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序 章 

 
１.目的 

産官学の取り組みを通じて、温室効果ガスの抜本的排出削減に向けて早期に適用可能な

基盤技術分野を特定し、社会実装を図る。このためエネルギーマネジメント研究会が設置

され、研究開発項目(B)ワイヤレス電力伝送システム、(C)革新的炭素資源高度利用技術、

(D)ユニバーサルスマートパワーモジュールと連係しつつ、2018 年 10 月から 2020 年 3 月

までの活動を行うこととなった。エネルギーマネジメント研究会は、個々の技術単体では

なくエネルギーマネジメントシステム構築に資する既往研究を調査し、2019 年度以降、実

施する技術の課題（ボトルネック課題）を特定することを目的とする。 
 
２.目標 

脱炭素社会を支えるエネルギーシステムにおいて、System of Systems として、統合的

なエネルギーマネジメントのグランドデザインを目指す。再生可能エネルギーを電力のみ

ならず、産業部門、運輸部門で CO2 排出の大幅削減を可能とするため、熱、ガス、燃料、

炭素資源として最大限活用する。 
2050 年を視野に入れると再生可能エネルギー5 割、再生可能エネルギー資源の腑存状況

を踏まえると変動電源が主となるため、水素やガスなど他エネルギーへの転換、地域特性

に沿ったマネジメントの姿から、貯蔵や水素，輸送を技術的、経済性、環境面を踏まえて

現状の認識と 2050 年に向けての方向性を示す。 
そのために System of Systems の構成要素と適用の核となるデータ活用についても、当研

究会で検討していく。 

 

３.出口戦略 
最終的な出口戦略は、事業終了後はエネルギーマネジメントのグランドデザインに基づ

きシステムを構築することにあるが、2018 年度の研究会で取上げるのは、各種エネルギー

変換・貯蔵・輸送技術を含むエネルギーネットワークと交通マネジメントの融合である。 
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４.研究会 
2018 年度は「脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム」エネルギーマネジメント研

究会を 3 回実施した。研究会メンバーとスケジュールは以下の通りである。 
・研究会メンバー 

戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 浅野 浩志 
一般財団法人 電力中央研究所  
エネルギーイノベーション創発センター 研究参事 

戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 塩沢 文朗 
住友化学株式会社 主幹 
レスポンシブルケア部気候変動対応 兼 技術･研究企画部 

戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

補佐 
國友 理 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 フェロー 兼 
東京工業大学 科学技術創成研究院 特任助教  

委 員 井村 順一 
東京工業大学 副学長 兼  
工学院システム制御系 教授 

委 員 中田 俊彦 
東北大学大学院  
工学研究科技術社会システム専攻 教授 

委 員 太田 豊 
東京都市大学  
工学部 電気電子工学科 准教授 

委 員 太田 志津子 
内閣府  
政策統括官付 参事官 

委 員 梅北 栄一 
内閣府 
政策統括官付 企画官 

・スケジュール 
第１回 2018.11.28 

 主要テーマ：再生可能エネルギー大量導入のための電力系統側の対応 
第２回 2019.01.22 

  主要テーマ：地域エネルギーシステム 
       運輸と電力の統合エネルギーマネジメントシステム 
第３回 2019.03.28 

  主要テーマ：海外の CO2フリーエネルギーの導入 
       運輸と電力の統合エネルギーマネジメントシステム 
 
研究会はテーマに沿い、System of Systems の観点による専門家のプレゼンテーション

及び事前サーベイ報告を中心とし、事前打ち合せと研究会議論に基づくフォローアップを

行うサイクルで進めた。今回は、2018 年度内に研究会で発表された専門家プレゼンテーシ

ョン内容を記し、課題と展望を中間報告の位置付けで取りまとめた。個々の技術や事例紹

介などの情報は調査関連データ詳細資料として付録の形とした。 

2019 年 4 月 10 日 
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第１章 研究のスコープ 

 
1.1 対象とした System of Systems 
(1) 全体像 
  エネマネ研究会で検討するテーマを、日本全体のエネルギーに例えて、図 1.1 のように

電力系統、産業部門、分散電源（業務＋家庭）、運輸／交通部門）の４つに分けた。これ

らは、ただ単独にあるだけではなく、例えば緑と赤が融合しているように、セクターがカ

ップリングしていくところもある。一方、この 4 つに分類されないが、熱／水素や液体燃

料は、左側にある石炭、石油、天然ガスと同じような位置づけで、4 つのセクターに共通

で関係することを示している。 

 
図 1.1 研究会全体像（イメージ） 

 
   セクターの中に入るものについて、具体例を記載したものを図 1.2 に示す。内閣府が検

討 を開始した統合イノベーション戦略におけるエネルギーの連携基盤にも関連付ける

形で、右側に線をつけている。例えば、一番上の電力系統では、再エネが大量導入される

場合の一例として、再エネと蓄電池が入っている。ガスの観点では、電力系統で水素火力

を使って脱炭素を図るという一例が入っている。 
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図 1.2 研究会全体像（具体例入り） 

 
 2018 年度の研究会で議論した概略は以下のとおりである。 
第１回研究会：井村委員から、如何にすれば再エネを大量導入できるか、そのための技術

的解決策について、電力系統を軸に、電力系統と運輸/交通の融合部分と電力系統と分散

電源融合部分を中心とした説明 
 
第２回研究会：中田委員から、エネルギーシステム全体デザインのための切り口や全体を

俯瞰する形での説明 
太田（豊）委員からは V2G に関して運輸／交通と電力系統が融合している部分と、V2G
等で等電気自動車と電力システムの統合によって考えられるイノベーションを中心とし

た説明 
國友戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐から、分散電源（都市のエネマネ）を中心に、分散電源としての

再エネの姿に関して、事例を踏まえた説明 
 

第３回研究会：内閣府から、基盤連携の検討が進められている中、省庁横断のエネマネ事

例調査のもと、統合イノベーション戦略におけるエネマネ調査の内容が中間報告の位置

付けで紹介 
塩沢戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰからエネキャリによる水素導入と評価についての説明 
三菱電機鈴木氏から第２回の太田（豊）委員と同じく V2G 等の切り口で自動車業界から

の目線での説明 
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(2) 今年度の検討範囲 
 平成 30 年度は以下のシステムを取り上げた 
 a. 系統電力の脱炭素化 
  ① 再生可能エネルギー大量導入のための電力系統側の対応 
  ② 海外の CO2フリーエネルギーの導入 
 b. 地域エネルギーシステム 
 c. 運輸と電力の統合エネルギーマネジメントシステム 
 
1.2 評価指標 
 System of Systems を構成する技術の評価指標として以下の項目を設定した。 
(1) 適用分野（適用目的） 
 エネルギーフローのどこに位置付けられるかを示す。 
(2) 問題解決（脱炭素）に寄与する規模／価値 
 CO2排出削減量を定量的に示す。技術の導入量は一定の仮定を置く。 
(3) 適用に要するコスト 
 前項の CO2排出削減を達成するためのコストを示す。 
(4) 環境安全性 
 導入に伴って発生が予想または懸念される環境安全面の問題を示す。 
(5) 導入時期 

 社会に導入される想定時期を示す。 
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第２章 系統電力の脱炭素化 

 

2.1 再生可能エネルギー大量導入に向けた電力系統側の検討 
(1) 背景 

再生可能エネルギーが大量導入された場合の電力系統側の対応は、導入の規模によ

り影響を受けるため、まず 2030 年～2050 年に向けての再生可能エネルギー、特に出

力が気象によって変動する太陽光発電と風力発電の導入見通しについてまとめる。 
 a. 長期エネルギー需給見通し 

直近の長期エネルギー需給見通し（経済産業省、2015 年）において、2030 年におけ

る太陽光発電の設備容量と発電量は 6,400 万 kW、749 億 kWh、風力発電の設備容量

と発電量は 1000 万 kW、182 億 kWh と想定されている。 
 2050 年における想定は太陽光発電協会、風力発電協会が発表した数値を参考とする。 

 

