スマートグリッド EXPO
未来技術フォーラム神戸 板山 克廣
2019 年 2 月 27 日から 3 日間にわたり東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄで開催された「ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ
Week2019」のなかで、第 9 回ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ EXPO の講演を聴講した。従来の原子力、火力、
水力を中心とした集中型電源ｼｽﾃﾑから太陽光発電(PV)等の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE)を中心と
した分散型電源(DER)ｼｽﾃﾑへの移行が進むなかで、電力ｼｽﾃﾑ改革の最終段階となる「発送
電分離」を目前に控え、各企業のこれへの対応が本格化している。今回は、この新たな電
力ｼｽﾃﾑで中心的な役割を果たすとみられる企業による基調講演、特別講演が行われた。そ
の中で分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ社会に向けた主要ﾌﾟﾚｲﾔｰの事業の方向性と戦略を探った。
１．大手電力会社の事業戦略と取り組み
大手電力会社にとっては、小売自由化に続き DER 比率の増大、送配電分離となる新た
な事業環境“ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 3.0”では、新しい事業ﾓﾃﾞﾙへの切り替えが求められる。関西電力の
福田氏によると、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化、双方通信を使った DER の有効活用により、ｴﾘｱ内で電力を融
通しあうことにより系統負荷を低減するのが、送配電事業の今後の姿だという。また需給
調整、周波数制御のための調整電力の調達を電力会社を通さない市場からの直接取引で行
う必要がある。海外市場で実績のあるｴﾘﾊﾞﾘｰ、三社電機と組んで一万台規模の蓄電池に 0.5
秒単位で充放電指令を行う実証試験を行っており、今後、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｲﾝをﾍﾞｰｽとしたﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑ構築を目指すという。
このような事業環境変化に対する守りの対策と同時に、それを逆に利用した新たな事
業価値創造にも取り組む。その基本的な戦略は、所有する膨大な事業ｲﾝﾌﾗ・資産の活用で
ある。その一つが 1 千万台越えのｽﾏｰﾄﾒｰﾀによる電力ﾃﾞｰﾀの活用。瞬時の状況変化を把握で
きる電力ﾃﾞｰﾀを流通、小売、各種ｻｰﾋﾞｽ等の経済活動に利用する新たなｻｰﾋﾞｽの創出を狙う。
そこで不可欠なのは異業種との協業。東京電電力、NTT ﾃﾞｰﾀなどが設立した情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑ「ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ・ﾗﾎﾞ」へ参加し、新たなｻｰﾋﾞｽの創出を検討している。もう一つの例が
270 万本ともいわれる電柱の活用。ﾏﾝｼｮﾝ敷地内に設置された電柱に宅配ﾛｯｶｰを配備する社
会実験を、京都府精華町でﾛｯｶｰ運営会社ﾌﾙﾀｲﾑｼｽﾃﾑ、そして宅配会社のヤマト運輸、佐川急
便、日本郵便の協力のもと行っている。また大津市では、将来の自動運転支援ｼｽﾃﾑへの展
開を睨んで、電柱に設置した情報通信機器と走行車両による路車間通信の実証試験を、ﾊﾟﾅ
ｿﾆｯｸ、ﾄﾖﾀ IT 開発ｾﾝﾀｰ、ｾﾞﾛｻﾑと組んで行った。ﾐﾘ波ﾚｰﾀﾞｰ、WiFi 基地局からの情報提供と
LED 掲示板により走行車両の安全走行をｻﾎﾟｰﾄするのが目的とのこと。
これに対して東京電力送配電ｶﾝﾊﾟﾆｰは、NTT と提携し新たな基盤ｻｰﾋﾞｽの提供を目指す
TN ｸﾛｽを設立。同社が着目するのは「止まらない電力ｻｰﾋﾞｽ」
、つまり BCP への価値認識の
高まりである。NTT の資産である各地に点在する通信ﾋﾞﾙ/通信用電池/予備電源、ICT 技術
