Ｚero-carbon Ｃommunities in Ｇinza Ｓony Ｐark -脱炭素社会を先導するゼロカーボン・コミュニティ - （1）
＜下敷きにしたアプリ＞

＜Application basis＞

脱炭素の取り組みが世界規模で進むなか、PHASE1「Rebuilding Urban Communities
With Renewable Energy」にある再生可能エネルギー利用をベースに多種多様なアプリ
の展開を通してＧｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ（ＧＳＰ）で脱炭素社会のモデルを実践する事業ス
キームを提案する。

＜Proposal＞

＜提案内容＞
ＳｏｎｙＰａｒｋ運営チームを母体に、環境配慮企業等が参画するＧＳＰマネジメント組織
を組成し、再生可能エネルギーの調達、ＧＳＰ施設管理、各種アプリ運営を通し脱炭素
化社会の地域モデル事業を実践する。
ＧＳＰマネジメントに参画する事業者は、各種アプリに協賛金・ノウハウ提供を行う対価
として銀座という日本を代表する集客立地において、新規事業の採算検証、企業ＰＲな
どの便益を得ることができる。
全国から集められたゼロカーボン電力や非化石価値の取引対価は、料金だけでなく、
ＧＳＰトークン（エリア内で財・サービスに交換できる媒体）や協賛企業商品等で支払われ
る。またトークンは地域ボランティア活動の対価として地域通貨的な機能を有する。
余剰電力をもつ市民等とゼロカーボン電力で事業運営を目指すグローバル企業を結び
つけ、循環型ゼロカーボンコミュニティと持続可能なエリアマネージメントの実現を図る。

＜ＧＳＰマネジメントとゼロカーボン電力調達スキーム＞
ゼロカーボン電力
（再生可能エネルギー）
余剰電力

電力販売
（ゼロカーボン電力）

Led by Sony Park management team, build GSP Management Organization in which environmentally conscious businesses
participate, to practice a local zero-carbon community business model by sourcing renewable energy, managing GSP facilities, and
running various applications.
In return for providing funds and knowhow to various applications, participating businesses will receive benefits such as
profitability validation for a new venture and business publicity from one of Japan’s best locations to attract customers, Ginza.
Transaction value of zero-carbon power and non-fossil fuel energy collected from all over the nation will be paid not only in
cash, but also GSP token and merchandise of participating businesses. GSP token will also act as local currency in compensation
for community volunteer activities.
Connect citizens that have surplus power and global companies with visions to operate their businesses with zero carbon
energy to achieve sustainable zero-carbon community and area management

ＧＳＰ内グリーンを原料にしたバイオマスプラスチ
ック製食器を使用し使用後は回収したバイオマス
原料をもとに３Ｄプリンターでパブリックファニチャー
に再生する循環型の仕組みをつくる。

自家使用電力

買取料金、ＧＳＰトークン、
協賛企業商品による支払

小売電力事業者
電力販売
（ゼロカーボン電力）

Propose business practices of a zero-carbon community model at Ginza Sony Park (GSP) to implement various renewable energy
applications in Phase 1 “Rebuilding Urban Communities with Renewable Energy” as efforts are made worldwide to decarbonize
society.

再生可能エネルギー
の非化石価値

ブロックチェーンに
よるクラウド上の
取引プラットフォーム

買取料金、ＧＳＰトークン、
協賛企業商品による支払

再生可能エネルギー
の非化石価値

ＧＳＰマネジメント
（構成企業）
・Sony Park運営チームを母体に、エネルギー会社、
RE１００志向企業の参画
（事業内容）
・ＧＳＰ管理運営とエリアマネージメント
・各種アプリ実装支援、運営支援
・ゼロカーボン電力取引・非化石価値取引、
蓄電・放電制御、非常用電力確保
・ブロックチェーンによるゼロカーボン電力取引の分散
型台帳管理、ＧＳＰトークン運用
・市場データ収集と分析による商品・サービス開発支援

ＧＳＰマネジメントを主体とした
エリアマネジメント団体による道
路占用許可のもと、公共空間で
賑わいと憩いのアプリ（収益事
業）を展開する。また、収益の一
部を負担金として、エリアの美化
・清掃活動に活用する。

