Energy Storage Japan 2018 参加報告
未来技術フォーラム神戸 板山克廣
2018 年 10 月 17 日にイイノホールで開催された首記ｺﾝﾌｧﾚﾝｽに参加し、ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵と
ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨに関する動向を調査した。ﾄﾞｲﾂ電気技術協会(VDE)とﾒｯｾ・ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌの主催に
よる同ｺﾝﾌｧﾚﾝｽへは初回から毎年参加し今回で 5 回目となる。ﾄﾞｲﾂ、米国、ｲﾝﾄﾞ、中国で
展開している展示会・国際会議「World of Energy Storage」ｼﾘｰｽﾞの日本版で、制度枠組
みの問題、新しい技術やそれらを活用したﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙをｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視点でｺﾝﾊﾟｸﾄに取り上
げてきた。今回はその議論を半日に短縮し、残りの半日をﾄﾞｲﾂ NRW 州主催の「日独ｽﾏｰﾄ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」にあて、e ﾓﾋﾞﾘﾃｨの新たなｿﾘｭｰｼｮﾝや社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ・ｿﾘｭｰｼｮ
ﾝの取り組み紹介が行われた。
１．

ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵の制度枠組みの国際比較
最初に三菱総研より日本における蓄電池関連の政策動向に関する紹介があった。

2018 年 7 月に閣議決定された「第 5 次ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画」では、多くの論点で蓄電池の重
要性が改めて位置づけられ、
“蓄電池”の登場回数は前回計画の倍の 43 回に上った。そ
の主要なﾎﾟｲﾝﾄとして①将来のｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑにおける各種重要技術のｷｰﾃﾞﾊﾞｲｽとなる、②温
室効果ｶﾞｽ(GHG)削減の担い手である再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE)の主力電源化に不可欠である、
③我が国がﾘｰﾄﾞする先端技術の一つである、ことが挙げられている。①について言えば、
蓄ｴﾈ、RE 導入促進、電源安定化、仮想発電所(VPP)、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ、ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞなど極め
て多様な役割を果たすことができる技術ということである。また②を補足すると、蓄電
池との組合せで風力、PV などの変動電源(VRE)を長期安定的な電源へと質的に変化させ
ることができ、また RE の自家消費増に寄与することで、消費者ｻｲﾄﾞへの RE 導入を後
押しする起爆剤となることである。
三菱総研が蓄電池普及の促進要因として挙げるのは、まず 2019 年から始まる住宅
用 PV の FIT 終了、所謂 2019 年問題である。FIT 終了により売電契約の見直しを迫られ
る消費者は 2020 年までに 126 万件発生する。契約終了時の選択肢として①発電事業を
辞める(ﾊﾟﾈﾙ撤去)、②蓄電池/EV 導入による自家消費(余剰を売電)、③ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ等に全量
売電、そして④何もしない(送配電業者の無償買取り)がある。国が想定するのは②あるい
は③で、今後 5 年間 FIT 終了 165 万件のうち、ある程度の蓄電池ｼｽﾃﾑ(BESS)導入がなさ
れると見ている。
また電力ｼｽﾃﾑ改革(発送電分離)の一環として 2021 年目途に開設予定の需給調整市
場の整備も BESS 導入を後押しする。同市場は系統運用者が系統の安定性を確保するた
めの一次~三次調整用電力を調達する場で、現在、経産省の需給調整市場検討小委員会で
専門家、関係者を集め、商品区分、指令・制御方法、ﾌﾞﾛｯｸ時間幅、最低入札量、罰則な
ど、市場ﾙｰﾙの検討を行っている。市場参加者として期待されるのが仮想発電業者(VPP)
で、応答性の早い BESS やﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(DR)と持続力のある発電機などを組合せて市場
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参画を狙っている。現在、複数の実証実験が各地で行われているが、今回、東電が NEC
