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1. スマートグリッドの本質、  事業機会とは
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スマートグリッドの定義

発電・送電・配電・蓄電・利用を多数箇所
から電力・情報とも双方向で行い、

自動および人の介在により、個々の需要
を自律的・分散的に管理・制御することで、

太陽光発電、風力発電など不安定な発電
源を組み合わせても安定供給でき、

化石エネルギーへの依存度、環境への負
荷を最小化する、

極めて国家戦略的な、発電・送電・配電・
蓄電・利用の全体システム
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スマートグリッド用語の説明（1/2）

AMI（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒｰﾀﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ）
– スマートメーター
– 双方向通信
– ポータル
– 家庭内ネットワーク（HAN）
– 検針データ管理システム
– デマンドリスポンス（DR）
– ゲートウェイ

ADO（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ）
– 配電の高度化、自動化
– AMIによる配電情報統合
– AMIからの情報を活用した系統網の運用改善
– マイクログリッド

出典：

 

「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のビジネスチャンス」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より
http://www.amsc.com/pdf/What_is_a_Smart_Grid_E-forum_Joe_Miller.pdf

http://www.amsc.com/pdf/What_is_a_Smart_Grid_E-forum_Joe_Miller.pdf
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スマートグリッド用語の説明（2/2）

ATO（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ）

– 送電の高度化

– ADOを活用した送電混雑の軽減

– AMIを活用した需要情報の提供

AAM（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

– AMI、ADO、ATOを活用し送配電系統全体
 としての統合的運用効率を改善

– 送配電網施設の最適活用

出典：

 

「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のビジネスチャンス」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より
http://www.amsc.com/pdf/What_is_a_Smart_Grid_E-forum_Joe_Miller.pdf

http://www.amsc.com/pdf/What_is_a_Smart_Grid_E-forum_Joe_Miller.pdf
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スマートグリッド全体像
出典：

 

GTM Research  
The Smart Grid in 2010
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スマートグリッド全体詳細（1/4）
出典：

 

GTM Research  
The Smart Grid in 2010



9出典：

 

GTM Research The Smart Grid in 2010

スマートグリッド全体詳細（左上部）



10出典：

 

GTM Research The Smart Grid in 2010

スマートグリッド全体詳細（右上部）
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出典：

 

GTM Research The Smart Grid in 2010

スマートグリッド全体詳細（下部）



12

スマートグリッドアプリケーション・
 市場の発展段階

出典：

 

GTM Research The Smart Grid in 2010
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Ｘ参加プレイヤー

出典：

 

GTM Research The Smart Grid in 2010
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スマートグリッドの本質、事業機会とは

電力と情報の融合

情報技術が直面している最大のチャレン
ジであり、事業機会

石油依存からの脱却

21世紀の世界的産業革命

国家戦略： 兵器を使わない国家間の戦争
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2. 各国政府の取り組み
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米国オバマ大統領： ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ政策

今後10年間に、1500億ドル（13兆円）をグリーンエ
ネルギーに戦略的に投資し、500万人の雇用を生
み出す

10年以内に、中東・ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗからの現在の輸入量
に匹敵する石油の使用量を削減する

2015年までに、米国製のプラグイン・ハイブリッド
車を100万台走らせる

代替資源による電力を2012年までに10％、2025
年までに25％達成する

温室効果ガスを2050年までに1990年比で80％削
減する

出典：

 

http://eco.nikkei.co.jp/column/iida/article.aspx?id=MMECcm000010112008&page=2

http://eco.nikkei.co.jp/column/iida/article.aspx?id=MMECcm000010112008&page=2
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米国再生・再投資法（American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009）

スマートグリッド関連 110億ドル
各州政府に対するｴﾈﾙｷﾞｰ効率化政策支援 63億ドル
再生ｴﾈﾙｷﾞｰおよび送配電技術の新規導入支援 60億ﾄﾞﾙ
中間所得世帯に対する家の省エネ方策支援 50億ドル
ｴﾈﾙｷﾞｰ省内電力供給ｴﾈﾙｷﾞｰ信頼性局が実施する既存
送配電網の近代化およびｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ関連施策に対して
45億ドル
連邦・州政府の政府ビルにおけるｴﾈﾙｷﾞｰ効率化方策
45億ドル
西部地区の送配電網の更改に対して 32.5億ドル
ｴﾈﾙｷﾞｰ効率化方策の研究 25億ドル
次世代自動車蓄電池の研究 20億ドル
電気自動車開発 4億ドル

出典：

 
http://blogs.itmedia.co.jp/serial/2009/09/--2-9da3.html

計450億ﾄﾞﾙ（4兆円）

http://blogs.itmedia.co.jp/serial/2009/09/--2-9da3.html
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米国：スマートグリッドの整備に投資

オバマ米大統領は昨年10月27日、スマートグリッ
ド（次世代送電網）の整備に34億ドル（3000億円
強）を投資すると発表した
– 今回の補助金によって実装されるｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰは

 1800万台、家庭内の制御機器が100万台
– 各社への補助額は3500万円～180億円

米国再生・再投資法（米再生法：ＡＲＲＡ）の景気対
策の一環で、送電網への投資としては過去最大
規模。対象は、企業や自治体、電気事業者など
100の団体に及ぶ。申請総数400社