図 2.1 2050 年までの太陽光発電の導入見通し（JPEA PV OUTLOOK, 2017 年） 

出典：太陽光発電協会：JPEA PV OUTLOOK, 2017 年 

 
図 2.2 2050 年までの風力発電の導入見通し（JWPA Wind Vision, 2016 年） 

出典：日本風力発電協会：JWPA Wind Vision, 2016 年 
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b. 電力需給のイメージ 
太陽光発電と風力発電が前項に示した量だけ導入された場合の電力需給の姿を示す。 

(a) 2018 年時点（PV：40GW、Wind：3GW） 
九州電力管内（図 2.3）では、2018 年の後半に原子力発電が稼働し、需要が減少した

10 月の休日には需給バランスの問題が顕在化し、太陽光発電の出力制御が行われた。 
 

 
図 2.3 九州電力管内の電力需給（2018 年） 

出典：九州電力公表データを元に IAE 作成 

 

(b) 2050 年時点のイメージ（PV：200GW、Wind：75GW） 
全国大でみて、太陽光＋風力の出力が需要を上回る日が頻発する。 

 

図 2.4 2050 年時点でのイメージ（全国大） 

出典：電力各社公表データを元に IAE 作成 

 
 

図 2.5 は再生可能エネルギーが大量に導入された電力系統の姿についての SoS イメ

ージ図である。変電所、太陽・風力発電所に加えて、工場・ビル・住宅にも蓄電池が導

入され、電力需給バランスの調整に使用される。また、国内外で製造された水素が火力

発電所や水素専焼発電所に導入されるほか、需要地でも使われる。 
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図 2.5 2030~2050 年の描く未来（イメージ） 
出典：電気共同研究会 第 74 巻 第 3 号、2019 年 

 
c. 太陽光発電のスマート基幹電源化に向けて 

資料発表日：2018 年 11 月 28 日 第 1 回エネルギーマネジメント研究会 

発表者    ：井村委員 

資料名  ：太陽光発電のスマート基幹電源化に向けて 

      本報告書、図の出典は第１回研究会資料 8 

(a) 太陽光発電の導入量 
太陽光発電の設備容量は 2017 年で 48GW、2030 年の政府目標は 64GW だが、それ

を超過する想定をしており、最大 300GW を視野に入れている。 
(b) 検討すべき課題 

太陽光発電をスマート基幹電源とするために必要なことを図 2.6 にまとめた。 
1 番は需給バランスと安定供給、2 番は系統全体の価値と個々のユーザの価値の共最適

性、3 番目は発電予測のもとでの大外れの対応、4 番目は、電力システムが変化してい

く中で、どの時代でもサスティナブルに使えるようにすること。 
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図 2.6 太陽光発電をスマート基幹電源とするために必要な事項 
 

図 2.7 に、技術課題と実現できる価値を示している。 
64GW から 100GW の段階でアグリゲータ登場が特徴であり、100GW から 200GW の

間が研究ターゲットである。太陽光発電の導入に対応する形で蓄電池が普及し、蓄電池

の導入が遅れると太陽光発電の導入も伸びないことになろう。 
アグリゲータ（AG）が登場して最終的にはバランシンググループ（BG）という大きな

塊になる。配電制御はパワエレ機器の高活用化、スマートインバータ、同期化力インバ

ータを研究している。 
 

 
図 2.7 技術課題と実現できる価値 
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(c) 余剰電力 
余剰電力シミュレーションしたところ、九州電力管内は全国大換算 70～80GW の太

陽光発電が導入されているが、PV 出力制御は現在、週末だけである。しかし、これが

100GW 相当になると出力制御が日常的に生じる。300GW では大量の余剰が発生し、

そのまま出力制御したら大きな損失であるため、余剰電力エネルギーのシフトをどの

ように考えるかが重要である。 
(d) 発電量予測 

太陽光発電の予測の問題は大外れである。 
重要なのは大外れ発生への解決である。アンサンブル予測という手段があり、複数の予

測手法を使って同じ答えなら当たる可能性が高く、違った答えを出していたら外れる

可能性が高いとみなすものである。 
(e) 電圧制御 

電圧制御や潮流の制御の問題についても課題はあるが、検討がかなり進んでいる。 
(f) 慣性力（同期化力） 

現在の電力系統は火力発電機のロータが回って、その重たい慣性力で安定度が確保

されているが、太陽光が増えるとその分火力発電機が停止し、安定度が下がる。太陽光

の比率が高い場合の方が、擾乱発生時の周波数の乱れが大きくなる。太陽光が 300GW
入ると真剣に考える必要がある。そのため同期化力インバータ開発の研究が行われて

いる。 
(g) 調和型エネルギー社会に向けた今後の課題 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.8 調和型エネルギー社会に向けた今後の課題 

 
  

・予測技術の高度化 

  ・大外れ対応⇒信頼度付区間予測，衛星データによる局所予測 

・Cyber-Physical-Valuable-Network System (CPVN) 

  ・運用者⇔集配層⇔ユーザー層 

  ・物理層⇔予測・制御層⇔市場層⇔価値層 

・システムが有すべき要件 
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(2) 実現に必要な課題とその対策 
a. 顕在化している問題点とその対策 

再生可能エネルギーの導入拡大に伴って顕在化または顕在化しつつある課題を表

2.1 にまとめ、表 2.1 に示した課題に対する対応策を表 2.2 に整理した。 
 

表 2.1 再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統側の課題 
 問題 現在 将来の姿の例 

① 電圧変動 

PV が原因の電圧変動が顕在化しており、PV
導入のネックの一つに。 
配電線の太線化、SVR・SVC の設置等の対
策が進められている。 

対策（太線化、SVR・SVC の設置等）が継続される。 
配電電圧の昇圧（6 千 V→2 万 V）が一部地域で実施される。 

② 
送 電 容 量 
不足 

送電容量不足が顕在化しており、再エネ導
入のネックの一つに。 
送電網の増強が進められている。 

送電網の増強が継続される。 
ネックとなる地点への電力貯蔵設置も実施される。 

③ 周波数変動 
問題は顕在化していない（周波数維持は最
優先されるため） 

周波数調整電源が化石燃料火力から蓄電池や水素燃料火力へ
代替される。 
EV 等の需要機器も周波数調整の一翼を担う（VPP の一種）。 

④ 需給バランス 

送配電会社 10 社のうち 7 社が、無対策の
変動再エネの接続量を制限。 
九州電力管内で再エネ出力制御。 
火力の出力変化の頻度・幅が増大。 

全国計で見て太陽光発電の潜在出力が需要を大きく上回る。 
再エネ出力制御、需要のシフト・増加、電力貯蔵、水素・熱への変
換等で対応。地域間連系線の増強により広域融通が増加。こうし
た対策とセットで再エネ接続可能量が増加する。 

 
表 2.2 課題に対する対応策 

 

対 策 対策箇所 
対応する課題 

需給バランス 送配電容量 電圧変動 

① 火力発電の柔軟性向上 火力発電 ○   

② 変動再エネの出力制御 再エネ電源 ○ ○ ○ 

③ 変動再エネの発電量予測 再エネ電源 ○   

④-1 送配電網の増強 送配電 
 

○ ○ 

④-2 地域間連系線の活用・増強 送配電 ○   

⑤ デマンドレスポンス、VPP、V2G 主に需要 ○ ○ ○ 

⑥ 電力貯蔵（揚水発電含む） 
発電～送配電～需要まで
全ての可能性 

○ ○ ○ 

⑦ エネルギー変換（水素等への変換） 
発電～送配電～需要まで
全ての可能性 

○ ○ ○ 
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(a) 電圧変動 
配電系統における電圧変動に関しては、配電線の太線化（容量増）や SVR・SVC の