等と組んで進める事例の紹介があった。当該ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでは、家庭用 BESS(61kW)、産業
用 BESS(6,530kW)、自家発電設備(500kW)と DR(12 店舗)を組合せ、三次調整用電力と
しての適用性を検証した。その結果、需要予測精度、制御ｼｽﾃﾑ/ﾘｿｰｽの不具合、一次調整/
蓄電池運転ﾓｰﾄﾞとのｺﾝﾌﾘｸﾄ等の問題点が浮上し、改善を今後図っていくとのことである。
新電力ｼｽﾃﾑにおける VPP 用途としての定置用蓄電池は、産業用、業務用、家庭用
などに既に 20 万台、1GWh の累積能力があり、今後年間 5 万台規模での導入が行われる
と予想している。これと並んで期待される用途は系統の安定性を補完する大型の系統連
結 BESS。一次調整用電源、RE 出力制御の抑制、火力投資抑制/運転維持費削減、送電
網投資の繰り延べなどその効果は大きいが、現状のｼｽﾃﾑ価格ではその事業性が不十分と
見て、経産省は普及のための目標価格を 2.3 万円/kWh に置く。これに対し、1MW ｼｽﾃﾑ
を 15 年運用する場合の IRR を時間容量 2h、4h、6h に対して評価した三菱総研の試算
によると、前記効果に向けた BESS の多目的使用により 2020 年段階でもそれぞれ 3.3
万円/kWh、4.5 万円/kWh、6.8 万円/kWh、と目標価格より高い水準で IRR5%が達成さ
れ、その事業性は十分あるとする。以上のことから三菱総研は今後の BESS 市場見通し
のｼﾅﾘｵを次のようにまとめた。発電設備(RE も含めて)への導入が先行してこれによる RE
導入が進展。系統側での VRE 対策として蓄電池ﾆｰｽﾞが台頭。これによる託送料金上昇で
需要家側での自家消費ﾆｰｽﾞ市場が拡大する。
ﾄﾞｲﾂの ESS 導入に向けた最新動向につき BVES(蓄ｴﾈ連邦協会)より紹介があった。
よく知られているようにﾊﾟﾘ協定の各国目標が完全に達成されたとしても、
2030 年迄 CO2
排出量は増え続け、2050 年の気温上昇 2℃以下の達成は極めて難しい目標と認識されて
いる。ﾄﾞｲﾂでは先頭を切って電力の RE 化を進めてきたが、最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の 24%に過
ぎない電力だけ見ていては駄目で、あらゆるｴﾈﾙｷﾞｰ消費分野で化石燃料を削減するよう
なｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ全体の抜本的な変革が必要との認識が共有化されている。その柱が熱・動
力等の燃焼ｴﾈﾙｷﾞｰの電力への切り替えとそれと並行した電力の徹底した RE 化。ﾄﾞｲﾂで
は風力と PV を主体とした RE 化が進み、今後もその方向は変わらないと見られているが、
そこで問題となるのがこれら変動型電源（VRE）による需給ﾐｽﾏｯﾁに基づく電力ｼｽﾃﾑの不
安定化。当面は欧州域内の国際連系で対応可能とされているが、電力の 50%を RE に頼
る 2030 年時点には両電源の合計能力が 144GW に達し、国際連系以外の手段による需給
調整能力強化が必要になると予想している。
その候補として挙げられるのが余剰電力を化学ｴﾈﾙｷﾞｰで長期貯蔵する Power to
Gas(P2G)と比較的短時間での充放電を行う BESS。前者については十分に安価で大量の
余剰電力が使える 2030 年以降の技術とされている。一方、BESS は優れた瞬時対応力等
の特徴を有しまた設置制約も少ないことから、ﾄﾞｲﾂでは近年のｼｽﾃﾑ価格低下も相俟って
種々の用途での導入が始まっている。その一つが火力発電の廃棄に伴う電力ｼｽﾃﾑの慣性
力低下を補うための発電所/送電網に設置される大型の BESS。ｻﾌﾞ秒単位での充放電が可
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能な蓄電池により周波数調整能力を補完する。ﾄﾞｲﾂでは数 MW~数 10MW 規模の大型
BESS の導入が 50 か所程度で進められており、必要とされる容量の 70%以上に当たる
430MW の設置が 2019 年までに完了する。これと並んで始まった消費者ｻｲﾄﾞへの BESS
導入のﾄﾞｲﾂの動きについては後程紹介する。
前報(Energy Storage World Forum2018 報告)で紹介したように予想を超えるｽﾋﾟ
ｰﾄﾞで RE 導入が進む英国であるが、同国のｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ化に関する政策について英国国際
貿易局から紹介があった。2017 年時点で電力需要の 23%を RE がｶﾊﾞｰし、その結果、石
炭火力の出力ｾﾞﾛが 3 日連続するなど下方調整能力の不足への対応が喫緊の課題となって
いる。そこで送配電業者に￡34bn 規模に上るｽﾏｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ化に向けた投資計画を提出させ