支払いは、発表から2ヶ月の間に実施

出典：

 

http://www.earthtimes.org/articles/show/292039,obama-invests-34-billion-dollars-in-us-electricity-grid.html#
http://ippei.posterous.com/smartgrid-34b3100

http://www.earthtimes.org/articles/show/292039,obama-invests-34-billion-dollars-in-us-electricity-grid.html
http://ippei.posterous.com/smartgrid-34b3100


19

米国：
 

電力網の構造、実態

小規模、多数の電力事業者

米国の電力業界団体には80社参加

発電、送配電、小売の分離が進んでいる

送電網へのアクセス自由化が進んでおり、州に
よっては小売りの自由化が進んでいる

企業体質等の問題から、投資があまり行われず、
設備が老朽化している

停電等も非常に多く、年間数兆円以上の損害を生
じている

まずは基本的な設備投資が不可欠で、日本とは
出発点も当面のニーズも異なる

出典：

 

http://www.jif.org/column/pdf2009/200902-2.pdf 

http://www.jif.org/column/pdf2009/200902-2.pdf
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米国：
 

クリーンテック分野の他の援助
テスラに419億円、フォードに5310億円、日産に
1440億円の低利融資を提供。次世代環境車の米
国生産促進と雇用創出のため

ソーラーパネル、風力発電用タービン、電気自動
車やその他の再生可能エネルギー関連製品を作
る工場の新設・拡張に合わせて23億ドル（2070億
円）を税控除の形で提供
– 30％の税控除を43州の183工場に
– 2010年1月8日、オバマ大統領が演説

トラック、乗用車の燃費向上に対して$187 Million 
（168億円）の助成金提供を1月11日に発表（ﾀﾞｲﾑ
ﾗｰ北米に36億円、ｸﾗｲｽﾗｰに13億円、ﾌｫｰﾄﾞに14
億円、GMに7億円、ﾎﾞｯｼｭに11億円）

出典：

 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/fact-sheet-23-billion-new-clean-energy-manufacturing-tax-credits
http://response.jp/article/2009/06/24/126444.html

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/fact-sheet-23-billion-new-clean-energy-manufacturing-tax-credits
http://response.jp/article/2009/06/24/126444.html
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欧州各国（1/2）
欧州委員会
– 2005年にSmartGridﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを設立。2020年

 以降の電力ﾈｯﾄﾜｰｸを展望した議論やﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが始動
– 2006年のEUの指令で、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰの導入が要請される。

 ｲﾀﾘｱ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ｵﾗﾝﾀﾞは完全ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ化を決定

ドイツ
– 政府がｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ普及に向けた総額1億4000万ﾕｰﾛの

 「E-Energy」実証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立ち上げ
– 「E-Energy」の中で、ﾏﾝﾊｲﾑ市などでは、供給状況に合

 わせて、家電の稼働を自動制御する仕組みや、ﾌﾟｰﾙや
 ｽｹｰﾄﾘﾝｸなどを電力変動吸収のために使う仕組みなど
 が検討されている

– また、ユーザーに積極的に省エネ行動に参加させるた
 めに、供給状況に応じて料金を変動させる仕組みも検
 討されている

出典：

 
http://wbb.forum.impressrd.jp/node/747/print

http://wbb.forum.impressrd.jp/node/747/print
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欧州各国（2/2）
スウェーデン
– 法律により、2009年7月から月単位でのメーター読み取

 りが電力会社に対して義務化。2009年3月時点で、すで
 に約87％（約470万台）がスマートメーター化

オランダ
– アムステルダムでは、2025年に90年比40％のCO2削減

 を目標として、スマートグリッド導入計画を推進。アムス
 テルダム他全域でも電力会社を中心にスマートグリッド
 計画が進行中

出典：

 
http://wbb.forum.impressrd.jp/node/747/print

http://wbb.forum.impressrd.jp/node/747/print
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韓国：
 

政府主導、トップダウンで取り組み

韓国政府は、自国産業界が世界のスマートグリッ
ド市場で30％のシェアを獲得できるよう支援を行っ
ていくと発表

手始めに、SKテレコム、LG電子、現代重工業、韓
国電力等が参加するスマートグリッド実験に370
億ウォン（30億円）を投入

人口56万人の済州島で今年から開始

最終的には680兆ウォン（54兆円）の市場規模を
持つ同国の電力市場をひとつのスマートグリッド
に接続。これにより、年間9000億円のエネルギー
輸入コストを削減予定

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/green-light/post/korea-wants-30-of-smart-grid-worldwide/

http://www.greentechmedia.com/green-light/post/korea-wants-30-of-smart-grid-worldwide/
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日本政府の取り組み

出典：

 
http://wbb.forum.impressrd.jp/feature/20090825/748

スマートハウス・ビルプロジェクト： 48億円
– 住宅内の情報化と省エネを推進する。複数のビルや住宅を

 組み合わせることで、ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞの構築も今後検討

スマートEVチャージプロジェクト： 25億円
– 電気自動車への効率的な充電システムの開発と実証を行

 う。将来的には電気自動車からの電力供給も可能となるよ
 うｼｽﾃﾑを構築する予定

低炭素革命実現に向けた日米国際共同研究： 20億円
– 日米協力の下、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞの実証をﾆｭｰﾒｷｼｺ州で実施

離島ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ実証事業： 59億円
– 離島で太陽光発電が大量導入された場合の影響を検証

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ大規模実証実験事業： 8億円
– 一般家庭を対象に1万台程度のｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰを導入し、省ｴﾈ