設置がすでに実施されており、今後も継続される。また、一部地域では配電電圧の昇圧

（6 千 V→2 万 V）が行われ、配電線への再エネ接続可能量の増加に寄与している。 
(b) 送配電容量 

送配電容量の不足による太陽光発電や風力発電の接続待機は既に全国各所で発生し

ている。送配電網の増強が第一義的な対策となり、技術的課題は少ない。 
新しい対策として、日本版コネクト＆マネージという手法が取り入れられている。 

(c) 周波数変動 
問題は顕在化していない 

(d) 需給バランス 
中長期的には、需給バランスの問題が最も重要になってくると考えられる。需給バラ

ンスの対策技術を表 2.3 のように整理した。また、各対策のコスト、効果、環境影響の

観点からの評価を表 2.4 のように整理した。 
 
表 2.2.3 需給バランスの対策技術  

対 策 状 況 現状 将来* 

① 
火力発電の 
柔軟性向上 

最低負荷運転、1 日 2 回の起動停止といった、従来備えている機能の範
囲内での運用は既に実施。最低負荷レベルの更なる低減、負荷追従性の
向上等、設備改造が必要な運用までは踏み込んでいない。ガスタービン 
発電の柔軟性向上に関する NEDO プロ 2018 年開始。 

△ △ 

② 
変動再エネの出
力制御 

国内本土系統では 2018 年秋に初めて実施。 
欧米では頻繁に実施されている。 

○ ○ 

③ 
変動再エネの発
電量予測 

系統運用者は既に活用している。予測精度向上の研究も進行中。 ◎ ◎ 

④
-2 

地域間連系線
の活用・増強 

供給信頼性の維持を前提に、連系線活用の検討が進められている。 
北本連系線や周波数変換所の増強も検討課題として認識されている。 

△ ○ 

⑤ 
デマンドレスポン
ス、VPP、V2G 

DR は一部実用化。VPP、V2G は実証試験中。 △ ○ 

⑥ 
電力貯蔵(揚水
発電含む） 

揚水発電は実用設備多数。頻繁に使用されている。 
再エネ併設蓄電池は数カ所で実用化。 
系統用蓄電池は数万 kW 級設備で実証試験中。 

◎(揚水) 

△ 
◎ 

⑦ 
エネルギー変換
( 水 素 等 へ の 
変換) 

構想もしくは小規模な運転試験の段階 × ◎ 
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表 2.2.4 需給バランスの対策技術のコスト、効果、環境影響の観点からの整理  
対 策 

再エネ導入拡大に対する 
「効果」 

対策実施に伴う 
「費用」 

対策実施に伴う 
「環境影響」 

① 火力発電の 
柔軟性向上 

同期化力の供給維持 
効果は量的に限られる 

火力発電を低効率で運用 
設備改造が必要となる場合も 

排気ガス（CO2 含む）   の
排出 

② 変動再エネの 
出力制御 

余剰時のみ効果あり（再エ
ネ出力不足には効果無し） 

通信システムの整備と運用に係る
費用、逸失電力 なし 

③ 変動再エネの 
発電量予測 

他の対策発動を最小限に 
抑えるという間接的な効果 観測網の整備費用 なし 

④-
2 

地域間連系線
の活用・増強 

連系が増強される双方の 
状況に依存 連系線建設費用 運転時の影響は小さい 

設備建設、廃棄に伴う影響 

⑤ デマンドレスポン
ス、VPP、V2G 

DR は量的に限られる 
V2G の潜在量大 

通信システムの整備と運用に係る
費用、需要設備の運転費用 使用する需要設備に依存 

⑥ 電力貯蔵（揚
水発電含む） 

潜在量大、立地場所があれ
ば、いくらでも増やせる 

設備建設費用 
充放電による損失 

運転時の影響は小さい 
設備建設、廃棄に伴う影響 

⑦ 
エネルギー変換
（水素等への
変換） 

潜在量大 
特に大量のエネルギーを扱う
場合に有利 

設備建設費用 
エネルギー変換による損失 

運転時の影響は小さい 
設備建設、廃棄に伴う影響 

 

 

2.2 海外の CO2 フリーエネルギーの導入 
(1) 背景 

資料発表日：2019 年 3 月 28 日 第 3 回エネルギーマネジメント研究会 

発表者  ：塩沢 文朗戦略ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

資料名： ：エネルギーキャリアによる水素エネルギーの導入とその規模、 

コスト、タイミング等について 

本報告書の図の出典は第３回研究会資料 4-1 

【再エネの大量導入の必要性】 

日本は現在、一次エネルギー供給の 90％を化石燃料に依存している。今後、需要の増

大、減少要因を考慮すると、2050 年の日本の一次エネルギーの需要量は現状レベルとあ

まり変わらないと考えられている。従って化石燃料への依存を大幅に減らさない限り、

2050 年に CO2 排出を 80%削減することはできない。化石燃料依存を CO2 排出 80%減

の規模で大幅に減らすためには原子力か再エネ導入を大幅に増やすことが必要となる

が、原子力発電については見通しが不透明な状況である。CCS（二酸化炭素の貯留）も

選択肢として考えられるが、日本国内で経済性が成り立つ形で CCS を建設、運営でき

る見通しは立っていない。 
こうしたことから、エネルギーを確保しつつ化石燃料への依存を大幅に減らすために

は、再エネの大量導入が不可欠となる。 
 

【再エネの大量導入手段としての水素エネルギーの重要性】 
再エネの導入には 2 つの方法がある。国内に腑存する再エネ資源の利用、もう 1 つ
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は再エネ資源に恵まれている海外から安価な再エネを水素エネルギーの形で日本に運

び、利用する方法である。現在のところコスト面を考えた場合、海外からの安価な再エ

ネの大量導入手段としての水素エネルギーが重要となる。また日本は、欧州諸国と異な

り、再エネ大量輸送のインフラがないため、水素エネルギーを大量に運ぶ手段としての

エネルギーキャリアが重要となる。 
 

【再エネの大量導入に係る選択肢】 
日本の化石燃料消費構造を見ると、およそ半分が発電等のエネルギー・転換部門で消

費されている。 

 

図 2.9 日本の化石燃料の消費構造 
 

2030 年の電源構成目標によれば、太陽光発電の設備容量として 64GW 導入が目標と

なるが、達成可能かは必ずしも明らかではない。一方、水素エネルギーの大量輸送、貯

蔵手段としての利用技術開発等は内閣府の SIP「エネルギーキャリア」で進められてい

る。国内再エネの導入拡大、水素エネルギーによる海外からの再エネ導入の進め方につ

いては、それらのコストと導入可能量による。 
 

【水素エネルギーの導入目標】 

政府策定の「水素基本戦略」（2017 年 12 月）でその目標値が示されている。 
2030 年には、水素コスト 30 円/ Nm3-H2 で 30 万トン-H2、「将来」は水素コスト 20

円/ Nm3-H2 で 500～1,000 万トン-H2 とされていて、「将来」は 2050 年と考えられる。

（図 2.10 参照） 
一方、国内再エネについては、太陽光、風力発電について、それぞれ目標値（注）はあ

るものの、国内再エネの導入に際しては、系統の調整力の強化を図る対策を併せて講じ
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る必要があり、それらを含めたコストは明らかになってはいない。水素エネルギーにつ

いては、火力発電の燃料となるので、国内再エネの利用拡大の際に課題となる調整力の

不足の問題が生じることはない。 
（注）太陽光は 2020 年 14 円/kWh、2030 年 7 円/kWh：風力は 2030 年 8～9 円/kWh 

 