るとともに、容量市場への DR の呼び込みを狙った“Power Responsive Campaign”の展
開、既存の RE への蓄電池設置に対するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ供与などの施策を行っている。その基
本は、収益性を重視した各ｽﾃｰｸﾎｰﾙﾀﾞｰの動機付けと消費者への長期的経済価値を生むｻｰ
ﾋﾞｽの提供とのこと。ほかに産業政策として、ﾊﾞｯﾃﾘｰ産業での世界のﾘｰﾀﾞｰを目指すとし
て、基礎研究支援のためのﾊﾞｰﾁｬﾙ研究ｾﾝﾀｰと産業化支援のためのﾊﾞｯﾃﾘｰ産業化ｾﾝﾀｰの設
立を行い、また企業への開発・事業化支援を目的とした総額￡246mil の 4 年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ”Faraday Challenge”を実施中とのことである。
２．

新たに出現する ESS ﾋﾞｼﾞﾈｽ
消費者ｻｲﾄﾞに導入される比較的小規模の PV、CHP などの発電能力をｸﾞﾘｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ

に利用する際の有効な手法の一つが、ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀによる VPP 機能の創出。この分野で先行
するﾄﾞｲﾂに登場した VPP につき BVES より紹介があった。Strombank は個々の消費者
に BESS を導入する代わりに大型の BESS を地域に設置し、これを介してｸﾞﾘｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ
を行う。消費者は余剰電力をこの蓄電池(＝銀行)に預け入れ、必要に応じて引き出す。大
型 BESS は電気料金の変動に応じたｸﾞﾘｯﾄﾞへの出し入れや調整電力としてのｻｰﾋﾞｽ提供
を行う。これで得られる収益を、現金や各種ｱｶｳﾝﾄの形で消費者に還元する。SENEC も
同様な大型蓄電池による PV 電力の自家消費最大化に向けたｻｰﾋﾞｽを提供。これに対して
Sonnen は、小型 BESS(ｿﾆｰ製)を PV を所有する消費者に供給し、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｲﾝを活用した
ｺﾐｭﾆﾃｨｰを形成することにより、参加者の 100%自家消費を可能とするｻｰﾋﾞｽを提供する。
また Caterva は消費者に小型 BESS を納入し、別途調達した PV 電力を供給することに
より、蓄電池（PV 電力）のみによるｸﾞﾘｰﾝ電力供給ｻｰﾋﾞｽを行っている。このように RE
余剰電力活用、自家消費、ﾋﾟｰｸ電力ｶｯﾄ、ｸﾞﾘｯﾄﾞｻｰﾋﾞｽなどを組み合わせた様々なﾋﾞｼﾞﾈｽ
が新たに生まれつつある。
このような電力ｼｽﾃﾑの変容の動きの中で、電力会社のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙも大きく変わり
つつある。ﾄﾞｲﾂの主要電力会社の一つである E-ON も、従来の原子力、火力中心のﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｽﾀｲﾙから分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ企業への転身を図っている。2010 年の送電部門の TENNET へ
の売却に続いて、2016 年に従来型発電事業を Uniper へ分離し、更に 2018 年には RWE
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との間で RE 事業売却と Innogy 買収を合意。これにより顧客数 49 百万、配電網 1.7 百
万 km を有する欧州最大の分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ企業への転身を果たした。同社が注力するのは
顧客ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ事業で、様々な企業との連携により事業展開を図っている。例えば
Microsoft Azure と連携して HEMS 用 MCU の Azure Sphere を構築。これを核に PV、
蓄電池、空調、EV、DR などを一括制御する信頼性の高い未来型ｽﾏｰﾄﾎｰﾑを提案する。も
う一つの注力分野は eMobility 関連事業。2015 年より着手した公共の急速充電ｽﾃｰｼｮﾝ網
の構築はﾃﾞﾝﾏｰｸ、ﾄﾞｲﾂ、ﾁｪｺを中心に進み、2018 年時点で既に 6,500 か所を超えるに至
っている。ここでも日産と組んで、HEMS、自宅及び公共ｽﾃｰｼｮﾝでの充電を行う一括ｻｰ
ﾋﾞｽ事業をﾃﾞﾝﾏｰｸを皮切りに展開。これを活用した EV による VPP 事業などで、同社の
