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持続可能な社会を実現するために
特別対談

分散型エネルギーと技術的課題

近藤　富士電機は，“エネルギー・環境技術の革新に
より，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献し
ます”を経営方針に掲げています。2016 年の「パ
リ協定」を踏まえ，日本は CO2 削減目標を 2030
年 26%，2050 年 80%と定めました。パワーエレ
クトロニクス（パワエレ）や制御，発電の技術など
でエネルギー関連事業に長年携わってきた富士電機
は，その実現に向けた社会課題の解決を通してビジ
ネス展開を図っていくべき，と考えています。

　　本日は，メーカーとしての方向性について，横山
先生よりいろいろとご示唆をいただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

横山　よろしくお願いいたします。ご存じのように，
電力システムを取り巻く状況は，東日本大震災を機
に一変しました。

　　一つは，電力システム改革です。電力の発電や小
売を自由化することで，新規参入の機会を創出しま
した。競争原理による電気料金の値下げやサービス
の多様化も期待されます。需要家にとっては，電力
会社の選択肢が増えることになります。

　　もう一つは，分散型再生可能エネルギーの大量導
入です。再生可能エネルギーである自然変動電源を
大量導入する流れは，電力システムの安定的運用に
大きな影響を与えます。私たち大学としても研究
テーマが増え，とてもチャレンジングな状況になっ
ています。
近藤　電力システムの変化によって，解決しなければ
ならない技術的課題がいくつも出てまいりました。
配電網について言えば，電力エネルギー密度が極端
に低い電源を分散的に入れる前提で，ネットワーク
の需給バランスをしっかり取る必要があります。シ
ステムの方向性としては，基幹に集中電源を置き，
その下に配電網がクラスタリングされたシステム構
成になるのでしょうか。

横山　配電網に大量の自然変動電源が入ってくると，
まず配電のローカルエリアで問題が発生します。配
電線の電圧の上昇，送電容量，短絡容量の不足，逆
潮流などの問題です。これらはまずクラスタリング
によって解決されることになりますが，次にクラス
タリングされたシステム間の問題に発展します。ク
ラスタリングされたシステムはわが国では需要地系
統とも呼ばれていますが，ある需要地系統は，配電

アナログ技術とデジタル技術の融合を，
将来のエネルギーシステムのスマート化にどう生かしていくか

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5次評価報告書（2013 年）では，有効な温暖化対策を
採らなかった場合の 21 世紀末（2081～ 2100 年）の世界の平均気温は，20 世紀末に比べて 2.6～ 4.8℃
上昇すると報告されている。温暖化をもたらす CO2の削減は，もはや待ったなしの国際的課題である。
日本はくしくも，2011 年の東日本大震災によりエネルギー政策の大転換を迫られることになった。分
散型エネルギーシステムの構築に向け，パワーエレクトロニクスや制御技術に強みを持つ富士電機が果
たすべき役割は何か。電力システム工学の第一人者である東京大学大学院教授の横山明彦氏を迎え，ハー
ドウェアやシステムへの期待や課題について，富士電機技術開発本部長の近藤史郎と意見を交換した。
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より上位の電圧階級の系統を介して，他の需要地系
統に影響を及ぼすのです。そしてやがて基幹系統全
体へと影響は広がっていきます。

近藤　そうなると，需要地系統ごとの分散電源のリ
ソースをマネジメントするシステムと，需要地系統
間のエネルギーバランスを取るシステムが連携しな
がら動く必要がありますね。
横山　おっしゃるとおりです。そういうシステムが必
要になってくると思います。

近藤　富士電機が得意とするパワエレの側面から言え
ば，スマートグリッドの基本はエネルギーを時間
的・空間的に，いかに合理的に移動させるかだと思
います。

横山　時間的・空間的に，合理的に。いい言葉ですね。
近藤　富士電機はメーカーとして強いコンポーネント
を創り出し，それを生かしたシステムビジネスの展
開を掲げています。逆に言えば，システムソリュー
ションに資する機器を開発するメーカーでありたい。
先生は機器にどのような要望をお持ちですか。

