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1　まえがき

富士電機は，2016 年 4月の電力小売全面自由化に合わ
せて新電力に向けて需給管理システムの提供を開始した。
この需給管理システムは，新しい運用ルールである計画値
同時同量に対応している。さらに，一般送配電事業者か
ら需要実績を取得する機能，予測と実績の乖離（かいり）
（インバランス）の増大を抑制する需要予測機能，電力広
域的運営推進機関への計画提出機能および一般社団法人 
日本卸電力取引所を介しての電力取引機能など，需給管理
運用の高精度化，効率化を支援するさまざまな工夫を組み
込んでいる。
また，国は東日本大震災以来，電力系統を安定化する手

段として，需要家側のエネルギーリソースを活用する仕組
みの構築を進めている。富士電機はその一つであるバー
チャルパワープラント（VPP：Virtual Power Plant）の
実証にも取り組んでおり，VPP 実証事業に継続的に参画
している。本稿では，需給管理システムと VPPソリュー
ションについて述べる。

2　富士電機の需給管理システム

需給管理システムの提供形態と特徴を表1に示す。新電

力の事業規模は，小規模から大規模までさまざまである。
そこで，中小規模の新電力には，新電力が管理する需要家
数に応じた月額従量課金制のクラウドサービスとして手ご
ろな価格で需給管理システムを提供している。大規模な新
電力は固有の機能を要求することが多く，発電計画最適化
技術などをアドオンしたオンプレミス

〈注 1〉

で提供している。

2 . 1 　富士電機の需給管理システムの特徴
⑴　業務フローに沿った需給管理システム
需給管理システムは，図1に示すように需要予測から計
画提出までの業務ステップごとに運用者が結果を確認し，
日ごとの計画を作成・提出するという業務支援を行うこと
ができる。
実需給日の前々日には FIT 発電計画を作成する。前日

になると翌日計画を作成する。当日には，当日監視を行い，
インバランスの増大が見込まれれば変更計画を作成する。
本システムの主な機能を表2に示す。電気の需要と調達
を合致させる需給計画を将来の実需給日ごとに立案できる
よう，計画管理機能を設けた。さらに，運用者が過去の計
画を振り返れるよう，実績だけでなく計画とコストのデー
タをシステム内に蓄積し，参照できるようにしている。
⑵　ワンストップサービスを実現する外部機関連係
日々の需給管理運用は電力広域的運営推進機
関（OCCTO：Organization for Cross- regional 
Coordination of Transmission Operators）， 一 般 送
配電事業者，日本卸電力取引所（JEPX：Japan Electric 
Power Exchange）など三つの外部機関とデータ連係が必
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2016 年 4月の電力小売全面自由化により，電気事業へ参入する新電力が増加している。このような電気事業者向けに富
士電機は，業務フローに沿って運用が可能で，外部機関とデータを連係し，複数の個社（新電力）をまとめて代表契約者
が計画値同時同量を行うバランシンググループ運用に対応して，高精度な予測機能などを組み込んだ，効率化運用を支援
する需給管理システムを提供している。また，VPPの実証事業にも参加しており，需給管理システムと大型蓄電池システ
ムが提供するサービスや，これら二つのシステムを組み合わせた新電力向けの VPPソリューションが提供できる。

The number of power producers and suppliers that enter the power business has been increasing since the full deregulation of 
retail electricity in April 2016.  For these power utilities, Fuji Electric provides a power supply and demand management system that 
allows users to operate according to the process flow diagram and to achieve high-precision and efficient operation using a high-
precision prediction and other support functions.  This system supports a balancing group operation, in which the delegate of contrac-
tors coordinates power companies (power producers and suppliers) by sharing data with external agencies to perform planned-value 
balancing.  We have also been participating in virtual power plant (VPP) demonstration projects and can offer VPP solutions for power 
producers and suppliers, including the services using our demand-supply management systems and large storage battery systems.

〈注 1〉  オンプレミス：サーバやソフトウェアなどの情報システムを

使用者（通常は企業）が管理する設備内に設置・導入し，運

用すること

表 1　需給管理システムの提供形態と特徴

提供形態 特　徴

クラウドサービス
○  クラウド上の需給管理システムにアクセスし，需
給運用を行う
○  需要家数に応じた月額従量課金制である

オンプレミス
○  需給管理システムを納入し，新電力は自社の資産
としてシステム運用を行う
○  個別事由によるアドオンに対応可能である
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要である。表3に示す連係先とのアプリケーションインタ
フェースを開発し，標準機能として需給管理システムに実
装した。本機能と表2に示す業務機能によって，需給管理
のワンストップサービス運用を実現している。
⑶　バランシンググループへの対応
複数の個社（新電力）をまとめて代表契約者（新電力）