分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ事業は年率 100%を超える成長を続けている。
３．

Power to Gas への取り組み
先に 2030 年以降の ESS 技術とした P2G であるが、RE が電力需要を既に大きく上

回るような一部地域においては、大量かつ長期のｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵を可能とする P2G が現実の選
択肢となってきている。ﾄﾞｲﾂと北米で 600MW の水電解ｼｽﾃﾑを運用する GP JOULE から、
ﾄﾞｲﾂ北部の Noth Frisia 州で実施する水素-交通連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介があった。同州のﾋﾟｰｸ
電力需要 200MW 強に対し陸上だけで 3.5GW の風力発電設備が設置され、その発電能力は
最大でﾋﾟｰｸ需要の 7 倍に達する。その結果、2017 年時点での風力抑制量が既に 3,258GWh
に上り、5.1GW への陸上風力の更なる増強が進む中で、抑制/余剰電力量は今後更に増加す
ると見られている。同州の送電網は洋上風力から 1.2GW、ﾉﾙｳｪｰの高圧直流送電 NordLink
から 1.4GW、更には隣国ﾃﾞﾝﾏｰｸからの国際連系による電力を受け入れており、この余剰電
力の受け皿とすることは難しい状況にある。
そこで同州保有の RE 電力の地産地消を目的に、余剰電力を水素に転換し公共交通に
供する”Hydrogen Mobility Joint Project”が進められている。5 か所のｳｨﾝﾄﾞﾌｧｰﾑに 225kW
の水電解ｼｽﾃﾑと 30MPa ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰを配置し、製造された水素を 140kg を貯蔵できる積み替
え式ﾄﾗｯｸｺﾝﾃﾅｰで 2 ヶ所の水素ｽﾃｰｼｮﾝへと運ぶ。これを Niebuell と Husum という 2 つの町
を結ぶ公共交通機関(FC ﾊﾞｽ 2 台)が利用するというもので 2018 年に運用が始まっている。
この RE 電力の地産地消ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの第 2 弾として、Alstom が計画する Schleswig-Holstein
間のﾛｰｶﾙ輸送計画に参画。2022 年までに 50 を超える FC 列車に 8-10t/日の水素(少なくと
も 50%以上を RE 由来水素でｶﾊﾞｰ)を 30 年間供給する契約を既に締結したとのことである。
豪州における P2G への取り組みについては、AESA (豪州 ESS 同盟)より紹介があっ
た。同国では、住宅用 PV の設置が進み(1.9 百万台、戸建て住宅の 20%)、これに併せて 2017
年には 21 万世帯が 190MWh の BESS 導入(累積 244MWh)を行ったとのことで、南ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱ州の都市部では 4 万台の PV+BESS からなる VPP による需要制御が計画されている。一
方で、広大な国土に PV・風力の発電能力や都市、事業活動が分散する同国では、RE 導入
を更に推進(2020 年までに~18GW を期待)するために、RE 電力安定化/地産地消化を狙いと
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した大規模分散型 ESS の導入検討が進む。この目的の ESS としては BESS 以外にも揚水
発電、CSP ﾌﾟﾗﾝﾄでの熱貯蔵など様々な手法が採用されているが、P2G による水素を輸送
機用燃料として活用する手法への期待も大きい。水素をｱﾝﾓﾆｱの形体で輸送を行うことを想
定すると、LNG 輸出大国である同国にはそのためのｲﾝﾌﾗが十分整っており、LNG 取引の
延長線上に水素産業展開を期待できる。既に多くの州で RE 大量導入、液化水素/ｱﾝﾓﾆｱによ
る輸出機能構築に向けた投資(例えば Port Lincoln のﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ))の検討が始まっている。
また国内での水素の利用に対しても、ｷｬﾝﾍﾞﾗ政府の FC 車導入(Hyundai Nexo 20 台)、南ｵ
ｰｽﾄﾗﾘｱ州での FC ﾊﾞｽ･ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなど輸送機用燃料としての水素活用への関心が高ま
りつつある。
４．

日独ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
本ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑは、自動車、ｴﾈﾙｷﾞｰを中心に様々な工業が集積し、620 社を超える日本企