 

図 2.10 水素基本戦略 
 

 
図 2.11 電力分野への再エネの大量導入に係る選択肢と水素エネルギー 

（評価指標：問題解決に寄与する規模） 
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【再エネの大量導入に向けて明らかにすべきこと】 
将来のエネルギーシステムにおける電力分野への再エネの大量導入方策については

方策ごとの導入可能量のスケール、技術可能性、コスト等に不透明性があり、合理的

な電力分野への再エネ大量導入に係る将来展望をしていくために、今後、このような

点について可能な限り明らかにしていく必要がある。 
 

【水素エネルギーの大量導入に向けた政府の取組み －SIP「エネルギーキャリア」－】 
水素を海外から運ぶキャリアとして、SIP「エネルギーキャリア」では、液化水素

（LH2）、 有機ハイドライト（MCH）、アンモニア（NH3）が取り上げられている。 

 
図 2.12 エネルギーキャリア 

 
3 通りのキャリアについて、価格目標値とそれぞれのチェーンを下に示す。 

 

 
図 2.13 エネルギーキャリア別、水素コスト比較 
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図 2.14 発電分野への供給チェーン 

 
SIP「エネルギーキャリア」での研究開発において成果を挙げたアンモニア（以下、

NH3）の成果と社会実装に向けた取り組みを記す。 
NH3 の成果 

・体積当たり水素密度が 3 通りのキャリア中最も大きく、輸送・貯蔵インフラが比較

的小さな規模で済む。 
・液化条件（常圧下で－33℃、常温なら 8.5 気圧）は比較的マイルドである。 
・大規模なサプライチェーンは国際的に既に確立・実用化に供されている。 

毎年、約 1,800 万トンが国際的に流通しており、大量輸送や貯蔵に係る技術的問題

はない。 
  社会実装に向けた取り組み 

・NH3 自体がそのまま CO2 フリー燃料として使える。 
NH3 を燃料として使用することに課題があるとされていたが、コントロール可能なこ

と等が確認された結果、NH3 を燃料とするガスタービン・エンジン、石炭混焼ボイラー、

工業炉の開発に繋がった。 
微粉炭発電ボイラーについては、中国電力（株）水島火力発電所 2 号機での石炭との

混焼発電実証が実施され、石炭火力発電において「脱硝装置等の改造を不要とし、既存

設備を最大限利用のもと低コストで CO2 排出削減を可能とする技術」と評価されてい

る。 
工業炉では、NOX発生抑制、火炎輻射伝熱強化という課題を克服して工業炉実用規模

である 100kW 燃焼炉の実証が進んでいる。それらの成果は、図 2.15～図 2.16 でまとめ

ておく。 
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図 2.15 アンモニア直接利用技術開発の成果① 

 

 
図 2.16 アンモニア直接利用技術開発の成果② 

 
 

 
図 2.17 アンモニア直接利用技術開発の成果③ 
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こうした NH3 の直接利用技術の開発の成果により、NH3 を直接燃料、または、水素

キャリアとするエネルギーバリューチェーンの構築の可能性が大きく開けた。 
 
【CO2 フリーNH3 のバリューチェーン構築の技術的可能性】 

 
図 2.18 CO2 フリーNH3 のバリューチェーン 

 
NH3 の輸送、貯蔵技術は確立され、そのインフラも存在し、世界で年間 1.8 億トン製

造、1,800 万トンが国際間で流通している。 
NH3 の製造技術も上述のとおり工業的に確立しており、NH3 直接利用技術の進展を

見るならば、エネルギーとしての CO2 フリーNH3 のバリューチェーンの実現は、技術

的にはもはや大きな課題がないことが分かる。 
 
【CO2 フリーNH3の経済性】 

CO2 フリーNH3は、コスト的にも優れていることが明らかにされている。 

 
図 2.19 海外からの CO2 フリーNH3 供給に係る F/S の結果概要 
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SIP「エネルギーキャリア」の一環で行われた調査分析によると、（図 2.2.1.16）に示

すように、CO2 フリーアンモニアは、現時点でも「水素基本戦略」に掲げられた将来の

目標水素価格 20 円/Nm3-H2 または 2 円/kg-H2 をほぼ実現できる可能性が高いこと

が明らかにされている。 
 

(2) 実現に必要な課題 
【他のエネルギーキャリアによる水素エネルギーサプライチェーンとの比較】 

NH3 をエネルギーキャリアとする水素エネルギーの導入は、技術課題状況やサプライ

チェーンに要するコスト分析（図 2.20、図 2.21）等からも、発電用途向けの水素エネル

ギーの導入方策として、他のキャリアによる場合に比して優位であると評価されている。 

 
図 2.20 各水素キャリアのサプライチェーン構築のための技術課題 

 

 
図 2.21 各水素キャリアのサプライチェーンに要するコスト 
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【CO2 フリーNH3 による水素エネルギー導入の実現に向けた取組み】 
CO2 フリーNH3 については利用技術の進展やコスト面の見通しも見えてきたことか

ら SIP「エネルギーキャリア」参加の企業及び研究機関の中から CO2 フリーNH3 のバ

リューチェーン構築に関心を持つ機関により、情報交換や課題等解決の取り組みが始め

られ、新たに一般社団法人「グリーンアンモニアコンソーシアム（GAC）」として継続さ

れることとなっている。（GAC は 2019 年 4 月 1 日に設立登記） 
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第３章 地域エネルギーシステム 

 

 3.1 全体像と対象領域 
図 3.1 の全体像では全体を「電力系統」「分散電源」「運輸／交通」「産業」の４つ

に分類しているが、「分散電源」がこの章では対象であり、用途としては総合エネルギ

ー統計における家庭部門と業務部門が主となる。 
 

 
 図 3.1  全体像 

 
(1) 持続可能なエネルギーシステムの統合デザインと分析 

資料発表日：2019 年 1 月 22 日 第 2 回エネルギーマネジメント研究会 

発表者    ：中田委員 

資料名  ：持続可能なエネルギーシステムの統合デザインと分析 

      本報告書、図の出典は第２回研究会資料 4 

a. 対象領域 
図 3.2 はグローバルなエネルギー社会を示しており、一番大事なものは社会である。

社会に、エネルギーのキーワード、電力、熱、輸送用燃料が入ってくる。システム論で

言うと、資源、変換、需要家である。資源を変換する。発電所は変換になり、電力とい

うエネルギーキャリアで社会に入るので分かり易いが、分かりにくいのが熱である。 
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図 3.2 グローバルなエネルギー社会 
 

b. エネルギーシステムの統合デザインと分析 
エネルギーシステムの統合デザインと分析は 5 段階でみる必要があり、それぞれの

段階で課題をまとめる。 
 

(a) エネルギーシステムの俯瞰と分析：「全体を見る」 
キーワードを示すこと。バイオマス・ロジスティックスは重要であるが、日本は未だ

に山側の伐採がきちんと出来ていない。日本はもう少し国内のロジスティックスを考

える必要がある。パイプラインも時代遅れかもしれないが、石油のパイプライン、ガス

のパイプラインを必要な所には敷設しないといけない。それが水素やバイオマスに変

わる土台になる。明治維新から実施しなかったことを、もう一度今できるかどうか、こ

れが次の成長の核になる。 
 
ⅰ.需要と供給情報の部門統合（カップリング） 
 ・需給情報の一元管理  ICT based management 
 ・需要家のインテリジェンス Carbon price sensitive 
ⅱ. エネルギーキャリアの統合（カップリング） 
 ・自動車の CASE 社会、輸送用燃料→電力シフト 
 ・熱電併給 CHP、Waste & biomass to energy  
ⅲ. エネルギーインフラの新設 
 ・化石燃料パイプライン→熱配送 heat transport 
 ・バイオマス・ロジスティクス biomass logistics 