 や負荷平準化の効果を実証

http://wbb.forum.impressrd.jp/feature/20090825/748
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3. 海外主要電力・ガス会社  の取り組み



26

北米最大手 電力・ガス会社 PG&E

カリフォルニア州、本社サンフランシスコ

1500万世帯をカバー、社員2万名

スマートグリッドに最も熱心な電力・ガス会社

全米最大、1030万のｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰを導入予定

– 予算170億ドル（1530億円）

– 2006~2011年の5年計画

日本企業にとっての参入チャンス

出典：

 
PG&E Smart Grid Discussion IEEE presentation by Chris Knudsen, May 2008
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PG&EのCTO：
 

Chris Knudsen
北米最大手電力ガス会社の一つ、Pacific Gas & 
ElectricのCTOとして Open Smart Gridの実現を推進

政治家、自治体、標準化委員会、大企業、ベンチャー
等々、すべていつまでに何をどういう順番で動かしてい
くのか、全米を奔走中

直前は、インテルでWiMAXソリューション事業部 CTO。
WiMAX ソリューション事業部 最高技術責任者（CTO）
として世界各国のWiMAXの商 用化、実証実験を指揮

インテル入社前は、Vulcan Capitalにおいて、802.11、
802. 15、802.16、周波数の取得やその他の独自無線
システムや技術など無線分野でのﾍﾞﾝﾁｬｰ投資に従事

それ以前は、Metricom社においてハードウェア担当副
社長とし て、第2世代のRicochet II のハードウェア開
発の責任者を務めるとともに、システ ム・エンジアリング
とシステム・オペレーションの業務にも貢献

出典：

 
本人談、およびhttp://www.secretariat.ne.jp/wj2006/detail/c.html

http://www.secretariat.ne.jp/wj2006/detail/c.html
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PG&E スマートメーターのコンポーネント
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出典：

 
PG&E Smart Grid Discussion IEEE presentation by Chris Knudsen, May 2008
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PG&E：
 

2006年の電力需要
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出典：

 
PG&E Smart Grid Discussion IEEE presentation by Chris Knudsen, May 2008
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PG&E：
 

ピークは全体の時間の0.6%のみ
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出典：

 
PG&E Smart Grid Discussion IEEE presentation by Chris Knudsen, May 2008
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PG&E：ピークロードが電力の10％占有
 これをなくすことで100億円以上削減
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But it Represents 10% of Total 
Generation or 2,200 MW

Eliminating the top 10% of energy usage 
through efficiency programs and demand 

response is worth over $100M annually

出典：

 
PG&E Smart Grid Discussion IEEE presentation by Chris Knudsen, May 2008
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イタリア
 

ENEL社のスマートメーター

イタリア、欧州、南北アメリカ等21カ国に事業展開
をしている電力・ガス会社。10万MW
2001～2005年に30億Euro（3900億円）を投資し、
2700万台のスマートメーターを設置

各家庭の消費電力を15分ごとに自動検針

精緻な電力利用統計に基づき、柔軟な電力料金
体系を開発

ピーク電力をカットすることで、電力消費量を5％
削減

出典：

 
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/b97437327ade686ce0d66f24fe481633

http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/b97437327ade686ce0d66f24fe481633
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4. スマートグリッド分野で  の海外大企業の動きと  その戦略
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海外大企業の動き（1/3）
GE
– スマートグリッドのほぼ全分野に積極的
– カリフォルニア、オハイオ、ハワイ等で大規模に

 実証実験中
– Googleやテンドリル等多数の

ベンチャーと提携

IBM
– 同じく、スマートグリッドに注力
– ノースカロライナ州での6ヶ月のパイロットプロ

 ジェクトでは平均15％のエネルギー節約を実現
– 世界50カ所で実証実験を実施

出典：

 
http://eco.nikkei.co.jp/column/ge/article.aspx?id=MMECcl000006042009
http://energy.envix.co.jp/2009/10/ibm-smartgrid-20091002.html

http://eco.nikkei.co.jp/column/ge/article.aspx?id=MMECcl000006042009
http://energy.envix.co.jp/2009/10/ibm-smartgrid-20091002.html
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海外大企業の動き（2/3）

シスコ
– Smart Grid Solutionsを昨年発表
– スマートグリッドに全力投球。今後5年間、毎年2 

兆円の市場と見ている
– 企業買収に積極的に動く可能性が大

• 企業買収を繰り返しスキル・事業拡大を推進
• スマートグリッド分野のベンチャー投資を促進

SAP
– AMI Integration for Utilitiesを多方面に導入
– パイロットプロジェクトならびに提携多数

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/cisco-wants-to-be-everywhere-in-the-smart-grid-4693/
http://www.sap.com/japan/about/press/press.epx?PressID=12425

http://www.greentechmedia.com/articles/read/cisco-wants-to-be-everywhere-in-the-smart-grid-4693/
http://www.sap.com/japan/about/press/press.epx?PressID=12425
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海外大企業の動き（3/3）
グーグル
– データセンターのコスト削減が緊急課題
– Google PowerMeter（無料）により、消費者にスマート

