
富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

176（4）

1　まえがき

近年，中国，インドなど新興国の急速な工業化や人口増
加に伴い，原油や天然ガスなどの一次エネルギーの需要が

大幅に増加し，価格の高騰や供給の不安定化が問題となっ

てきている。一方で日本や欧米の先進国では，電気自動車
の普及，太陽光発電や風力発電などの利用拡大に加え，電
力グリッドを情報技術と融合させ，電力の供給能力や利用
効率を格段に高める“スマートグリッド”技術を国際競争
力強化の戦略上の柱とする傾向にある。

需要家に分散型電源や蓄電システムが普及し電力グリッ

ドに連系されることにより，電力の流れは電力会社の発電
所から需要家への一方通行ではなく，双方向，あるいは需
要家相互に融通されることとなる。電力グリッド自体に電
力の最適な需給制御を行う機能を持たせたものがスマート

グリッドである。

また，スマートグリッドでは，グリッドが地域レベルで

分散されており，太陽光発電，風力発電，バイオマス発電
などの地域リソースを利用した分散型電源を大量に導入す

ることができ，地域のエネルギーの自給比率を大幅に高め

ることが可能となる。そのため，震災などの広域災害時に

エネルギーインフラがダメージを受けるリスクが分散さ

れるとともに，多様な地産エネルギーにより，地域の重要
拠点などへのエネルギー供給を迅速に復旧できるというメ

リットも考えられる。

さらに，このスマートグリッドの概念を包含し，面的な

エネルギーの利用拡大や，高い省エネルギー（省エネ）性
能を持つ建物，高効率な交通システム，および安定で安全
な水供給システムなどにより，低炭素で利便性の高い都市
インフラを実現する“スマートコミュニティ”構想の下，

具体的な新都市開発や都市再生プロジェクトが計画，展開

されている。

このスマートコミュニティに関わるプロジェクトには，

IT 企業も積極的に参入している。また，各国のエネルギー

政策や成長戦略にも関わるため，世界的な動きへと拡大し

ている。

わが国では，既に 1980 年代から国や電気事業者主導の

下，電力供給信頼度の向上や再生可能エネルギーの拡大時
における各種対策技術の開発など，電力グリッドの高度化
のための各種の取組みが進められてきた

⑴

。さらに，昨今の

世界的な動向に対応して，海外へのエネルギーインフラ輸
出をターゲット

⑵

としたスマートコミュニティ国内実証事業
や，新興国での都市インフラ構築事業調査など各種の国プ

ロジェクトが推進されている。

富士電機は，これまで主に国内電力会社との共同開発に

より，配電系統自動化システム
⑶

や電力量計の遠隔検針シス

テムの開発に取り組み，電力グリッドの運用高度化に関わ

る製品や技術，ノウハウを蓄積してきた。また，2003 年
度から 5 年間実施された独立行政法人	新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）の“新エネルギー等地域集
中実証研究”に参加し，太陽光，風力，バイオマスなどの

再生可能エネルギーが主体の地域グリッド内でエネルギー

需給をバランスさせる“マイクログリッド制御技術”を開
発，評価した実績がある

⑷

。

現在，富士電機はこれまで蓄積した電力グリッド高度化
技術と，需要家の省エネや交通，水環境などの社会システ

ム技術とを融合させ，スマートコミュニティに関連する国
の実証プロジェクトや調査事業に参加するとともに，社内
の各分野のリソースを統合してスマートコミュニティ製
品・技術の開発やラインアップの拡充を進めている。

本特集では，これらの実証プロジェクトへの対応，ス

マートコミュニティ実現に向けた電力グリッド高度化や需
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要家のエネルギー利用高度化に関する製品の開発，および

その要素技術確立の取組みについて報告する。

本稿では，富士電機が考えるスマートコミュニティとそ

の課題，および富士電機のスマートコミュニティにおける

技術，製品の体系について述べる。詳細は，本稿に続く各
論文を参照いただきたい。

		