と、東電の保有する送配電ｲﾝﾌﾗ/電力制御技術を掛け合わせた地域ｸﾞﾘｯﾄﾞによる統合型 BCP
ｻｰﾋﾞｽをｲﾒｰｼﾞしている。これはﾄﾞｲﾂのｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑで重要な役割を果たしているｼｭﾀｯﾄﾍﾞﾙｹを
発展させたもので、地域への RE 導入促進による脱炭素化と地域 BCP の両立を狙う。その
具体例として千葉県と進める実証検討の紹介があった。蓄電池と予備電源を、平常時には
RE 調整電力(出力平準化)として用いることにより地域への RE 導入を促進する。そして災
害時には、これを避難所、公用 EV 車への電力供給を行う予備電源として利用する。更には
ｺﾝﾋﾞﾆ等民間施設の防災拠点としての活用、そこでの ICT による行政ｻｰﾋﾞｽの創出のほか地
域防災機能強化に資する方策の検討を行うとのことである。
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２．大手ガス会社の事業戦略と取り組み
大手ｶﾞｽ会社は電力、ｶﾞｽの小売り自由化を迎える中で電力事業の強化を進める。東京
ｶﾞｽは 2018~20 経営計画 GPS-G において、発電能力の 300 万 kW への増強を目標としてい
る。勿論その中心は、第 5 次ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画においても CO2 削減電源として位置づけられ
る LNG 火力であるが、2030 年迄には洋上風力を含めた RE も 100 万 kW に増強し、小売
り 220 万件(現状 170 万件)を目指す。これに加えて環境価値ﾋﾞｼﾞﾈｽとして、同社が得意と
するｶﾞｽによるｺｼﾞｪﾈと RE を組み合わせた DER によるｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ構築とともに、こ
れを基盤としたｴﾈﾙｷﾞｰｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀとしてのﾋﾞｼﾞﾈｽ構築を目指す。現在、ｴｸｾﾙｷﾞｰﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞと
の協業によるⅠ’、Ⅰ-a、Ⅰ-b などの調整電力市場への参入に向けた準備を進めている。
同社のｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸの特徴は、地域に張廻られた 6 万ｋｍにも及ぶｶﾞｽ導管網の活
用。ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰに設置されたｺｼﾞｪﾈ、太陽光(熱)ﾊﾟﾈﾙ、ｶﾞｽ圧発電、冷凍機などにより電気、
(冷)熱の供給を行い、地域の大幅な省ｴﾈ、CO2 削減とともに、大規模災害に対応する地域ﾚ
ｼﾞﾘｴﾝｽ強化を目標とする。既に各地で実証的な試みが行われているが、その中から清原工
業団地、田町駅東口地区、日本橋再生計画、豊洲地区での取り組みが紹介された。将来的
には都市ｶﾞｽｲﾝﾌﾗを活用した水素、合成ﾒﾀﾝ関連でのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝに期待しているとのことであ
った。
大阪ｶﾞｽも以前より新電力大手の ENNET 販売代理店として高圧事業者向けに電力販
売を行ってきたが、電力自由化により低圧向けﾋﾞｼﾞﾈｽを本格化させ、90 万件(2030 年目標
は 220 万件)の顧客を獲得し 110 億 kWh の電力を供給している。同社保有電源 201 万 kW
の 78%はｶﾞｽ火力であるが、PV、風力、ﾊﾞｲｵﾏｽなどの RE 能力も 22 万 kW(2030 年目標は
100 万 kW)へ増強され 12%を賄うまでになっている(残りは卸売市場からの調達)。
同社も需給調整市場の開設を睨んで新たな環境価値ﾋﾞｼﾞﾈｽとしてｴﾈﾙｷﾞｰｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀのﾎﾟ
ｼﾞｼｮﾝ獲得を目指している。同社が武器とするのは、保有する電源に加えて顧客に分散する