 メーターおよび家庭内電気機器からの情報をわかりや
 すく示す

– 行動変化により、平均5～15％の利用量削減
– 家電を含む家庭内の全情報へのアクセスをねらう？
– イタリアENELと共同プロジェクトを実施予定

マイクロソフト
– エネルギープラットフォームHohmをエクセル・エナジー

 の顧客340万世帯に提供
– スマートメーターを未導入の顧客に毎月の請求データ

 を提供

ABB、オラクル、インテル、スプリント、ルーセント、ボーイ
ング、ロッキードマーチン等、各分野のトップ企業も参入

出典：

 
http://japan.zdnet.com/news/internet/story/0,2000056185,20388039,00.htm
http://wiredvision.jp/blog/kanellos/200911/200911171338.html

http://japan.zdnet.com/news/internet/story/0,2000056185,20388039,00.htm
http://wiredvision.jp/blog/kanellos/200911/200911171338.html
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5. 主要海外ベンチャーの  動きとその戦略
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シルバー・スプリング・ネットワークス
 （Silver Spring Networks）

2002年、シリコンバレーに設立

スマートメーターの心臓部となるソフトと半導体などの中
核技術を開発
電力会社向けにAMI、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ用IP通信機器提供
PG&E向けにAMIシステムを構築。550万世帯を接続
米GEなどが製造するスマートメーター用のソフトや半導体
を提供し、昨年は200万台以上の出荷

スマートグリッド分野のベンチャーとして最右翼、上場間際
グーグルが昨年3月に設立したVC、Google Venturesの
1号案件としても注目を集める
昨年12月にGoogle Ventures, クライナーパーキンス等
から100億円調達。これまでに合計248億円調達

出典：

 

http://trendwatch-jp.blogspot.com/2009/05/blog-post_28.html
「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より

http://trendwatch-jp.blogspot.com/2009/05/blog-post_28.html
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テンドリル・ネットワークス
 （Tendril Networks）

コロラド州ボルダーに設立

家庭向けに電力消費モニター（可視化）機器を提
供し、電力会社と接続して省エネ推進

GEからの27億円を含む65億円調達

出典：

 

http://www.tendrilinc.com/
http://www.tendrilinc.com/2009/10/ge-expands-relationship-with-tendril-to-bring-the-smart-grid-to-the-home/
「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より

http://www.tendrilinc.com/
http://www.tendrilinc.com/2009/10/ge-expands-relationship-with-tendril-to-bring-the-smart-grid-to-the-home/
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テンドリル家庭用 電力使用状況表示器：
 GEの消費電力調整型家電機器と接続

 （デマンドレスポンス型）

出典：

 

http://www.tendrilinc.com/2009/10/ge-expands-relationship-with-tendril-to-bring-the-smart-grid-to-the-home/

http://www.tendrilinc.com/2009/10/ge-expands-relationship-with-tendril-to-bring-the-smart-grid-to-the-home/
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グリッドポイント（GridPoint）
2003年、バージニア州アーリントンに設立
家電電力消費動向監視とコントロール用途ソフトや
制御機器提供
Renewable Energy House構想: 太陽電池、風
力発電、電気自動車の充電・供給を一体管理
79億円調達

出典：

 

http://www.gridpoint.com/
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20359029,00.htm
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/dd547afdea15cb149bc61ff4e1e3ee44
http://greenpost.way-nifty.com/softenergy/2008/12/gridpoint-renew.html

http://www.gridpoint.com/Home.aspx
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20359029,00.htm
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/dd547afdea15cb149bc61ff4e1e3ee44
http://greenpost.way-nifty.com/softenergy/2008/12/gridpoint-renew.html
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Renewable Energy House構想

負荷の精密な把握とコントロールのためのソフト
ウェアや制御機器を家庭が装備することで、発電、
電力利用のあらゆるシーンで無駄を省き、省エネ
を徹底。余剰電力の販売量を増やす

電気自動車への充電ソフトウェアSmart 
Charging 3.0を開発したV2グリーン社を買収

多数の急速充電器の情報をネットワーク管理して
会員にサービスを提供しているクールームテクノロ
ジーと提携して、ネットワークを連結

これにより、HEMS（ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）
とV2G（電気自動車から電気を供給）を一体化させ
て、エネルギー管理、CO2排出管理ができる

出典：

 

http://www.gridpoint.com/
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20359029,00.htm
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/dd547afdea15cb149bc61ff4e1e3ee44
「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より

http://www.gridpoint.com/Home.aspx
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20359029,00.htm
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/dd547afdea15cb149bc61ff4e1e3ee44
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グリッドネット

2006年、サンフランシスコ設立

WiMax4Gを活用する次世代スマートメーターに対
して、ネットワークマネジメントソフトウェアを提供

2008年、技術をGE Energyにライセンス

４つの電力会社とWiMax4Gを活用するAMIの構
築について協議中

WiMaxは免許を取得した帯域で使用されるため、
セキュリティ、信頼性に優れ、低消費電力

インテルキャピタル、GE Energy Financial 
Services等から資金調達

出典：

 

http://www.grid-net.com/
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/d1331b8abf767100ab55f36aea5b7c21
http://earth2tech.com/2009/10/22/the-wimax-smart-grid-is-here-brought-to-you-by-grid-net/
http://earth2tech.com/2009/10/14/ge-backs-solaredge-and-tendril-raises-stake-in-grid-net/

http://www.grid-net.com/
http://blog.goo.ne.jp/ecomoney/e/d1331b8abf767100ab55f36aea5b7c21
http://earth2tech.com/2009/10/22/the-wimax-smart-grid-is-here-brought-to-you-by-grid-net/
http://earth2tech.com/2009/10/14/ge-backs-solaredge-and-tendril-raises-stake-in-grid-net/
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トリリアント