 



24 
 

(b) 地域エネルギーシステムのデザイン：「地域を見る」 
全体像は国レベルでみるが、同じ考えでも地域ベースが描くと違う姿になる。 

県市町村ベースでも異なってくる。エネルギーに関するプロジェクトは、全国標準

の普遍性と共通の課題、および地域社会の独自の特徴あるいは特異性に基づくシス

テムの定義と性格付けが重要である。長野県と福島県では、状況が全然違う。その

中の福島県でも、浜通り、中通りで違い、中通りでも、福島市と郡山市では全く違

う。そこをどう意識するかが大事である。 
 

(c) 地域システム統合のグランドデザイン：「地域をつなげて全体をつくる」 
地域システムデザインの考え方として、日本全体の共通した課題を解決していく

ような普遍的なアプローチと、A から Z までの市町村独自の課題との二本立てして

いくと、取り組みの事例の評価が分かり易い。 

 
図 3.3 地域システムデザインの考え方 

 
地域エネルギーシステムを、あるカテゴリー別に分ける手法の１つにクラスター分

析がある。クラスター分析は、異なる性質のもの同士が混ざり合っている集団(対象)の
中から、互いに似たものを集めて集落(クラスター)を作り、対象を分類しようという方

法を総称したものである。概念図を図 3.4 に示す。 
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図 3.4 クラスター分析概念図 

 
部門別 CO2 排出量割合に基づいて全国の市区町村をクラス分けした一例を図 3.5 に示

す。 

 
図 3.5 CO2排出量の住宅の省エネ基準別によるクラスター分析 

 
クラスターを産業部門、運輸部門、業務部門の 3 つに分け、割合に応じ以下のように 6
つに分けている。 

・産業部門の CO2排出割合が低い。他は平均的。 
・産業部門の CO2排出割合が特に高い。 
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・運輸部門の CO2排出割合が高い。 
・産業部門の CO2排出割合が高い。他は平均的。 
・産業部門の CO2排出割合が高い。 
・業務部門の CO2排出割合が高い。 

地域システムデザインを考える場合、以下が重要。 
・地域社会システムの特異性と普遍性の要因抽出と分析 
・データ要因分析に基づく統合デザイン手法のモデル開発 

(d) 脱炭素社会実現のための中長期デザイン：「時間軸を考える」 
将来は、需要家の役割が非常に大きくなると思われる。図 3.6 にイメージを示す。 

 
図 3.6 次世代型均衡システムへのパラダイム変換 

 
以下に脱炭素社会実現のための中長期デザインのまとめを示す。 
i.  2030 年、2050 年目標設定の具体化 

 ・低/ゼロ/脱/Negative 炭素社会 
 ・RE100/We are still in/気候変動イニシアティブ 

ii. 現時点から将来への実行計画の時間軸、論理軸立案 
 ・供給・需要サイドの移行シナリオ開発 
 ・統合シナリオ開発 

iii. 技術イノベーションの影響・効果評価 
 ・技術習熟（ラーニング）効果の内生化 
 ・非連続型技術のモデリング 
 ・需要家の形態変化（シェアドサービス）の効果分析 

 
(e) エビデンス等データの質と量の収集・解析：「精度を上げる」 

一番大事なことはエビデンスである。エネルギー統計は、加工統計であるため、一次

統計の影響を考慮しつつ、推定手法を適宜調整する必要がある。エネルギー統計は、10
年程度前から、都道府県別に分配したものがようやく出てきたが、複雑なエネルギー消

費の中で、加工統計として精度を上げるには限界にきている。 
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もう一度原点に戻って、必要なデータの収集を始めなければならない。それに則ったう

えで、先ほどのスマートシティの仕組みの価値というものが、客観的に評価できる。 
 
(2) 背景の整理 

 a. 評価の各段階におけるデータ収集と整理 
評価には 5 つの段階があるが、現在は段階１であり分析に適したデータ収集と整理が

必要である。 
・段階 1 エネルギーシステムの俯瞰と分析    「全体を見る」 
・段階 2 地域エネルギーシステムのデザイン   「地域を見る」 
・段階 3 地域システム統合のグランドデザイン  「地域をつなげて全体をつくる」 
・段階 4 脱炭素社会実現のための中長期デザイン  「時間軸を考える」 
・段階 5 エビデンス等データの質と量の収集・解析「精度を上げる」 

 b. 段階 1 のまとめ 
  ・需要と供給情報の部門統合（カップリング） 
    需給情報の一元管理  ICT based management 
        需要家のインテリジェンス Carbon price sensitive 
    ・エネルギーキャリアの統合（カップリング） 
    自動車の CASE 社会、輸送用燃料 → 電力シフト 
    熱電併給 CHP、Waste＆biomass to energy 
    ・エネルギーインフラの新設 
    化石燃料パイプライン → 熱配送 heat transport 
        バイオマス・ロジスティクス biomass logistics 
 c. 段階 2 の課題 
  ・全国共通の「普遍性」と地域社会の「特異性」にもとづくシステム定義と性格付け 
  ・分析データのエビデンス確保 
 d. 段階 3 の課題 
  ・地域社会システムの特異性と普遍性の要因抽出と分析 
    部門別シェアを基軸としたクラスター分析等 
   ・データ要因分析に基づく統合デザイン手法のモデル開発 
 
   
(3) クラスター分析の手法 

自治体ベースで 1,200 超存在する地域のエネルギーシステムをもとに、特異性と普

遍性の切り分け、普遍性から共通点を見つけ出す手法として使われている。切り口はさ

まざまあるが、「脱炭素に資する」観点で、最終エネルギー消費量と CO2 排出量もひ

とつの考え方である。 
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(4) 再エネ大量導入を考慮した地域エネルギーマネジメントの検討 
ここまでの知見から再エネを地域に大量導入するための地域エネルギーマネジメン

トとして、「都市のエネマネのイメージ」「地方のエネマネのイメージ」を俎上にのせ、

「再エネ大量導入を考慮した地域エネルギーマネジメント」の検討を行った。 
 
① 都市のエネマネ 
 
【特徴】 
 再エネ単位でなく、小グリッド単位で制御 
 都市では再エネの余剰はなく、不足分を小グリッド単位で地方から調達 
【小グリッドの例】 
 住宅・店舗を束ねる群（電力型地産地消など、EV の有効利用） 
 地域冷暖房（地冷）の活用 
 ・次世代地冷（スマートエネルギーネットワーク） 
 ・既存地冷と次世代ビルの連携 
 ・清掃工場の近隣ビルへの熱供給 
【都市全体（配電系統：スマートグリッド）にまたがる事業者の例】 
 気象プロバイダ、個人間取引仲介者、PV/EV サービス事業者、統合ビル管理者、 
 電力アグリゲータ、EV ステーション/シェア事業者 
【BCP 時の運用】 
 小グリッド毎に配電系統から分離し、配電系統のブラックアウトを回避 
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 図 3.7  都市のエネマネ 
② 地域のエネマネ 
 
【特徴】 
 再エネ単位でなく、小グリッド(SoS の候補)単位で制御 
 送電線容量圧迫を回避するため、再エネは地産地消し余剰分のみ都市へ送電 
【小グリッドの例】 
 発電専用（現状のメガソーラーなど） 
 電力型地産地消 
 水素型地産地消 
 次世代地域冷暖房 
 メタネーション活用 
 オフグリッド 
【地方全体（配電系統：スマートグリッド）にまたがる事業者の例】 
 気象プロバイダ、個人間取引仲介者、PV/EV サービス事業者、電力アグリゲータ 
【BCP 時の運用】 
 小グリッド毎に配電系統から分離し、配電系統のブラックアウトを回避 
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 図 3.8 地域のエネマネ 