4,529 台の業務・産業用ｺｼﾞｪﾈと 9 万台のｴﾈﾌｧｰﾑの存在。これら DER を統合した VPP とし
て、当面はⅠ’市場、将来的には高価値の高速領域Ⅰ-a、Ⅰ-b 市場への参入を計画する。現
在は DR に必要とされる運用の柔軟性、予測、取引に関わるﾉｳﾊｳ取得を海外企業から行っ
ている。その一つは DR 取引が活発な米国企業 Enbala（DR 取引量 45MW）での DR が与
える参加ﾒﾝﾊﾞｰへのｲﾝﾊﾟｸﾄの現地調査。更に各種 RE、ｺｼﾞｪﾈ、DR を駆使して 600 万 kW も
の DR 事業を運用する Next Krftwerke から Intraday ﾏｰｹｯﾄ並びに翌日発電予想の問題点
の調査を実施中。これに並行して 2018 年に出資したｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業の Gell と共同で、市場
価格に連動した蓄電池ｸﾗｳﾄﾞの充放電制御を行うｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀとしてのﾓﾃﾞﾙ構築と実証実験を
行っている。
３．電機大手企業の VPP への取り組み
DER の拡がりは発電源を持たない企業の電力市場への参入を可能とする。そこで求め
られるのはﾈｯﾄﾜｰｸ上で多数の DER を統合制御するための ICT 技術であり、当然、ICT 関
連技術を持つ大手電機ﾒｰｶも有力な VPP ﾌﾟﾚｲﾔｰとなりうる。その代表として NEC と三菱電
機より取り組みの紹介があった。
NEC は既に以前より海外で系統安定化をｻﾎﾟｰﾄする電力事業を行ってきた。日本でも
PV 導入が進み(2018 年 9 月時点で 4,646 万 kW)、火力で賄うべき残留需要が昼間に急激に
低下する所謂“ﾀﾞｯｸｶｰﾌﾞ”問題が懸念される状況となりつつあるが、発電機調整力を補完
するための系統安定化ｿﾘｭｰｼｮﾝのﾁｬﾝｽ到来と見て以前より準備を進めてきた。豊富な事業ﾉｳ
ﾊｳを持つｻｸﾗﾒﾝﾄ電力公社、可視化・分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを有する Space Time Insight 社と組んで、
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2017 年に送配電事業者、ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ向けにｼｽﾃﾑ提供ｻｰﾋﾞｽを行ってきたが、需給調整市場の立
ち上がりに向けてその強化を本格化させている。
同社が着目するのは蓄電池による電力貯蔵(BESS)。蓄電池は数秒の高速調整力、信頼
性の高い制御性など ESS としての非常に優れた特性を有するが、一方で蓄電量に限界があ
る(短い持続時間)、ｸﾞﾘｯﾄﾞの要求と保有者側の需要の相克などの弱点もある。そこで一般に
は保有者側のﾆｰｽﾞとｸﾞﾘｯﾄﾞのﾆｰｽﾞに対応する時間帯を分けざるを得ず蓄電池の活用効率が
上がらない。この問題を解決するのが極力多数の蓄電池をｼｽﾃﾑに統合する仮想大容量 BESS
の構築。容量が大きければ保有者側のｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとｸﾞﾘｯﾄﾞのﾆｰｽﾞの相反性を解消し電池
の同時ﾏﾙﾁﾕｰｽを実現できると同時に、時間単位の比較的長時間ﾆｰｽﾞへの対応も可能にする。
ここでの問題はｼｽﾃﾑ全体の最適化と個々の BESS の最適化を両立できるかであるが、全体
制御ｻｰﾊﾞからの協調信号と参照情報のﾏﾙﾁｷｬｽﾄ配信による階層協調制御により可能として
いる。関電の実証実験で 1 万台の BESS による秒単位での一括制御による周波数調整がで
きることを確認したとのことである。
同社がこれから目指すのはｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業。比較的規模の小さなｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀに
とっての調整電力市場への参入障壁は、1~5MW と見込まれる入札量確保、30min~4 時間
という継続時間とﾍﾞｰｽﾗｲﾝ維持のための電源確保、そしてｵﾝﾗｲﾝ指令・制御ｼｽﾃﾑの構築・維