が計画値同時同量を行うバランシンググループ（BG：
Balancing Group）運用

〈注 2〉

に対応している。図2に示すよ
うに，需要 BG，個社，需要家・電源の三階層のマスタ構
造としている。おのおののマスタデータは上階層にひも付

いている。この構造を利用して，運用者は個社単位に独立
して計画が作成できる。その上で，個社単位の計画を積み

電力広域的
運営推進機関
（OCCTO）

日本卸電力
取引所
（JEPX）

外部機関インタフェース

一般送配電
事業者

（a）計画値同時同量業務フロー （b）需給管理システム機能構成図
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図 1　業務フローと需給管理システム機能構成図

表 2　需給管理システム機能一覧
○：各業務の使用機能

機　能 内　容
業務フローとの

対応

FIT 翌日 当日

需要実績取得 一般送配電事業者から30分ごとの電
力需要実績値を取得する ̶ ◯ ◯

気象情報取得 気象会社から気象予報・実績データ
を取得する ̶ ◯ ◯

需要予測 予測グループ単位に30分ごとの電力
量の需要予測を行う ̶ ◯ ◯

インバランス
監視

需要実績値と予測値の乖離を算出す
る ̶ ̶ ◯

市場取引 スポット市場・一時間前市場の入札
実行・約定結果の取得管理を行う ̶ ◯ ◯

発電計画 発電所ごとに30分単位の発電量の発
電計画を立案する ◯ ◯ ◯

需給計画 需要予測（計画）に対して，自社電
源含む調達電源を割り当てる ̶ ◯ ◯

計画帳票作成
需給計画の結果に基づいた計画帳票
（需要調達計画，発電販売計画）を
作成する

◯ ◯ ◯

計画管理 需要計画，発電計画，需給計画を日
ごと・30分ごとに管理する ◯ ◯ ◯

BG管理 個社ごとの需要計画，発電計画，需
給計画を管理する ◯ ◯ ◯

表 3　外部機関との連係データと通信方式

連係先 連係データ 連係先との通信方式

OCCTO 計画帳票データ 発電計画等受領業務EDI共通規格
（OCCTO）

一般送配電
事業者 電力需要実績値

小売電気事業者・一般送配電事業者間
EDI共通規格
（OCCTO）

JEPX 入札・約定情報 市場参加者API
（JEPX）

全体計画

個社A
計画

計画作成

個社 B
計画

計画作成計画作成

BG（バランシンググループ）運用を
実現する階層別マスタ構造

積上げ計画
作成イメージ

代表契約者
（個社A）

○積上げ
　計画作成

個社 B担当者
需要実績・計画参照

需要 BG
需要 BG 第一階層

個社

需要家

電源

個社 B個社A

需要家需要家

需 需需 需 需需

電　源電　源

発 発発 発 発発

第二階層

第三階層

図 2　階層別マスタ構造が実現する BG運用

〈注 2〉  バランシンググループ（BG：Balancing Group）運用：自

社を含む複数の個社（新電力）を束ねて，代表契約者（自社

新電力）が計画値同時同量を行うこと
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上げて需要 BG全体の計画とする。さらに，需要 BG全体
の計画を運用者が修正することも可能である。
なお，BG管理の権限設定機能を使うと，当該個社の計

画・需要実績をその個社の担当者に限定して公開できる。

2 . 2 　需要予測技術
電力需要曲線が類似した業態の需要家群を予測グループ
として設定し，そのグループごとに需要を予測する。図3
に示すように予測グループごとの予測結果を集計し，一般
送配電事業者のエリアごとに需要予測値を作成する。さら
に，エリア全体の予測値を運用者の知見やノウハウで修正
ができる余地を残し，運用者の意図を予測結果に反映でき
るようにしている。
需要予測は二つの方法を選択できる。一つは，需給管理

システムの画面で過去の需要実績値と気象実績，予測対象
日の気象予報を参照して，運用者自身が予測値を作成する
方法である。もう一つは，システム予測機能によって自動
的に予測値を算出する方法である。システム予測機能は当
日，翌日，翌々日の需要予測を出力する。なお，当日予測
機能は 30 分ごとに取得する最新の需要実績値と，最新の
気象予報の取得により逐次補正している。
システム予測機能として四つのシステム予測手法を標準

実装している。同操業日予測，同曜日予測，気象類似日予
測という暦や気象条件に基づく三つの簡易的予測手法と，
自動要因分析機能を持つ JIT（Just-In-Time）予測

⑴

手法
からなる。これら四つの手法から，予測グループごとの需
要特性に適した予測手法を運用者が自身の知見に基づいて
選択することで，エリア全体として高精度な予測ができる。
ここでは富士電機の最新需要予測技術である“JIT 予測”