  2　スマートコミュニティに向けた動き
		

  ₂.₁　太陽光発電や風力発電の大量導入とスマートグリッド

		低炭素社会の実現に向け，太陽光発電や風力発電の導入
拡大が世界的に進められている。

これらの不安定なエネルギーは，へき地などにおける小
規模な電源供給用途を除き，電力グリッドに直接接続され

ることとなる。一般に，太陽光発電，風力発電の大量導入
によって，電力グリッドの供給容量のおよそ 10%を超え

ると，電力グリッドの周波数や電圧が不安定になるなど電
力品質上の問題

⑸

が発生するといわれている。また，電力グ

リッドの負荷パターンによっては余剰電力が発生し，電力
グリッドの保護制御機能に影響するケースも予想できる。

		しかし，太陽光発電や風力発電の変動補償対策として電
力グリッド側で大規模な設備増強を行うことは，その設備
稼動率の観点から必ずしも効率的とはいえない。このため，

需要家と電力グリッドを情報技術により有機的に連携させ，

需要家設備制御（需要家グリッド）と大規模電力グリッド

制御を協調して運用する必要がある。スマートグリッドは

それを実現するものであり，太陽光発電や風力発電を大量
に導入した際の問題に対する解決手段といえる。

		図1に，富士電機が想定する太陽光・風力発電の拡大と

設備投資トレンドの相関を示す
⑹

。世界的な太陽光・風力発
電の普及計画に対し，2012 年以降“需要家グリッド”の

ニーズが拡大し，2017 年以降スマートグリッドが普及す

ると考えている。また，こうした設備投資と同期して高度
な都市機能を持つスマートコミュニティも拡大するものと

考える。

		

  ₂.₂　スマートグリッドからスマートコミュニティへ

		アジア，アフリカにおいて，今後人口が急激に増加する

と予想されている。これらの地域では，インドや中国など

の新興国を中心に工業化が急速に進んでおり，工業団地や

新都市の開発と，それに伴うエネルギー供給や水供給，交
通・物流などの社会インフラ構築に多額の投資が行われる。

		日本や欧州，米国などの先進国では，エネルギー需要は

ほぼ横ばいで，長期的には人口の減少や製造拠点の海外移
転などにより下降していくケースも想定される。		これらの

国では，経済成長期に整備されたエネルギー基盤が再開発
により順次スマートグリッドに更新される形でインフラ投
資が行われると想定される。

		図₂に，“新都市型”および“再生都市型”エネルギー
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インフラのポートフォリオを示す
⑺

。

		現在，全世界で 300 以上の新都市開発や都市再生プロ

ジェクトが推進されている。ここでは，電力グリッドのス

マート化のみに限らず，水供給や交通・物流とエネルギー

が融合した環境調和型の都市空間づくり，すなわちスマー

トコミュニティ・エコシティ（生態城）へコンセプトが拡
張されている

⑻

（図₃）。

		スマートコミュニティのあり方は，その国のエネルギー

政策や，エネルギー安全保障など，抱える課題により定義
はさまざまである。

		中東のエコシティプロジェクトでは，再生可能エネル

ギーだけで全体の電力を賄う，世界初のカーボンニュート

ラル，かつ廃棄物ゼロの環境調和都市の構築を目指してい

る。また，中国においては 13 件の国家級のエコシティプ

ロジェクトが推進されており，再生可能エネルギー比率
30%以上，生活ゴミの無害化処理率 70%以上，汚水再生
利用率 30%以上など 32 項目にわたる指標が掲げられてい

る。

		