 
③ SoS 類型の整理 

        上記①都市のエネマネと②地方のエネマネの整理 
項目 都市と地方の共通点 都市と地方の相違点 

特徴 ・小グリッド単位の制御 ・再エネ余剰は地方のみ 
小グリッドの例 ・電力型地産地消 

・地域冷暖房の活用 
・清掃工場など共通の活用施設 

・地方は再エネを電気以外に活用 
 例：水素、メタネーション 
・地方は地域特性を活かした 

バイオマス CGS 等 
全体にまたがる

事業者の例 
・気象プロバイダ 
・個人間取引仲介者 
・PV/EV サービス事業者 
・電力アグリゲータ 

・都市でメリットが大きい事業有 
 例：統合ビル管理者 

BCP 時の運用 ・小グリッド毎に配電系統から

分離し、配電系統のブラック

アウトを回避 

－ 
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地域エネマネは、まだ、日本全体でのデータの収集と整理が不十分な段階にあるため、

2018 年度は、まず SoS の類型の整理を行なったものである。 
また、検討において得られた知見から、これまで供給側のみの目線であったエネルギー

データにおいて、需要側や類型目線でどのようにデータを収集・整理していくことが望

ましいかを提言することができると考える。 
 
3.2 実現に必要な課題とその対策 
(1) 地域エネルギーマネジメントシステムの検討事例 
 a. 統合イノベーション戦略エネルギーマネジメントシステムサブタスクフォースにおけ 

る調査結果について 
エネルギーマネジメントシステムに係る技術開発・審議会・研究会等や各地域で行わ

れている事例を調査したところ、各地域で行われているエネルギーマネジメントに関

する取り組みでは 
・日本全国で各地域の特性を生かした再エネも活用したエネルギーマネジメントに関わ

る取り組みが実証事業中心に行われている。 
 ・四国地方ではエネルギーマネジメントに関する実証事業は，検討のみである 
 ・エネルギーマネジメントに関する実証事業は、事業を展開する土地が有する特徴を活 

かしたシステムを構築している。 

が判明しており、データ活用の取り組みもなされている。 

今後はシステム間のデータ連携によるエネルギーマネジメントを通じた脱炭素化

ポテンシャルを有する事例の洗い出し、またデータをひとつに纏め上げるような連

携基盤構築を進める必要がある。 

 
 b. 水素型地産地消の事例調査 

太陽光発電余剰電力を水素製造によって有効活用する事例として、相馬スマートコ

ミュニティ現地調査を行った。 
(a) 相馬スマートコミュニティ概要 

 ・再エネ電力を地域社会のなかで最大限消費する「再エネの地産地消」を目指す目的 
・2017 年 3 月に「そうま I グリッド合同会社」を設立。自営線（図 3.9 の赤線）による

電力供給（特定送配電事業）と一般送配電線（図 3.9 の黄線）を使った小売り電気事業

の２つの役割を担う。 
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図 3.9 相馬スマートコミュニティ電力供給概要図 
出典：福島イノベーション・コースト構想シンポジウム 

「相馬市で展開するスマートコミュニティ事業、福島復興実用化開発等促進事業における取組み」 

 
・自営線は、図 3.9 の接続点から外側に逆潮しない条件で、一般送配電線と連系してい

る。PV の電力は主に下水処理場へ供給し、余剰電力を(1)汚泥乾燥用蒸気（電気蒸気

ボイラの電源）、(2)水素製造研究及び BCP 燃料電池用水素に転換して貯蔵、残りは

(3)蓄電池に蓄電する。それでも、逆潮する場合は PV を抑制する。 
・最大の特長は、太陽光発電の余剰電力を電気ボイラによる蒸気と水電解装置による水

素の製造量及び蓄電池の蓄電により制御し、コミュニティ内の電力需給バランスを

取り、一般送配電系統に影響を及ぼさないことである。 
(b）課題 

今後の検証課題は、最適制御の高度化である。 
・P2G（水素製造装置）としてアルカリ型と PEM 型がありその出力バランスの最適化 
・電池充放電の最適化（パワコンは台数多いので制御性はよい） 
・PV 逆潮流防止用 UPR を極力動作させないための最適化（今後気象情報を利用） 
・電力 DR の子アグリゲータとしてのノウハウ搭載 
 

(2) 課題Ｂ（ワイヤレス給電）、課題 D（ユニバーサルパワーモジュール）との関連 
ワイヤレス給電になると EV 普及率が高まると思われるので定量評価をすることで

ある。また、ワイヤレス給電が配電系に影響を与えないで車の走行の利便性を高められ

るかの確認であり、ユニバーサルパワーモジュールはパワーエレクトロニクス主要素

となるため、電力系統と連系するあらゆる分野で関連する。 
  

一般送配電線との接続点 
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第４章 運輸と電力の統合エネルギーマネジメントシステム 

 

 

4.1 背景 
(1) 電気自動車と電力システム 

資料発表日：2019 年１月 22 日 第２回エネルギーマネジメント研究会 

発表者  ：太田（豊）委員 

資料名  ：電気自動車と電力システム 

            本報告書、図の出典は第２回研究会資料 7 

電気自動車（以下、EV）と電力システムの統合はセクターカップリングを背景とす

る。需要家の観点を入れ三つ巴で見る必要がある。 

自動車業界の転換点は CASE，電力業界の転換点は 3D+D である。余剰電力を効果的

に使用してくれる負荷として EV、さらに太陽光等の変動電源には調整能力が要求され

るが、ここに電池が望まれる。これらを踏まえると自動車と電力の業界はうまくマッチ

ングすると言える。 

 

図 4.1 電気自動車・電力システム・統合の背景 
 

EV を分散型電力貯蔵システムとしてみた場合にその価値化は V2H、V2B によって得

られる。 
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図 4.2 分散型電力貯蔵機能の価値化 

 
V2G プロジェクトで規模が大きいものに Vehicle to Grid Britain があり、最初から

2,700 台というスケーラブルを意識したプロジェクトである。 
EV は夕方、帰宅時にバッテリーを使い切った状態にして、風力余剰分で夜中に、太陽

光余剰分で昼間に充電する。 

 

  図 4.3 Vehicle-to-Grid Britain 
 

統合した場合に考えられるサービスを網羅的に１次元に整理したのが図 4.4 である。 
EV を持つのが家庭でも事業者でも、サービスに参加し自分のエナジーストレージを行

使し、インセンティブを多く得ることが、最大の目的である。 
左側が系統レベル、右側が利用者レベル（主として家庭）、中間が利用者と系統間のサ

ービスである。 
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図 4.4 電気自動車・電力システム・統合の多彩なサービス 
 

これらの機能を全部持たせて 40 万円で仕上げることが技術目標である。 
   
(2) EV のエネルギー利用に関する課題 

資料発表日：2019 年 3 月 28 日 第 3 回エネルギーマネジメント研究会 

発表者  ：三菱電機㈱ 鈴木主管技師長 

資料名  ：EV のエネルギー利用に関する課題 

            本報告書、図の出典は特に記載がない場合は第３回研究会資料 5 

 a. EV のトレンド 
1990 年代に入って地球温暖化問題が深刻となり、その課題解決への糸口として、EV

が注目を集め、蓄電池技術の発展に伴い、EV も大量生産が行なわれるようになってい

る。各国の EV 推進政策や蓄電池性能及びコストの改善などにより、EV が急激に普及。

2019 年度初頭には一般車は 500 万台を超える見込みであり、2040 年時点では年間

7,000 万台を超えると予想されていて、これは、内燃機関車より多くなる見込みとなっ

ている。 
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図 4.5 電気自動車（EV）の今後のトレンド 

図 4.6 EV の新車販売台数の見通し 

 