横山　分散型の自然変動電源が系統に大量に入ってき
て，需要量に対して発電量が少なくなったり多く
なったりすると，需要を下げたり上げたり，自然変
動電源の出力制御を行ったりするなど，制御を掛け
なければなりません。また，需要家の要望で CO2
をフリーにして地球温暖化に貢献しなければいけな
いという世の中の流れで EV（電気自動車）が普及
する。そのとき，EVも含めた需要家側の膨大な数
の機器に対して，通信を使って制御を掛けていくこ
とを考えると，安価で信頼性のある制御装置が必要
になりますね。

近藤　電力網と制御通信網を同時並行的に最適化して
いくイメージですね。現在，スマートグリッドに接
続される機器は，スマートメータから変電設備まで
さまざまで，情報量やリアルタイム性もまったく
異なります。一方の通信システムも，有線・無線，
ローカル規格・オープン規格と種々の選択肢があり
ます。最適化への道のりは平坦（へいたん）ではあ
りませんね。

　　2020 年には 5G（第 5世代移動通信システム）
が実用化されると，リアルタイム性が上がり，従来
の精度とは異なるネットワークになります。先生は
5Gにどのような期待をされていますか。
横山　大容量・高速通信が可能になり，大量の需要家
機器を高速にコントロールできるようになるでしょ
う。私は，今後は EVが重要になってくると考え
ています。EVをうまくコントロールできれば，系
統の安定化制御に役立ちます。そのためにはまず，

EV 自体の充電をコントロールできないといけませ
ん。EVが一斉に充電し始めると，配電網はパンク
してしまいますから。プラグインした時刻，プラグ
アウトしたい時刻，充電にかかる時間，配電線の潮
流などの情報を基に，配電網，需要地系統をコント
ロールする。それには大容量・高速通信が非常に役
に立つのではないかと期待しています。

近藤　系統における EVの活用については，V2G 
（Vehicle to Grid）というコンセプトで，車の蓄電
池から逆潮流させたりするわけですね。

横山　各家庭にある EVを分散型蓄電池として有効利
用できれば，系統内に置く系統用蓄電池を減らすこ
とができ，社会的コストも減らせます。われわれ研
究者としては，EVをそういう方向性でぜひ使いた
いですね。

社会的コストを意識した開発の重要性

近藤　需要家サイドの技術として，直流化も注目され
ています。富士電機も直流UPS（無停電電源装置）
や直流配電装置の開発に取り組んでいます。

横山　中国が LVDC （Low Voltage Direct Current）
の規格化に熱心で，小さな町で実証プロジェクトが
始まっていると聞きます。商業地区，住宅地区など
は負荷変動が大きい。10%，20%に負荷が落ちた
ときに変換器の効率が急激に悪くなりますから，そ
の辺りをどう解決していくかですね。

近藤　直流化すればエネルギー変換の段数は減ります
が，工場に直流配電を入れてシミュレーションして
みても，すぐに投資回収できるとは言えません。ま
た，標準化の問題もあって技術の確立にはもう少し

1984 年　  富士電機製造株式会社（現
富士電機株式会社）入社

2007年　  富士電機アドバンストテク
ノロジー株式会社取締役

2012年　  富士電機企業管理（上海）
有限公司董事長・総経理

2013年　  富士電機株式会社産業イン
フラ事業本部計測制御シス
テム事業部長

2016年　  富士電機株式会社技術開発
本部副本部長

2017年　  富士電機株式会社執行役員，
技術開発本部長兼務

近藤 史郎　こんどう しろう



富士電機技報　2019 vol.92 no.2

2018 年度の技術成果と展望

70（6）

時間がかかりそうです。
横山　変換器の部分負荷の効率を上げるパワエレ技術
があるといいですよね。

近藤　一つの解が並列運転だと考えています。既に，
富士電機の UPSには，大きなスタックではなく，
ある単位のスタックがパラレルに載っています。こ
れを応用して，負荷に応じて容量を切り替えられる
ようにしています。