について説明する。
JIT 予測は，次の三つのステップにより，過去の条件類
似日の需要実績値を基に需要予測値を算出する（図4）。
⒜　相関要因分析
需要実績値と相関の強い要因を日々自動的に分析する。

⒝　類似日抽出
⒜で分析した相関の高い要因を使用し，予測対象日至

近の類似日を抽出する。
⒞　気温補正
⒝で抽出した類似日の気温実績値と予測対象日の気温

予報値の差異から需要予測値を補正する。
この JIT 予測により需要変動と要因の相関が把握しづら
い需要家群に対して，高速で予測結果が得られる。

2 . 3 　発電計画最適化技術
さまざまな発電機や限定された地域に電力を供給する
電気事業者は，燃料コストや CO2 排出量を削減するため
の発電計画を検討する。富士電機の発電計画最適化技術

⑵

は，
線形計画法を用いて高速に当日，翌日および週間の計画を
作成する。需要予測や太陽光発電・風力発電などの再生可
能エネルギー出力予測に加え，発電機の運転使用条件であ
る連続運転制約や連続停止制約などを考慮し，発電機・蓄
電池の起動停止計画ならびに制御量を最適化した結果を出
力する。

3　VPPソリューション

3 . 1 　VPP ソリューションの全体像
VPPとは分散設置された需要家設備（リソース）を，
ICT（Information and Communication Technology）
を活用してあたかも一つの発電所のように制御する技術で
ある。富士電機は大型蓄電池が今後最も重要な VPPのエ
ネルギーリソースと位置付け，上位となるリソースアグ
リゲータ（RA）システムとリソース側システムを開発し，
プラットフォームとして提供することを狙っている。この
技術を使って，系統運用者などに表4に示す 5 種類のサー
ビスを提供するビジネスを検討している。

3 . 2 　需要家側大型蓄電池活用への取組み
富士電機は，2016 年度に開始された経済産業省“需要

家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラ
ント構築実証事業”において，関西電力が統括する“関西
VPPプロジェクト”に参加し，機能開発と実証を続けて

＊JIT：Just-In-Time
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いる。
⑴　大型蓄電池RAシステムの構成
システム構成を図5，各構成機器の役割を表5に示

す。富士電機は，大型蓄電池 RAサーバ，OpenADR ‒ 
MODBUS

〈注 3〉

変換ゲートウェイ（GW），VPP 対応蓄電池シ
ステムおよび VPP対応コントローラを開発している。

⒜　大型蓄電池RAサーバ
RAサーバは，上位アグリゲーションコーディネータ

（ACサーバ）から受信するデマンドレスポンス（DR）
を複数需要家に設置された大型蓄電池へ最適配分する処
理と，各リソースを一つに束ねて ACサーバに見せる実
績集計とを行う。蓄電池は充電と放電の双方向に瞬時
に制御できる利便性がある反面，蓄電池容量と充電状態
に応じて充放電時間が制限される。そのため DRの配分
は各リソースの状態を監視して時間帯ごとの DRへの協
力可能容量を推定することが重要である。これを正確に
行うために RAサーバでは各需要家の時間帯ごとの消費
電力量を予測し，DRの基準値を決め，蓄電池の SOC
（State Of Charge）推移を計画し，協力可能容量を推
定している。ここで使用する需要予測は，富士電機がス
マートコミュニティ実証や需給管理システムなどフィー
ルドで改良した JIT 予測

⑶

を使用している。
さらに，制御精度を向上するために，需要家設置の太

陽光発電予測機能
⑷

を実装した。通常，需要家の需要は受
電電力量で管理される。需要家が設置した太陽光発電は
需要側に含まれるため，需要予測の誤差を増大させる原
因になる。本システムでは，需要家が設置した太陽光発
電の発電電力量を予測し，需要予測精度および制御精度
を向上させている。
⒝　OpenADR-MODBUS変換ゲートウェイ
RAサーバとリソースの間は経済産業省のガイドラ
インに準拠して OpenADRプロトコルで接続している。
しかし，OpenADRでは暗号化および電子証明による
相互認証などが必要である。そのため，リソース側に制
御コントローラしかない場合，OpenADRを直接受け
ることが難しい。そこで，容易に RAサーバと接続でき
るようにOpenADRをMODBUS/TCPに変換する GW
を開発した。本ゲートウェイにより，蓄電池リソースを
VPPに参加させるハードルを大幅に下げ，VPPに参加
するリソース群の増加が望めるようになった。
⒞　VPP対応蓄電池システム
VPPに対応するために，平常時はピークカットなど
の目的に沿って運転し，充放電可能量などを管理する。
DR発動時は各種制約を考慮しながら，予測機能などに
より高度な充放電制御を行い，電力系統との連系点を
DR値に合わせる精度の高い監視制御を行う。これらは，
一般的には EMS（エネルギーマネジメントシステム：
Energy Management System）とコントローラが必要