2004年、シリコンバレーに設立。前身は1985年

スマートメーター、デマンドレスポンス向けの無線
ソリューション提供

100万メーターを配布

電力顧客が200以上

ABB、IBM等と提携

36億円調達

出典：

 

http://www.trilliantinc.com/
「スマートグリッドをめぐる国内外市場・政策動向と国内企業のﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ」

 

2009年7月14日

 

飯野将人・堤孝志氏の講演資料より

http://www.trilliantinc.com/
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テスラ

2003年、シリコンバレーに設立

ペイパル（ネット上での決済手段）創業者イーロン・
マスクがイーベイに売却した売却益を元に創業

第1～6回増資で176億円調達
出典：

 
http://ja.wikipedia.org/wiki/テスラモーターズ

http://ja.wikipedia.org/wiki/�e�X����
http://ja.wikipedia.org/wiki/�e�X����
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中国：
 

BYD Auto
1995年創業

資金3000万円で、三洋
の電池を分解してマネ
をするところから始めた

現在は携帯電話の電池
では世界一

iPhoneの電池も供給

出典：

 
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbp000027052009

2003年に現地の中小自動車メーカーを買収

電気自動車を開発し、米国市場で2010年から販売

2015年には中国市場トップ、2025年に1000万台を
目指す

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbp000027052009
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6. シリコンバレーが  担う役割
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シリコンバレー（1/2）

スタンフォード大学を中心としたサンフランシスコ
南部～サンノゼまでの一帯

先端技術企業の非常に多くが本社をおく： HP、イ
ンテル、アップル、シスコ、オラクル、サン・マイクロ
システムズ、ジュニパー、ヤフー、グーグル、AMD
等々

有名ベンチャーキャピタルが多数： クライナー
パーキンス、コースラベンチャーズ、セコイアキャ
ピタル、アクセルパートナーズ、ベンチマークキャ
ピタル、NEA、CMEA、DFJ等々

1970年代以降、ハイテクベンチャーが多数起業さ
れ、大成功した企業・経営者が多い。エンジェル投
資家も無数

出典：

 
http://ja.wikipedia.org/wiki/シリコンバレー

http://ja.wikipedia.org/wiki/�V���R�
http://ja.wikipedia.org/wiki/�V���R�
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シリコンバレー（2/2）

成功事例が多く、失敗しても特に問題なく再チャレ
ンジできるので、事業チャンスがあると見るやいな
や起業する人が非常に多い。IBM、HP、インテル、
オラクル等の大企業にいてもチャンスがあれば、
起業する

全米でMITと並ぶスタンフォード大学では、アップ
ル創業者・CEOのスティーブジョブスなど大成功し
た経営者・技術者の講義等があり、刺激を受ける

ベンチャー向け弁護士、オフィス、創業支援等、ベ
ンチャー創業に必要なインフラも極めて充実

中国人、台湾人、インド人、ベトナム人等がかなり
を占める

出典：

 
http://ja.wikipedia.org/wiki/シリコンバレー

http://ja.wikipedia.org/wiki/�V���R�
http://ja.wikipedia.org/wiki/�V���R�
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スマートグリッドをめぐる
 シリコンバレーの動き

2003年頃より、クライナーパーキンスを中心として
クリーンテック分野の投資に大きくシフト

– 情報技術・通信分野のイノベーションが一段落
 したという判断

– クリーンテック分野に次の数十年の産業創造機
 会があると読んだ

– アル・ゴア元副大統領が環境問題を訴えつつ、
 クライナーパーキンスにパートナーとして参加

– 有力パートナーのヴィノード・コスラがクリーン
 テック分野に集中するため、独立

情報技術・通信分野の経営者、技術者もクリーン
テック分野の可能性に強い関心を持ち、動いた
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スマートグリッドベンチャーの経営者は
 情報技術・通信系が7割弱

出典：

 
http://www.greentechmedia.com/articles/read/smart-grid-2.0-the-soft-grid1/

無線・通信

12%

IT ソフトウェア

25%

IT ハードウェア

30%

エネルギー

19%

財務

6%

Other 
(Research and 

Strategy)

8%

http://www.greentechmedia.com/articles/read/smart-grid-2.0-the-soft-grid1/
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7. 海外ベンチャーキャピタル  の動向
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クリーンテック分野への投資
 北米、欧州、中国、インド等

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/

$4852 Million

$7600 Million

$3450 Million
$2300 Million

$900 Million

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/
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クリーンテック分野への投資内訳

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/

GREENTECH SECTOR TOTAL 2009 VC FUNDING NUMBER OF DEALS
Solar $1,415M 84
Biofuels $975M 44
EE, DR, and Smart Grid $401M 34
Automotive & Transport $553M 29
Batteries, FCs, Storage $455M 36
Green Buildings $143M 10
Green Materials $131M 9
Lighting $115M 16
Green IT $106M 10
Geothermal $35M 2
Water $130M 33
Tidal $22M 3
Wind $142M 17
Nuclear $9M 1
Green Consumer Products $3M 2
Carbon Markets $26M 8
Environmental Tech $77M 7
Green Finance, Proj Dev. $59M 2
Miscellaneous $57M 9
Totals $4,852M 356