2018 年 EV 充電のため消費された電力量は全世界で 63TWh にのぼる。さらに EV
拡大に伴い、2040 年時点での EV 充電で消費される電力量は、2,000TWh 以上になる

と見込まれている。 
 

このように EV 台数自体は順調に伸びているものの、EV・PHV の累計普及台数と、

AC 普通充電装置の累計普及台数の伸びを比較してみると、EV・PHV の普及の伸びに

対して充電器の普及が追い付いていないことが分かる。 
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図 4.8 EV-PHV 及び充電器の累計台数 
出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター、 

一般社団法人 電動車両電力供給システム協議会 Web より 

 
 

家庭用の蓄電池は 2014 年から 2016 年にかけて価格が 1/2 となっており、さらに

2016 年～2030 年にかけて価格は 1/2 になると予想されている。 

 

図 4.9 家庭向け LiB の価格トレンド 

出典：ICEF2017 Michael Taylor 国際再生可能エネルギー機関 

「電力貯蔵：2030 年までのコストと市場」から作成 
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家庭向けリチウム電池の価格動向は、今後 EV/PHV 価格にも影響するものと思われる。 
 

ところで、これまで①経産省の自動車産業戦略 2014 では、2030 年の EV/PHV の新

車販売に占める割合（目標）を 20~30%としてきたが、②「日本再興戦略改訂 2015」
では 2030 年の EV・PHV 保有台数を全体の 16％と見込んでいる。 
図 4.10 は、2020 年の EV・PHV の新車販売割合をベースに①, ②それぞれの 2030 年

の目標を必達するための推移をグラフ化したものである。 

図 4.10 新車販売に占める EV/PHV の割合目標 
出典：EV・PHV ロードマップ検討会 報告書 

 

最後に、現在の国内乗用車保有台数：6,200 万台（2018 年 10 月、普通・小型・軽の

合計）が 2030 年の国内乗用車台数と変わらないものとして、②の考え方で 2030 年の

EV・PHV 台数を予測すると、6,200 万台×16%≒990 万台となる。 
 

 b. EV の電力ポテンシャルと電力系統に及ぼす影響 

2030 年時点の EV車載電池の量的ポテンシャルを予測する。 
 
EV へ搭載されている蓄電池容量を 50kWh とすると、 
・2030 年時点の全 EV の蓄電池容量：990 万台×50kWh=495GWh。 
EV の平均走行距離：7073km/年、電力量消費率を 148Wh/km とすると、 
・平均年間車両消費電力：148Wh/km×7073km/年≒1MWh/年となるので、 
・2030 年時点で全 EV の走行に必要な電力量：990 万台×1MWh＝9.9TWh/年 
となる。 
ここで、EV のパワコンへの接続率：60％、接続時の利用可能 SOC：50％とすると、 

最大蓄電容量＝495GWh×0.6×0.5＝148.5GWh である。 
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これに対して、2017 年実績のピーク電力量：160GW、総電力量 958.8TWh/年と、エネ

ルギー基本計画より 2030 年時点の年間総電力量 1065TWh/年から、2030 年時点のピ

ーク電力は 160GW×1065/958.8≒178GW となり、 
・2030 年時点の PV 発電抑制電力（ピーク電力の 10%とする）：17.8GW となる。 
2030 年時点で PV 発電抑制がピーク吸収時間：9:00～15:00 の 6h あるとすると 
・PV 発電抑制を全て吸収するために必要蓄電量：17.8GW×6h＝106.8GWh 
 
この値は 2030 年時点の EV 最大蓄電容量 148.5GWh より小さいので、想定どおり

であれば、充電中の EV の車載蓄電池のみで PV 発電抑制分を吸収でき、PV 発電抑制

が回避できるとともに、本来なら余剰の PV 電力であるので、EV 側も安価に充電でき

る（あるいは逆に報酬をもらえる）ことが期待できる。 
また、EV のパワコンの充放電容量が 6kW の場合、EV のパワコンへの接続率が 60％

なら、EV 最大吸収電力：990 万台×6kW×0.6＝35.64GW となる。 
 

「EV」の普及、「蓄電池」技術向上、「DR/VPP」の導入により、インタラクティブな電

力フローが促進され、電力プラットフォームのあり方が、更に変わっていくものと考え

られている。 

 
図 4.11 EV を中心とした電力プラットフォーム 

出典：資源エネルギー庁 

次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会 資料より 

 c. EV を中心とした情報連携 
図 4.12 は EV を中心として、今後想定される電力取引のユースケースを概観したも

のである。 
実際に EV リソースを用いた電力取引を行うために、どのような EV 情報のやり取りが

行なわれるかの例を次ページに示す。 
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図 4.12  電力取引のユースケース 
 

図 4.13  EV を中心とした情報のユースケース 
 

このような EV に関連するデータは、「エネルギー」のドメインだけでなく、「生活支

援」、「安心・安全」、「医療・健康」といった各種サービスドメインとも API によっ

て情報連携がおこなわれるものと考えられる。 
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 d. EV 利用に関する課題とまとめ 

V2G 実現に向けての課題として述べる。 

V2G は電力サービスとして多くのメリットがあることは認識されているが、まだ課題

が多いため、各地で実証実験が展開されており、そのポテンシャル並びに事業価値の評

価と基盤技術を開発中である。 

とりわけ、EV の普及に伴い、『より安全に』『より効果的に』『より快適に』するために

関連する多数の技術の確立が望まれている。 

EV に関する新技術 EV のエネルギー利用に関する課題のまとめ 

1. 電力系統網における EV のインパクトが大きいのは、電力量（エネルギー）より電

力（パワー）である。 
2. 一般家庭における自動車の利用率は平均時間にして 5％以下と低いため、移動手段

以外のサービスも考えて活用度合を上げることが必要である。 
3. EV は電力を消費する‘需要家’だけではなく、電力を提供する‘リソース’とし

て運用が可能になれば、EV のオーナー、コミュニティ、系統運営者などにベネフ

ィットが広がり、豊かな低炭素社会に近づく。 
4. EV を活用する上でパワーエレクトロニクスや通信の技術は重要である。 
5. EV は電力系統向け‘アクティブリソース’になるため、技術だけではなく制度及

びルールの整備が必要である。 
6. 将来的には、EV のみではなくドローンなど、モビリティに関係するデバイスは全

てグリッドのアクティブノードとして運用が可能となる。 

 

(3) 将来の電力分野と運輸分野の構造 

資料発表日：2019 年１月２２日 第２回エネルギーマネジメント研究会 

発表者  ：井村委員 

資料名  ：将来の電力分野と運輸分野の構造 

            本報告書、図の出典は第２回研究会資料 5 

再生可能エネルギー大量導入に対する電力系統のあり方においては、下表の観点が

重要である。 
1. 需給バランス維持と安定な電力供給【需給バランス・安定性】 
2. 系統全体の価値と個々のユーザの価値の共最適性【多価値共最適性】 
3. 発電予測のもとでのリスク管理やセキュリティ・事故時対応【調和的ロバスト性】 
4. 外的要因によるシステムの変化・進化に対するフレキシビリティやレトロフィッティ

ング【オープン適応性】 
解決のための設計理論に CPVN システム（Cyber-Physical-Valuable-Network 

System）という考え方がある。膨大かつ多様なプレイヤーと多様な制御入力が存在し、

情報、物流、経済（効用）の超大規模ネットワーク構造のもとでサービスを提供するサ

イバーフィジカルシステムである。 
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2050 年頃を想定し、PV が 200GW～300GW 導入された電力系統を CPVN システム化