ゼロカーボン電力で駆動する
大型ビジョンカー（ＥＶ、ＰＨＶ）
と空撮ドローンによる映像で、
利用者は書き込み、買物、銀
座ライブ情報を楽しむ。ビジョン
カーは周辺銀座エリアを移動し
ながらのアプリ展開も行う。
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＜公共空間を活用したアプリの展開スキーム＞

＜ＧＳＰのステークホルダーとアプリ展開の相関＞
グローバル企業によるＲＥ１００、ＳＤＧｓへの取り組みや機関投資家によるＥＳＧ投資が加速する
なか、ＧＳＰでのエネルギー調達や各種アプリの実装・事業展開により、環境意識の高い市民・企
業が参画する脱炭素社会型の地域コミュニティモデルを実証していく。

近年、民間主導による公共空間での賑わい創出などの取組みが拡大している。
官民が連携したエリアマネジメント団体が主導し、公共空間での収益事業と美化・
清掃などの運営管理を行う体制づくりを提案する。

ＧＳＰトークン

アプリ

ゼロカーボン電力発電
（個人・法人）

商品・サービス
アプリ実装、
運営の支援
宣伝・広告
利用促進

アプリ運営
支援

ＧＳＰ
トークン

ＧＳＰ
トークン

ＧＳＰトークン
（活動資金確保）

非化石価値
新規事業実証
広告宣伝

出資または協賛
事業ノウハウ提供

ブランド
イメージ
向上

認定

許可

活動計画申請

占用許可申請

公物管理者

自治体
エリマネ活動費へ利益還元

ＧＳＰ参画企業
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ＧＳＰ周辺
まちづくり団体・企業

ＧＳＰ
マネジメント

エリアマネジメント団体
（地域再生法による認可法人等）

カーボンゼロ電力
非化石価値

ＧＳＰ
マネジメント

ボランティア
活動

ＮＰＯ
団体

収益事業展開支援

公共空間を活用したアプリ展開

ブランドイメージ向上

＜資源循環アプリ＞
<Resource Circulation Application>
（下敷きにしたアプリ）
「Wonder space public machine」「#printyourcity」
（提案内容）
ＧＳＰ内の植栽も原料にした植物由来バイオマスプラスチック製の食器・ス
トロー等を用い、使用済み食器はリサイクル再生材に加工する。さらに再生
材は、ゼロカーボン電力で駆動する３Ｄプリンターによって、パブリックファニ
チャーとして再利用される資源循環の仕組みをつくる。
バイオマス
プラスチック
原料
（植物）

＜市民、企業の参加・共感アプリ＞
<Citizen and Business Participation Application>
（下敷きにしたアプリ）
「DIGITAL DRAWING WALL」 「Virtual Window Shop」
（提案内容）
大型ビジョンカー（ＥＶ、ＰＨＶ）、空撮ドローンによる映像スクリーン上で、アプ
リ利用者は、スマホやタブレットから自由な書き込みや仮想商店街での買物が
できる。映像には、ＧＳＰ協賛企業等の取組みや商品の広告が掲載され、共
感した市民が人気投票や銀座トークンによる買い物を楽しむことで、企業と市
民の環境志向の高いコミュニティ形成が醸成される。
ビジョンカーは、銀座エリアを移動しながら広範囲にアプリを展開することで、
利用者増加による市場データ収集と協賛企業の認知度向上を図る。
さらに災害時には避難誘導情報、交通インフラ復旧情報の伝達とともに、
スマホ等への非常用充電コンセントを内蔵しエリアの防災性向上に貢献する。

＜パブリックスペース活用アプリ＞
<Public Space Utilization Application>
（下敷きにしたアプリ）
「GO Table」 「SITWAY GARDEN」
（提案内容）
エリアマネジメント団体が主導し、公共空間を活用したカフェ、レストランなど
の賑わいと憩いの場を創出するアプリを展開し、その利用データをもとにＧＳＰ
及び周辺エリアの顧客ニーズ把握と効率的サービスの展開を行う。
収益活動とともに、自治体、ＮＰＯと連携して美化、清掃、災害時の避難誘
導訓練なども実施する。また、アプリ運営者から収益の一部をエリマネ負担金
（銀座トークン利用可）として徴収し、公的活動の継続性・安定性を確保する。
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