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/
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2009年の主な投資案件
Silver Spring Networks’ $100 million investment from Google 
Ventures, Foundation Capital, Kleiner Perkins and Northgate Capital
Solyndra’s $198 million investment from Argonaut Private Equity, et al. 
for the Fremont, Calif.-based thin-film solar firm
Suniva’s $75 million C round for from Warburg Pincus, APEX Venture 
Partners, New Enterprise Associates, HIG Ventures and Advanced Equities for 
high-value monocrystalline silicon solar cells
Synthetic Genomic’s $300 million multi-year commitment from Exxon 
for the development of algae-based biofuels
eMeter’s $32 million investment from Sequoia Capital and Foundation 
Capital
Tendril’s $30 million round from VantagePoint and good Energies for 
smart grid management software and hardware
Tesla Motor’s $82.5 million round from Fjord Capital and Daimler 
Motors
Fisker Automotive’s $85 million round from Kleiner Perkins et al. for 
their groundbreaking electric vehicles
Serious Materials’ $60 million round from Mesirow Capital et al. for 
green building materials

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/
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クリーンテック分野に積極的なVC

NEA
CMEA
Khosla Ventures
Kleiner Perkins
NGEN Partners
DFJ
Foundation Capital
Quercus Trust

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/
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米国 Khosla Ventures

ヴィノード・コスラ： 世界最高のベン
チャーキャピタリストの一人

サンマイクロシステムズ共同創業
者、最初のCEO
2004年、世界的VCであるクライ
ナーパーキンスを離れ、クリーン
テック分野に注力した

これまでは自己投資。最近1000億
円のファンドを組成

出典：

 
http://www.khoslaventures.com/ 等

ｳﾞｨﾉｰﾄﾞ
 

ｺｽﾗ
Vinod Khosla

http://www.khoslaventures.com/


58

地域別 VC投資（2009年）

出典：

 

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/

$3500 Million

$1600 Million

$331 Million $190 Million

ｲｽﾗｴﾙを含む

http://www.greentechmedia.com/articles/read/green-vc-total-second-best-year-ever/
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中国：
 

環境関連業種へのPE投資
 2006~2008年の合計

出典：

 
http://money.quick.co.jp/pr/eco/report/asia_vo8.html

$2360M＝約2120億円 101件
注：

 
前ページの数字と

 異なります。規模感と

 してご理解ください

http://money.quick.co.jp/pr/eco/report/asia_vo8.html
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世界のスマートグリッド投資は
 2008～2015年に20兆円に

米国の環境保護関連市場調査会社パイクリ
サーチ社の調査結果

内訳

– 配電インフラのアップグレード
 

84%
– 高度メーターインフラ（AMI）

 
14%

– 電気自動車管理システム
 

2%
スマートメーター市場は1兆7550億円

ピークは2013年と予想

出典：

 
http://japan.cnet.com/release/story/0,3800075553,10444531,00.htm
http://www.pikeresearch.com/research/smart-meters

http://japan.cnet.com/release/story/0,3800075553,10444531,00.htm
http://www.pikeresearch.com/research/smart-meters
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8. 日本、および日本企業に  とっての意味合い
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欧米諸国・中国等では、クリーンテック分野の
 ベンチャーへ2兆円以上投資された

欧米、中国等では、太陽電池、太陽熱発電、バイオ
フューエル、風力発電、電気自動車等の分野のベン
チャーに1社10～300億円、関連業界全体で2兆円以
上の投資。2000年以降、新しい産業が形成された

– ドイツ：
 

Qセルズ（太陽電池生産量世界1位に）

– 中国：
 

サンテックパワー（太陽電池生産量世界2位）

– 米国：
 

ナノソーラー（270億円）、ソリンドラ（197億円）、
 ｿﾛﾊﾟﾜｰ（180億円）、ベタープレイス（630億円）、

 Range Fuels（142億円）、ｿｰﾗｰﾘｻﾞｰﾌﾞ（126億円）

– フィンランド：
 

WinWinD
 

Oy（アブダビのマスダールク
 リーンテックファンドから160億円）

出典：

 

Cleantech press release
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日本のベンチャー投資は非常に低調

ところが日本では、ベンチャーに対するそういった
規模の投資が全く行われず、新産業創出上、非常
に不利な状況

– 日本のVCは、もともと1社数千万円から、最大で
 も数億円程度の投資が主体

– 数億～数10億円単位での投資が通常である米
 国のVCに比較し資金提供量が圧倒的に少ない

– しかも2006年以降、日本のVC投資は急降下

– クリーンテック分野への投資は、これまで多くても
 数百億円以下と想定される
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日本のVC投資額は急降下

出典：

 
http://taa203.blog86.fc2.com/blog-entry-760.html

億円

クリーンテック

 はごく一部

http://taa203.blog86.fc2.com/blog-entry-760.html
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ベンチャー投資対象としての魅力のなさ

米国からは、30ファンド、5000億円規模の積極投
資が中国に向けられた

ところが、日本の企業は彼らの投資対象としては
魅力が乏しく（社長の資質・ビジョン、中小企業的
経営スタイル、およびコミュニケーションへの姿勢
の問題）、日本企業への投資は限定的

日本でのクリーンテック分野は、シャープ、三洋、
パナソニック、アルバック、トヨタ、ホンダ、日本ガイ
シ等大企業や多くの中堅企業が担い、世界をリー
ドしてきたが、新しいベンチャーはわずか
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人材流動の乏しさ