すると、縦は上から運用層、集配層、ユーザ層、一方の横は物理層、予測・制御層、市

場層、価値層と並び、中央層がサイバー、向こう側がフィジカル、こちらが価値という

形でシステムを概観し、どのような相互作用があるかを考えて行くものである。 
電力システム構造においては、中央の集配層が軸になっている。 

 
図 4.15 次々世代電力システム構造（2050 年頃を想定） 

  
EV も同様な観点で整理する。EV には移動と蓄電の２種の役割があるが、この場合

も特徴は集配層にある。電力のバランシンググループやアグリゲータに相当する機能

が中央にあり、アグリゲート機能が中核である。システム設計上の着目点は 4 つあり、

EV が電力系統に繋がり応答する時刻，場所，レスポンスが大事である。 
1. EV の効用 移動手段としての効用と V2G の効用のバランス 
2. 道路運用者役割 現在は移動しか考えていないため、エネルギーの出し入れも対象 
3. 集配層-1 車両や道路シェアの差配 
4. 集配層-2 駐車のｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝと電力（特に調整力）のｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ 
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図 4.16 次々世代道路交通システム（2050 年頃を想定） 
 
 

4.2 実現に必要な課題とその対策 
  
(1) VGI（Vehicle Grid Integration）の動向 

EV のエネルギー貯蔵能力をスマートグリッドの 1 要素として、系統安定化や送配電

線の混雑緩和等に利用する考えは古くからあったが、系統運用に関して以下の４つの

目的で EV を利用することを、米国ローレンスバークレイ国立研究所の用例に倣い、

VGI（Vehicle Grid Integration）と呼ぶこととする。 

(a) 系統のピーク負荷時に DR（デマンドレスポンス）資源として EV のエネルギー貯

蔵能力を利用し、充電時間や充電レートを調整する（スマートチャージ） 
(b) EV のエネルギー貯蔵能力を利用して、より多くの再生可能エネルギーの系統への

導入を支援する 
(c) 周波数調整のようなアンシラリーサービスに EV のエネルギー貯蔵能力を利用す

る 
(d) EV のエネルギー貯蔵能力を利用して送電線・配電線の混雑を軽減する 

 

その中で、EV リソースの制御の仕方に基づいて、以下のように呼ばれることが多い。 

V1G：1 方向（EV への充電）のみを制御 

V2G：双方向（EV への充電および EV からの放電）を制御  
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米国の VGI 事例を記す。カリフォルニア州公益事業委員会内に VGI プロジェクト

（正式名称は VGI Communication Protocol Working Group：VGICPWG）を設置、

プロジェクトに参加する電力会社や自動車会社（したがって、いろいろな EV／EV 充

電器の種類）が多く、プロジェクト構成メンバが独自のシステム仕様を固めるのではな

く、EPRI（米国電力中央研究所）が入って、オープンな V1G/V2G プラットフォーム

（Open VGI Platform：OVGIP）の仕様を定めようとした。 

また、下図の通り、最初から V2G までをフルカバーするプラットフォームの開発を

目指すのではなく、VGI に関連するユースケース整理して優先順位をつけ、無理なく、

着実に概念実証→更に詳細な機能実証→商用化の手順を踏んでいる点が上げられる。 

 

図 4.17 OVGIP の開発・実証・ビジネス化スケジュール 
出典：EPRI、Open Vehicle-Grid Integration Platform General Overview  

 
EPRI の OVGIP インタフェース／サービス 

複数の自動車メーカーの EV／複数の EV 充放電器を監視、同期、および制御するため

のプラットフォームを提供する 
全ての電力会社と自動車メーカーが使える、インタフェースを提供する 

既存の、自動車メーカーのテレマティクス、コネクテッド・カー技術を活用するが、

自動車メーカーにも、ある程度の自由度を持たせるようにする 

集約された EV 充電行動のデータを交換できるようにする 

電力会社向けインタフェースと通信には標準プロトコルを採用する 

種々の BEMS、HEMS、充電インフラとのインタフェース／サポートが可能なアーキ

テクチャ設計とする 
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図 4.18 オープン VGI プラットフォーム 
出典：EPRI、「Advanced Energy Communities: Grid Integration of Zero Net Energy 

communities」 

 

(2) エネルギーマネジメントにおける EV の機能 
EV の充電および放電まで視野に入れた場合、電力系統への影響という立場から 3 段

階の考え方マネジメントが紹介された。 

図 4.19 EV の充電形態と電力系統に及ぼす影響 
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(3) 課題Ｂ (ワイヤレス給電)、課題 D（ユニバーサルパワーモジュール）との関連 
ワイヤレス給電ができるようになると EV の普及が進むと思われるため、電力ポテ

ンシャル等の試算の前提を考慮し直すとともにワイヤレス給電が入った場合の情報連

系モデルに配電側の話を組合せ、ワイヤレス給電が配電系に影響を与えないで車の走

行の利便性を高められるかの確認が必要である。 
 

ユニバーサルパワーモジュールはパワエレの主要要素となるため、あらゆる分野で

利用されることが考えられる。 
V2G など運輸と電力の統合エネルギーマネジメントでは、適用場所は車か充放電シ

ステムであり、変換効率の向上及び充放電システムのコストダウンにつながることが

求められる。 
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第５章 今後の課題と展望  

 
5.1 評価指標に関する課題 
（定量評価の課題） 
(1) モデルの想定 

再エネ導入の考え方として、本研究会では一定規模の導入を想定するトップダウン方

式とした。 
(2) シミュレーションツールの利用 

定量評価のためのシミュレーション利用には、トップダウンのルールを定め、そこに適

合するツールを決めることが大事である。 
(3) システム間のバウンダリー条件の明確化 

費用対効果の考え方については個々の業界ベースではなく共通の考え方が求められる。

目的のために使われるコスト項目の抽出や、またコストの中でも目的に合う費用の按

分などの検討が求められる。 
 
5.2 各 System of Systems に関する課題 
(1) 系統電力の脱炭素化 
①  再生可能エネルギー導入のための電力系統対策 

コスト対効果については概論レベルで留まっており、定量評価のためのコスト情報収

集が十分でない。 
②  海外の CO2フリーエネルギーの導入 

水素基本戦略で、適用分野、技術成熟度、導入の時期と規模、コスト目標が示されてお

り、安全性の評価も含め定量評価の情報は揃っている。 
(2) 地域エネルギーシステム 

2018 年度に SoS の類型整理を行なった。SoS の類型の例として、「(3)クラスター分析

の手法」ではクラスター分析の提案があり、また、「(4)再エネ大量導入を考慮した地域

エネルギーマネジメントの検討」では、小グリッドの提案があった。今後、2 つの提案

を融合させ SoS の類型を決定し、類型毎の脱炭素化の手段など、実現に必要な対策を

整理していく。 
(3) 運輸と電力の統合エネルギーマネジメントシステム 

EV と電力統合のため共通基盤（以下、プラットフォーム）が必要と考えられ、米国の

検討事例なども紹介されている。プラットフォーム構築費や充放電スタンド構築費な

ど EV 活用のためのインフラ、ソフト等のコスト配分が求められるとともに、EV オー

ナーの観点を考慮した EV 普及の検討が望まれる。 
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(4) 産業分野の低炭素化 
CO2インパクトが大きい鉄鋼、化学、セメント、紙パルプの主要 4 分野について調査す

る。 
(5) 運輸分野の低炭素化 

旅客用自動車以外の輸送系として、貨物用自動車（トラック等）、鉄道、航空機、船舶

まで取り込み調査を行う。 
  
5.3 エネルギーデータ関連の課題 

新たなエネルギー供給形態やスマート化が進展する電力系統及び運用をみると新た

な事業の登場が考えられ、すでに実証が始まっているものもあり、エネルギーデータ関

連の調査を行う。特に PV/EV サービス事業は、運輸と電力の統合エネルギーマネジメ

ントの一形態であり、2019 年度は調査の中心と考えられる。 
以 上 

 