持。NEC はこれらｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀのためにｼｽﾃﾑとﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを提供し、その上で送配電事業者事
業者との間に立つｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀとしての役割を果たしたいとしている。2021 年の調整電力市場
ｽﾀｰﾄ時では、まず 5 分以内に出力変化に対応できる二次調整力②への対応を予定している
とのことである。
このような定置用蓄電池をﾍﾞｰｽとした BESS に対して、三菱電機は EV 用蓄電池に着
目した取り組みを行っている。2020 年に 76 万台の EV 新車販売が見込まれる中国ほどで
はないが、
日本においても新車販売が伸び悩むなかで EV の普及は徐々に進んでいる。
BESS
の普及を妨げる最大の要因は定置用蓄電池の高い価格であるが、EV 用蓄電池の低価格化は
急速なｽﾋﾟｰﾄﾞで進んでいる。現時点では、定置用蓄電池ｼｽﾃﾑと EV ｼｽﾃﾑ(車両本体を含む)の
容量当たりの価格を比較すると圧倒的に EV の方が安い。更に中古車 EV では 30kWh ｼｽﾃﾑ
が 100 万円強なのに対して 5ｋWh の定置用蓄電池ｼｽﾃﾑは 200 万円とその価格優位性は決定
的となる。つまり EV の BESS としての経済的価値は極めて高く、EV の走行利用率が 10%
以下であることを考えると、走行以外のｴﾈﾙｷﾞｰ用途を考えるのが極めて合理的ということ
になる。
同社はこれまでに PV の自家消費促進を目的にｽﾏｰﾄﾊｳｽｿﾘｭｰｼｮﾝ ENEDIA として V2H ｼ
ｽﾃﾑを商品化し、また建物・工場用には複数台の EV を使って電力ｺｽﾄを削減する V2F ｼｽﾃﾑ
の検討も進めてきた。さらに本格的な EV 時代を迎えようとしている現在、電力ｼｽﾃﾑの一要
素として EV を積極的に活用すべきとする。EV の電力ｼｽﾃﾑへのｲﾝﾊﾟｸﾄとしてはﾊﾟｯｼﾌﾞ、ｱｸ
ﾃｨﾌﾞの両面がある。前者は EV の充電需要で、現在既に全世界の EV 充電需要 63TWh は日
本の全電力需要の 15%、7 千万台が予想される 2040 年には世界の電力需要の 10%に達し、
そのｲﾝﾊﾟｸﾄは極めて大きくなる。これに対して例えば VW は系統に迷惑を掛けない(負荷を
低減する)移動式充電ｼｽﾃﾑ・ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸを提案している。一方、後者は EV の充放電制御を調
整電源として系統の安定化に供する、所謂 V2G としての活用である。
良く知られているように調整電力不足による RE 出力抑制問題が深刻化しているは九
州電力系統。例えば昨年 5 月 3 日には、PV 発電量が需要の 81%(621 万 kW)にまで達し、
揚水をﾌﾙ稼働させても一時的に火力の出力を 1/3 程度にまで絞る事態となった。三菱電機は
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三菱自動車、日産、電中研と協力して 2030 年時点での EV の余剰電力吸収能力(つまりは
揚水負荷軽減)をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより算定。九州電力管内を走行する EV を 120 万台と想定し、
EV-ｸﾞﾘｯﾄﾞの接続実績ﾃﾞｰﾀを用いて計算したところ、最も大きな調整力が求められる(＝電
力需要の低い)休日における吸収能力は最大 77 万 kW/431kWh となった。このことから多
数の EV をｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀが統合制御(V2G)する VPP によるﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽが、九州電力系統安定
化の有力な手段となりうると結論している。
以上
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