横山　スタックに分けてもコストは増えませんか。
近藤　ケース・バイ・ケースですが，ある単位のもの
を標準化してスケーリングする方が，量産効果でコ
ストメリットが出ますね。

横山　蓄電池はどうですか。系統側に大容量蓄電池を
置くのがいいか，各需要家側に小さな蓄電池を置く
のがいいか，非常に興味深いところです。

近藤　電池も進化していますから，コストは変動的で
すね。鉛蓄電池からリチウムイオン電池になり，や
がて全固体電池が出てくるでしょう。蓄電池の再利
用も考えられます。富士電機は鹿児島の甑島（こし
きしま）で，EVの使用済み蓄電池を再利用したシ
ステムを開発しました。また，九州・沖縄の離島で
多くのマイクログリッド実証実験に取り組み，将来，
再生可能エネルギーが大量導入された際の系統の課
題と対応策を検証しています。
横山　それは，とてもいい取組みですね。再生可能エ
ネルギー電源の制御，需要家の機器の制御，そして
既存の発電所の経済性，これらを全部考慮して，シ
ステム全体を統合的に最適化し，社会コストを下げ
ていく。そういうエネルギーマネジメントシステム
が今後，注目されるようになるでしょう。富士電機
がマイクログリッドで培った技術は，そうした大き
なシステムにも応用できます。

予測に立ちはだかるデータ共有の問題

近藤　富士電機は，工場や生産プロセスのエネルギー

マネジメントを通じて，1970 年代から最適化や需
要予測の分野に取り組んできました。近年は IoT
や，そこで得られるデータを基に AIやアナリティ
クスで価値創造を行うことの重要性が認められつつ
あります。例えば，電気，熱，蒸気などのエネル
ギー需要に対して，どのような運転計画を立てたら
エネルギーコストが最小になるか。その最適化は長
く研究対象でした。そこで鍛えられた力は，これか
らのグリッドの最適化にも必ず生きてくると信じて
います。
横山　おっしゃるとおりです。
　　発電所，再生可能エネルギー，需要家機器を含め
た統合的なエネルギーマネジメントシステムで大事
なのは，予測，運用，制御の技術です。気象庁の
データから太陽光や風力の出力を予測する技術。月
間ベース，週間ベース，日間ベースでの運用計画の
最適化を導き出し，実運用に反映させる技術。急に
太陽光が雲で遮られたり，風が吹きだしたり，何
か事故が起きて出力が急変したときに制御する技術。
この 3 本柱が今後は求められます。
　　AI 技術を使った予測も研究されていますか。
近藤　いくつかの手法を研究しています。例えば，シ
ステムの非線形性に対応するためディープラーニン
グを使いますが，この領域では，きちんと説明でき
るディープラーニングの研究に取り組んでいます。
ディープラーニングで学習した気象と電力需要の関
係をかなり正確に取り出せるようになってきていま
す。
横山　AIとビッグデータを利用した機器の寿命診断，
故障診断など，国も電力設備の保安のスマート化を
懸命に進めています。

近藤　富士電機は，設備診断や余寿命診断，故障予知
についても，積極的に取り組んでいます。仕様の異
なるデータを素早く，時間同期を取って収集できる
エッジデバイスを作りました。そのデータを独自の
多変量解析で解くのですが，かなり短い時間で解析
解が出せるところまできました。

横山　電力は公益的な事業ですから，各社の保安に関
わるビッグデータの共有については期待したいので
すが，現実は難しいようですね。

近藤　どういうデータを持っているか，どういう精度
で取っているか，ということも関係します。データ
の所有権の問題もありますね。将来は先ほど先生が
おっしゃったように，需給のバランスの問題も，メ
ンテナンスの合理化の問題も，緊急時の対応の即効
性の問題も，データの共有がなされないと解決しな
いかもしれません。データの共有に関するルール作



富士電機技報　2019 vol.92 no.2

特別対談“持続可能な社会を実現するために”

