する簡易構成 

これにより，安価でかつ魅力的なコンテンツが得られるツールとして，ユーザに対して，車載

システム搭載のメリットを訴求していく。 

4.4 モーダルシフト 

交通部門における低炭素化・省エネ化を実現するには，自家用車等による移動から公共交通

機関等の低炭素交通ネットワークへのモーダルシフトが不可欠である。けいはんな実証では，現

地の交通実態を調査するとともに，交通工学的手法に基づいた交通需要モデルを作成し，地域

の特性に合った低炭素化交通プランを立案するための手法を確立した。交通需要モデルとして，

非集計モデル（ロジットモデル）の手法を利用している。これは，“交通の発生は人そのものに起

因する”という原則に基づき，複数ある交通手段からどの交通手段が選ばれるかは，各交通手段

の効用の大小で選択されるという考え方である。本交通需要モデルは，けいはんな学研都市に

限らず，対象となる地域の交通実態を把握することができれば適用することが可能である。 

|5. まとめ 

 けいはんな・マラガの両実証は共に，インフラシステム構築まで完了し，現在，データの取得や

分析を開始している。今後，管理センターに多くのデータが蓄積される予定であり，交通系ビッグ

データの分析と活用が，今後の課題と予想される。また，大量のテレマティクストランザクションの

効率処理も必要となる。家庭へのインターネット端末や，個人向け携帯端末の普及と同じように，

今後数年以内に，車両向け通信端末が急速に普及することも考えられる。それに伴い，センター

システム側での制御や情報収集の仕組みを必要とする，事業者ニーズも高まると考えられる。 

冒頭に述べたとおり，広くコミュニティ全体のスマート化を目指す取組みを視野に入れつつも，

EVの分野でいえば，我々は，関連するビジネス領域として，次の４つを想定している。 

① 自動車管理（Telematics / Vehicle Management） 

② 充電器管理（Charger Sales / Operation Management） 

③ 電力再販（Recharger Business） 

④ 電力管理（Power Management） 

実証においては，将来的な事業仮説も構築の上，実証期間中に技術の実証と並行して，ユー

ザや事業者に訴求力のあるサービスの検討や実証を行っていく予定である。 
 