表 4　VPP を活用したサービス

サービス
項　目

ピークカット
省エネルギー

再生可能エネルギー
出力抑制回避 デマンドレスポンス 計画値同時同量 電力系統調整力

目　的 電力コスト低減 再生可能エネルギー
抑制回避の調整力

BG供給力ひっ迫時の
調整力

BGインバランス抑制の
調整力

電力系統需給ひっ迫時の
調整力

サービス提供先 需要家 再生可能エネルギー事業者 小売電気事業者 小売電気事業者 系統運用者

制御内容 需要増・減 需要増 需要減 需要増・減 需要増・減

制御周期 30分 30分 30分 30分 1～ 30分

：富士電機開発担当

＊1  AC：Aggregation Coordinator
＊2  RA：Resource Aggregator

産業用蓄電池
システム

EMS

基本構成

産業用蓄電池
システム

リソースが
OpenADRを
受けられない場合

産業用蓄電池
システム

ゲートウェイ VPP対応
コントローラ

インターネット

リソースが
VPP動作
できない場合

MODBUS/
TCP

VPP 対応
蓄電池システム
富士電機

蓄電池システム

OpenADR

大型蓄電池
RA*2 サーバ

AC*1
サーバ

OpenADR

家庭用
蓄電池
RA サーバ

電気
自動車
RAサーバ

MODBUS
など

図 5　大型蓄電池 RAシステムのシステム構成

表 5　大型蓄電池 RAシステムの機能分担表

構成機器 役　割

アグリゲーション
コーディネータ（AC）

○  サービス提供者との接続とDRの受信（需
給調整）

○  DR発動とRAへのDR配分
○  全RAの実績集計

大型蓄電池
RAサーバ

○  需要予測，太陽光発電予測
○  DR協力可能容量計算
○  各リソースへのDR配分
○  配下リソースの実績集計

ゲートウェイ（GW） ○  OpenADR-MODBUS/TCP変換

VPP対応
蓄電池システム

○  ピークカットなどローカル制御
○  DRに沿った充放電制御
○  運転計画策定・通知
○  RAサーバ連係機能

VPP対応コントローラ ○  VPP対応蓄電池システムと同等な機能
○  従来の蓄電池システムとのインタフェース

〈注 3〉  MODBUS：Schneider Automation，Inc. の商標または登

録商標
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である。富士電機は EMS機能を持ったコントローラを
開発し，RAサーバと機能分担して通信することでこれ
らの機能を実現した。これを標準パッケージ化し，VPP
対応蓄電池システムとして商品化した。
⒟　VPP対応コントローラ
VPPで要求される高度な機能を持たない蓄電池シス
テムに対しては，富士電機の VPP 対応蓄電池システム
と同等の機能を実現できる VPP 対応ロジックおよび従
来の蓄電池システムとのインタフェースなどを実装した
コントローラを開発した。

⑵　VPPの課題と対応
需要変動が大きいリソースが多い，あるいは需要予測精

度が悪化した場合，電力を目標値内に制御することが難し
くなる。これに対し，予測精度向上とともにリソース群全
体でフィードバック制御を行えるように改善を進める。
また，各リソースの需給調整への貢献度の評価指標を，
今後開設される需給調整市場などを参考にして VPP 実証
事業の中で検討していく。

3 . 3 　  需給管理システムと組み合わせた新電力向けVPP ソ
リューション

新電力向け VPPソリューションを図6に示す。このソ
リューションは，新電力の小売部門がインバランス費用を
極小化するために，需要家エネルギーマネジメントサービ
スを通じて蓄電池を活用して自社の需要家の需要抑制を行
うものである。なお，需要家側は貢献度に応じて貢献費用
を享受する。需要予測より需要実績が大きくなる不足イン
バランスの増大が見込まれる際，大型蓄電池RAシステム
は需給管理システムからの需要抑制依頼を受信し，需要家

側に設置された蓄電池を制御してインバランスを抑制する。
なお，平常時は需要家向けサービスであるピークカットや
省エネルギーサービスとして使用し，マルチサービスを実
現することにより蓄電池導入効果の向上を図る。

4　あとがき

需給管理システムとVPPソリューションについて述べた。
電力システム改革は，ベースロード市場，需給調整市場，
容量市場などの新しい電力市場の開設を計画している。ま
た， 環境負荷の軽減を要求する「エネルギー供給事業者に
よる非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の
有効な利用の促進に関する法律」（エネルギー供給構造高
度化法）も電気事業者の事業方針に影響を与えており，外
部環境は絶え間なく変化していく。
この変化に対して，電気事業者の利益を最大化するサー

ビスの検討と創出を継続していく所存である。
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図 6　需給管理システムと組み合わせた新電力向けVPPソリューション
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