71（7）

りが必要でしょうか。
横山　そうでしょうね。国もまだそこまでは議論が進
んでいないようです。

EVは需要家の要望が電力を動かした

近藤　スマートグリッドや脱炭素化，エネルギーミッ
クスの変革なども，技術の問題以上に，制度や社会
実装の問題が大きいように感じます。

横山　経済性の問題が大きいと考えています。投資費
用やメンテナンスの費用に経済合理性がないと，社
会的に受け入れられないと思います。今，ブームの
マイクログリッドも，補助金を使ってあちこちで盛
んに行われていますが，本来は補助金がなくても長
期間にわたって維持できるシステムであるべきで
しょう。

近藤　そう考えると，先ほど先生がお話された EVは，
温暖化の原因である CO2の排出をゼロにして地球
環境に貢献しなければいけないという需要家の要望
が先にあって，電力の供給サイドを動かした特殊な
ケースといえそうです。

横山　EVの蓄電池としての利用も，需要家の要望が
先です。地震などに伴う大規模停電のリスクを回避
するために，家庭に蓄電池を置きたいという人はい
ます。しかし，停電はめったに起きません。自動車
も毎日，長距離を走るわけではありませんから，電
気がたまりっ放しというのももったいない。たまっ
た電気を有効に効率的に系統で利用させてもらうと
いう考えは，社会経済的に見ても当然あり得えます。

近藤　BCP（事業継続計画：企業が危機的状況下に
置かれたときに，損害を最小限に抑え，事業の継
続や復旧を図るための計画）や，ESG 投資（環
境，社会，企業統治に配慮している企業への投資），
Renewable Energy 100（企業活動に必要なエネ
ルギーを 100%，再生可能エネルギーで賄うことを
目標とする）など，昨今，需要家サイドの
動きもいろいろと出てきています。それら
に経済合理性の議論が相まって社会実装が
進んでいくのでしょうね。

パワエレ機器のスマート化への期待

近藤　先生はよく「2050 年に向けたシナリ
オ作りと，バックキャスト的な 2030 年の
シナリオ作りが大切」とお話されています。
2023 年の富士電機 100周年に向けたロー
ドマップは，顧客価値起点で考えてきまし

たが，その先の 2030 年のシナリオは社会価値ベー
スでの検討が必要と感じています。

　　先生はパワエレ機器の未来のシナリオを，どのよ
うにイメージしていらっしゃいますか。
横山　再生可能エネルギーの大量導入は，電力を直流
から交流に変換するパワエレ機器を大量に必要とし
ます。それはまた，慣性力不足から系統不安定を生
じさせる一因にもなります。システムの安定運用の
ために，パワエレ機器の高度化，スマート化が一層
求められようになるのではないでしょうか。いわゆ
るスマートインバータです。
　　例えばインバータに仮想的に慣性・同期化
力を付ける。われわれはこれを VSG（Virtual 
Synchronous Generator）モデル制御と言ってい
ます。系統に置いた大きな蓄電池のインバータが同
期機の慣性力を模擬する方法や，各分散型エネル
ギー電源のインバータが同期機のように自律的に制
御する方法などが研究されています。
　　VSG以外にも，インバータの力率制御による系
統の電圧の制御や，緊急時に系統安定性を維持する
ための出力制御など，インバータに付ける機能はい
ろいろと考えられます。今後は，このようないろい
ろな制御の干渉を抑制し，自律運転可能なインバー
タが求められると思います。

近藤　変電の機器も，これからはアクティブな制御の
実装が必要になりますね。
横山　システム全体は階層構造ですが，需要家の機器
の制御は中央で集中して行うのではなく，ローカル
コントロールセンターのような存在が出てくると考
えています。アグリゲーターもその一つです。そう
いったローカルなセンターが協調しながら，システ
ム全体の調和を図る。分散するだけではだめで，協
調分散しないといけません。

近藤　リアルタイム性を追求していくと，下流のシス
テムなり機器が自律的に動いてくれないと無理があ
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ると思います。その辺りの研究は先生もいろいろと
されているのではないですか。