業が進出するﾄﾞｲﾂ最大の経済州である Nordrhein-Westfalen の経済振興公社の主催による
ものである。ﾄﾞｲﾂの自動車関連企業の 1/3 が集結する同州が注目するのが e ﾓﾋﾞﾘﾃｨ。その理
由として「州内にﾊﾞﾘｭｰﾁｪｲﾝが包括的に構築されている」こと、
「e ﾓﾋﾞﾘﾃｨにとってのｷｰとな
る 5G 技術開発を支え、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ人材を輩出する 8 つの大学と研究機関が存在する」ことを
挙げる。州経済省の Pinkwart 大臣は講演で、日欧 EPA を契機とする関税撤廃による企業
間協力の進展、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ関連企業、ﾊﾞｯﾃﾘｰｾﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾄやｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの NRW 進出への期待を表明し
た。
最近の e ﾓﾋﾞﾘﾃｨを巡る話題として、ｱｰﾍﾝ工科大学(RWTH)発の都市型ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨに関
する事業開発 2 例の紹介があった。1 例目は、2010 年に開発がｽﾀｰﾄし 2014 年にﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ
DHL の配送車として実用化された StreetScooter。これを開発したのが RWTH にて当初
10 名でｽﾀｰﾄした StreetScooter research GMBH。配送員の快適性追求を商品ｺﾝｾﾌﾟﾄに、IT
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑによるｻﾌﾟﾗｲﾔｰ統合、徹底したﾓｼﾞｭﾗｰ方式の採用、ﾓﾃﾞﾙ試作・修正を繰り返す手
法(Learnovation と自称)により、開発ｺｽﾄの圧縮(1/10)と開発期間短縮(1/2)に成功し、僅か
3 年で初期生産ｽﾀｰﾄに漕ぎつけた。その後ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄに売却されたのち順調に事業規模が拡大
し、現在ではｹﾙﾝのﾌｫｰﾄﾞ工場で本格的な量産に移っている。
2 例目は、
上記の売却資金で設立された e.GO Mobile AG によるｽﾏｰﾄ都市ﾓﾋﾞﾘﾃｨ e.GO
の開発事例。ﾃｽﾗに対抗するｼﾝﾌﾟﾙ(使い易さ)、ｽﾏｰﾄ(ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ)、安全(特にﾊﾞｯﾃﾘｰｼｽﾃﾑ)かつ
低価格をｺﾝｾﾌﾟﾄとする新たな都市型ﾓﾋﾞﾘﾃｨを狙う。Bosch と Continental の小型ﾊﾟﾜｰﾄｯﾚｲﾝ
を採用し、車体設計にはここでも小規模量産に適したﾓｼﾞｭﾗｰ方式、ｱﾙﾐ製ｽﾍﾟｰｽﾌﾚｰﾑ構造を
採用し、ﾌﾟﾚｽ/塗装工程の省略による製造ｺｽﾄの大幅低減を図っている。このﾓﾃﾞﾙへの予約は
既に 8 千台に上り、2019 年の発売、3 万台/年の生産を予定しているとのこと。また新都市
型ﾓﾋﾞﾘﾃｨの狙いの一つである”connectivity and autonomous driving”も、2017 年に循環ﾊﾞ
ｽ e.GO Mover をﾘﾘｰｽし、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを介した RWTH ｷｬﾝﾊﾟｽ内での運行試験(Mover On
Demand)を進めているとのことであった。
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【所感】
今回の講演を通して強く感じたのは、欧米企業のｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞな取り組みである。日本
との差は、電力ｼｽﾃﾑ改革が大きく先行していることもさることながら、曲りなりにも将来
の絵姿が描かれていることにあるように思える。CO2 ｾﾞﾛ社会への道筋は紆余曲折もあり、
不透明なものではあるが、方向さえ明確であるなら成否は兎も角、具体的な挑戦への道は
見えてくる。これに対して、原発問題という未確定要素を抱える我が国では、第 5 次ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ基本計画では明確な将来像を描き切れていない。このような状況の中で国の政策も総花的
にならざるを得ないし、企業の挑戦も腰の引けたものとなる。この隘路からどう抜け出す
ことができるのか、我が国の抱える課題の大きさを考えさせられた一日であった。
以上
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