欧米・中国・インド等とは異なり、人材流動が乏しく、
起業する人材が少ない（欧米・中国・インドに日本
企業の技術があれば、数百～数千社起業される）

– 日本は、戦前戦後にベンチャーが無数に生まれ
 世界的大企業に成長したが、その後はよくも悪く
 も、大企業化。人材囲い込みにより、後発ベン

 チャーの生成を妨げてきた

– 大企業からのスピンアウトが欧米等に比べ非常
 に少ない

– 早期退職制度も効果は限定的

起業しても出資をしてくれる人、ベンチャーキャピタ
ルが少ない。家族・親兄弟・上司には止められる

再挑戦が非常にやりにくい文化、制度、環境



67

クリーンテック分野で、無数のベンチャーが生
 まれ、技術開発上もビジネスモデル上も激しく
 競争し、イノベーションを進めることが不可欠

クリーンテック分野は、全く新しい分野であるため、
従来技術の延長線上で勝負しようとしても、最適
解を生み出せない

– 優れた既存組織がどれほど工夫しても、発想
 力と実行方法に限界がある

– 大手の活躍はもちろん非常に重要。ただ、既存
 のインフラ、既存のビジネスモデルを破壊する

 ような新しい解には挑戦できない

– 無数のベンチャーが生まれて切磋琢磨する状
 況の中で初めて、次のSカーブに乗る急成長企
 業が生まれる（多産多死が不可欠）
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ベンチャーの切磋琢磨が新しい技術を生み出し、
巨大な産業を興した例はいとまがない

– 自動車

– 家電

– 半導体（CPU、DSP、DRAM、SRAM等々）

– PC、PC周辺（ハードディスク、LAN関連機器、
 データベース等々）、ゲーム、携帯電話

– ネットワーク、インターネットサービス、検索エ
 ンジン、ネット通販、ネット広告

– バイオ技術、創薬

– 太陽電池、太陽光発電、風力発電、電気自動
 車（世界各国で進行中）



69

いつの時代も、技術者、起業家が事業の成功を夢
見て、死にものぐるいの努力をしてきた

最も優れた技術的な選択をし続けた企業、最も優
れたオペレーションをやり続けた企業が急成長し、
圧倒的な地位を築いていった

革新し続けられなくなった既成の巨大企業は、次の
イノベーションに乗り遅れ、多くの場合、淘汰された
のが実態（時代を超えてトップ企業で居続けた例外
的存在はGE、IBM等少数の超優良企業のみ）

日本的なスタイルで経営される中堅・中小企業は、
技術が優れていても出資を受けることが容易では
なく、他国の先進的ベンチャーに比べ、資金力の差
が決定的
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9. スマートグリッドの戦いに日  本企業が勝ち残るためには
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クリーンテックビジネスへの政策的な巨額
 投資・融資・助成金・大幅減税は、日本企
 業が世界で公平な戦いをする上で必要

米国オバマ大統領は、何ら躊躇なくクリーンテック
分野に巨額の税金を投入（融資責任者には、事業
性判断に長けた著名ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾘｽﾄを採用）

EU、中国、韓国など他国政府も同様

クリーンテック分野は国家間戦争になっており、資
金のない日本大企業・中小企業・ベンチャー企業
は極めて不利な状況

自助努力はもちろん当然であるが、竹槍では戦え
ない . . . 第二次大戦末期の日本
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産業革新機構の徹底活用（案）

2009年設立

9000億円の資金提供が可能

設立の目的

– 日本が持つ産業資源の潜在力を最大限に引き
 出し、環境エネルギーやバイオ分野などで次世
 代を担う産業のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを構築する

– そのために、日本国内の様々な組織に分散す
 る優れた経営資源を既存の枠組みを超えて集
 約・再編する革新的事業を進める

クリーンテック分野での産業創造に貢献できる
→ 案件次第

出典：

 
http://www.incj.co.jp/

http://www.incj.co.jp/
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産業革新機構の全体構造

出典：

 
http://www.incj.co.jp/01company-02.html

http://www.incj.co.jp/01company-02.html
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産業革新機構の取り組み案
世界で勝てる企業を生み出すため、国内で数カ所のパイロットプロ
ジェクトを競争させ、実績を作る
– AMI、デマンドレスポンス、HAN・ネットワーク家電、スマートハ

 ウス等

– 電気自動車の開発・量産化

– 電気自動車充電・ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換ｼｽﾃﾑの商業化

– 次世代リチウムイオン電池の開発

– スマートグリッド用大型蓄電池の開発
米国PG&E等への直接参入を目的として、競争力を持ちうる国内の
各分野トップ企業に投資し、共同でシリコンバレーオフィスを設置す
る（このレベルからの支援が必要。甘やかすということとは別）
コースラベンチャーズ等米国のクリーンテック分野のトップVCのLP
として出資し、情報収集をする。彼らの投資先の有望ベンチャーに
出資し、情報収集・日本企業との戦略提携を促進する

クリーンテック分野に飛び込む優秀な人材を大幅に増やすための
起業・採用支援、クリーンテックファンドの組成促進（ファンドへの同
額出資等）
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電気自動車共同研究への取り組み
最高速370km/hを記録した8輪電気自動車エリーカを
開発した慶応大清水教授が昨年8月にシムドライブ社
を設立