横山　私は近年，ヨーロッパの DSO（配電会社）を
訪問するのですが，ビジネスモデルの話がとても面
白くて参考になります。
　　ヨーロッパは，TSO（送電会社）と DSOが分離
しています。今，DSOではプラットフォームが用
意され，さまざまな会社がさまざまなアプリケー
ションをつないで新しいビジネスに挑戦する仕組み
を実証しています。それを目の当たりにすると，日
本の遅れを認めざるを得ません。日本人の多くは
TSOには頻繁に訪れて，制度や系統制御などの話
を聞いてくるみたいですが，DSOを訪問する日本
人はまだ少ないようです。
近藤　ビジネスチャンスは DSOにあり，ということ
ですね。富士電機は配電系統で頑張ってきた会社で
すから，非常に興味の湧くお話です。

横山　CIGRE（国際大電力システム会議）もこれま
では TSOの方が多かったのですが，配電網を含
む DSOの方を取り込んで発電から需要家までをカ
バーする組織にしなければいけないという議論が
今，なされています。2021 年に京都で開催される
CIGREの会議では，配電網をテーマにしたシンポ
ジウムを準備しています。ビジネスのターゲットは
国際的にも DSOに移っているのですから，CIGRE
も変わっていかなければなりません。

　　日本は幸いにして，TSOと DSOが同じ会社に
ありますから，ヨーロッパの DSOのようにやろう
と思えば，効率的にできるはずです。

アナログもデジタルも―富士電機の優位性

近藤　エネルギーの蓄積，移動という観点で水素の可
能性について，先生はどのようにお考えですか。
横山　いつかは考えなくてはいけませんが，10 年後
はどうかと言うと，非常に問題が多いですよね。水
素を作るコストが高いというのもありますが，作っ
た水素の使い道がなかなかないのです。東北地方の
大量の太陽光発電や風力発電を系統につなぐと余剰
電力が出て大変なので，集めて水素に変えるという
話もありましたが，その水素をどう使うのかと。燃
料電池車もまだ普及していませんし，水素を使う産
業もそうそうありません。そうかといって，電気か
ら作った水素を再び電気に戻したのでは，あまりに
非効率です。

近藤　EVでは，電池容量を増やして航続距離を伸ば
そうとしても電池容量の問題で，ある点を超えると

逆に航続距離が短くなると聞いています。モビリ
ティの視点から水素の活用は考えられるでしょうか。

横山　長距離を走るトラックやバスは水素にするとか。
水素ステーションと充電スタンドの 2 重インフラ
は大変ですから，すみ分けをきちんとしなければい
けませんね。
近藤　水素は，クリーンなエネルギーという点は非常
に魅力的ですが，社会実装に至るまでの課題は大き
いですね。
　　メーカーとしては，それでも前に進まなくてはい
けません。どちらの足を踏み出すかが，悩みです。

横山　富士電機は，アナログ的な技術から先進のデジ
タル技術まで幅広くやっておられて，将来的に非常
に有望だと思います。その理由は，エネルギーはア
ナログだからです。昨今，デジタライゼーションが
叫ばれ，生活のあらゆるモノやコトにデジタルが適
用されています。その流れで，エネルギーもデジタ
ルで送れると誤解している人もいるようですが，エ
ネルギーを送るのはアナログ技術。それをコント
ロールする神経網がデジタル技術です。アナログと
デジタルが協調してうまく進んでいかないと，エネ
ルギーを安定供給することは不可能です。両方を
しっかりやっておられる富士電機の今後に大いに期
待します。

近藤　本日はお話を通じて，将来の電力システムの姿
について理解が深まりました。電力網と情報通信網
の同時最適化や集中から協調分散へのアルゴリズム
の構築に向けて，富士電機の強みであるパワエレを
いかに生かすかということだと思います。先生から
いただいた貴重なご示唆をヒントに，持続可能な社
会の実現に貢献できるような技術を今後も生み出し
てまいります。本日はありがとうございました。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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