ベネッセ福武会長、ｶﾞﾘﾊﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ等が出資

先行開発車事業第1号には、いすゞ自動車、三菱自動
車など自動車ﾒｰｶｰや自治体を含む34事業体が参加：
2010年1月22日 記者会見で発表

出典：

 

http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20100122_344202.html
http://sim-drive.com/news/2010/0122_press-release.html

開発はｵｰﾌﾟﾝｿｰｽで進め、
参加機関は研究成果を利
用できる

2013年に量産予定

産業革新機構でこのよう
な動きをさらに加速・拡大
できるのでは？

http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20100122_344202.html
http://sim-drive.com/news/2010/0122_press-release.html
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ベンチャーを活用した、クリーンテック事業
 強化、新事業立ち上げ、グローバル化

出 資

人・技術の動き

ベンチャーとの

 
接触を通じた

 
事業構造改革

全体スキームの企画、運営
案件の発掘、具体化（社内、社外）
ベンチャー投資、育成、資金調達支援、提携推進
戦略的スピンアウトの実行支援
外部バイアウトファーム・ベンチャーキャピタルとの交渉・連携
業績評価、人事評価、昇進・報酬制度の設計と運用
グローバル経営人材育成
事業検討結果へのフィードバック、検討作業への助言

人・技術

競争力が高まっ

 
た段階で、場合

 
により社内へ 社外化によ

 
る事業立ち

 
上げの加速

双方向の交流

 
を促進し、社

 
内を活性化

進捗状況を

 
直接報告

スピン

 
アウト

ベン

 
チャー

JV ベン

 
チャー

大きなシナジー

 
の期待できる厳

 
選された他のベ

 
ンチャーファンド

キーパーソンを派遣。

 
1年程度でローテー

 
ションし、人材育成

 
を加速する（異文化

 
の経験）

クリーンテック

 投資・事業立ち

 上げファンド

BTP

人・技術
人・技術 人・技術

人・技術

経営者

外部の経営資源外部の経営資源

人・技術

出資

出資

出典：

 

ブレークスルーパートナーズ（BTP）

運営チーム
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どのような抜本策が必要か？

大規模投資・融資・助成金・大幅減税の導入
産業革新機構等による
– クリーンテック事業構築支援
– クリーンテックファンドへの同額出資
– クリーンテック分野でのVC出資への同額出資

– クリーンテック分野での研究開発投資の半額補填
– クリーンテック分野での米国トップVC、ﾍﾞﾝﾁｬｰに出資
外国著名VCの誘致

日本への外国企業の誘致（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ政府が熱心）
外国人の日本での起業促進
神奈川、沖縄等地域を決めた多数のﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
大企業からのスピンアウト、分社、独立促進
EPRIへの参加、等々
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EPRI：米電力会社による研究機関

出典：

 

http://www.aist.go.jp/FORMER-AIST/nss/j-window/document/epri.htm
http://my.epri.com/portal/server.pt?

http://www.aist.go.jp/FORMER-AIST/nss/j-window/document/epri.htm
http://my.epri.com/portal/server.pt?
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スマートグリッド分野のグローバルかつ巨大な
 事業機会に取り組むための攻めの姿勢は？

大企業の経営者

大企業の優秀な技術者

中小・中堅企業の経営者

中小・中堅企業の優秀な技術者

ベンチャー経営者

ベンチャーの技術者

米国・欧州市場に自社であるいは提携で

 乗り込み、今後の事業基盤を構築する

会社を動かす。どうしても動かなければ、

 グローバル化を進める企業・ベンチャー

 に転職する。あるいは、自ら起業する

米国、欧州で急成長中の企業・ベン

 チャーに直接アプローチし、事業提携

 を進める。買収・経営統合も

会社を動かす。どうしても動かなければ

 グローバル化を進める企業・ベンチャー

 に転職する。あるいは、自ら起業する

米国、欧州で急成長中の企業・ベンチャー

 に直接アプローチし、事業提携を進める

会社を動かす。どうしても動かなければ、

 世界をねらう企業・ベンチャーに転職する。

 あるいは、自ら起業する

スマートグリッド分野で強みを持つ
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略歴：
 

赤羽 雄二

東京大学工学部を1978年3月に卒業後、小松製作所で建設現場・
 鉱山用の超大型ダンプトラックの設計・開発

1983～1985年、スタンフォード大学
 

大学院に留学

1986年、マッキンゼー入社。経営戦略、組織設計、マーケティング、
 新事業立ち上げなどのプロジェクト多数を14年間にわたりリード

シリコンバレーのベンチャーキャピタルをへて、2002年、創業前、創
 業当初からの非常にきめ細かな支援を特徴とするブレークスルー

 パートナーズ株式会社を森廣弘司と共同創業し、「日本発の世界的
 ベンチャー」の育成に取り組む。ベンチャーの投資、育成経験多数

実体変革、スキル構築を主とするコンサルティングと、シリコンバ
 レーのトップクラスのベンチャーキャピタルのノウハウを合わせ、技

 術・事業の両面への深い理解に基づいたきめ細かく、かつ徹底した
 支援を提供

経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」、総務省「ＩＴ
 ベンチャー研究会」委員、「ICTベンチャーの人材確保の在り方に関
 する研究会」委員、

 
「事業計画作成支援コース」の企画立案および

 講師、「事業計画作成とベンチャー経営の手引き」著者

東大工学部講師、北陸先端科学技術院大学講師
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