  3　富士電機のスマートコミュニティへの取組み
		

  ₃.₁　富士電機の事業領域

		スマートコミュニティにおける主要な市場は，新興国に

おける新都市開発プロジェクトや，先進国における都市再
生である。ここで求められるのは，個別の要素技術の提供
ではなく，エネルギーインフラとしてエネルギー供給，エ

ネルギー流通，および需要家サイドでの効率的なエネル

ギー消費（需要家グリッド）までの一連のエネルギーサプ

ライチェーンをワンストップで構築し，運用する事業ス

キームである。これに加え，水供給や廃棄物処理，交通・

物流など総合的な社会システムデベロッパーとしての機能
も求められている。

		図₄にスマートコミュニティにおいて富士電機が取り

組む事業領域を示す。富士電機は，高性能なパワー半導体
により“エネルギーを自在に制御する技術［パワーエレク

トロニクス（パワエレ）］”をコア技術として，スマートコ

ミュニティのエネルギー供給から需要家グリッドまでの商
品をラインアップしている。これらの商品を，共通の情報
連携の仕組みである統合エネルギーマネジメントシステム

（EMS）プラットフォームにより統合運用することを目指
している。

		
  ₃.₂　エネルギー供給サイドの製品

		富士電機は，大規模な火力発電や水力発電，地熱（フ

ラッシュ）発電に関わるプラント技術を持っている。さら

に，低温の地熱が利用できるバイナリー発電や，軽量・フ

レキシブルなアモルファス太陽電池，業務用りん酸形燃料
電池などの特色あるエネルギー供給サイドの製品を提供し

ている。また，これらを電力グリッドに安全に接続する受
変電・保護システムや，太陽光発電・風力発電の電力変動
を平準化して電力グリッドに供給する電力安定化装置など

の製品をラインアップしている。

		
  ₃.₃　流通および需要サイドの製品

		図₅に富士電機の考えるスマートコミュニティの構造を

示す。

		富士電機では，“スマートコミュニティ”を，スマート

グリッド，交通システムおよび上下水ユーティリティな

どを包含した社会インフラと位置付けている。そして，ス

マートグリッドの構造を，コアコンポーネントである“パ

ワーデバイス”を第 1階層とし，電力変換や動力制御を行
う“パワーエレクトロニクス機器”“需要家グリッド”，地
域グリッドと位置付けられる“マイクログリッド”，およ

びエネルギーインフラとしての“スマートグリッド”の 5
階層に分類した。これらの階層間ではエネルギーと情報が

双方向に流通し，スマートグリッドやスマートコミュニ

ティにおける最適なエネルギー運用を実現する。

		⑴　パワーデバイスとパワエレ機器
		富士電機では，世界的にシェアの高い無停電電源装置

（UPS）や，直流大電流電源のほかに，電気自動車のパ

供給サイド（創エネルギー）
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ワートレインや輸送・搬送システムなど各分野にパワエレ

機器を供給している。また，富士電機独自の逆阻止 IGBT
（RB-IGBT：Reverse	Blocking	IGBT）を採用した新 3レ
ベル変換回路

⑼

を開発し，従来に比べて 30〜 40%の損失低
減を達成した。

		太陽光発電システムのパワーコンディショナ，再生可能
エネルギーの余剰電力を有効活用する電力貯蔵システム，

電力グリッドの電圧を適正に維持する無効電力補償装置や

電圧調整器など，スマートコミュニティにおけるパワエレ

の適用分野は広範である。

		⑵　需要家グリッド

		スマートコミュニティの要となるのは家庭や産業，交通
分野など需要家の省エネと考える。

		富士電機では，工場やビルの需要家を対象に，EMSを
導入し，エネルギーの見える化，分析評価および設備の全
体最適運用を展開している。また，パワエレ機器の導入に

よる省エネ対策をトータルに提供するソリューションであ

る“グリーンナビゲーション”も展開している。

		このほか，サーバの高集積化に伴いエネルギー需要密度
の増加が進んでいるインターネットデータセンター（IDC）
を対象に，超高効率無停電電源装置と局所空調システムを

中心としたグリーン IDCソリューションを提供している。

さらに，コンビニエンスストア・流通業界を対象に，省エ

ネ店舗をワンストップで構築する統合ソリューションも提
供している。

		スマートグリッドでは，これらの EMSと上位の地域
EMSが同一の情報プラットフォーム上で階層的に連携す

る。

		家庭などの小規模な需要家には“スマートメータ”によ

り，上位の EMSや電力事業者との双方向の連携を実現す

る。スマートメータは，電力消費量を積算する現在の計量
機能に加え，上位の EMSとの情報を常にやりとりする情
報表示端末を持ち，電気事業者の電力需給状況により電力
の売買価格を変え，需要家の負荷制御を誘導するデマンド

レスポンス機能を実装する。

		⑶　マイクログリッド

		国内外で離島を対象としたマイクログリッドの導入・評
価プロジェクトが数多く計画・実施されている。

		離島における電力供給は，現在，ディーゼル発電による

ものが多数を占め，燃料輸送に伴う発電コスト高の解消と，

環境負荷の低減が課題である。離島マイクログリッド実証
では，太陽光発電や風力発電システムなどの再生可能エネ

ルギーを大量導入した際に発生する需給アンバランスや電
力グリッドの電力品質維持を，既設のディーゼル発電と蓄
電システムの協調運転により解消することを目的としてい

る。

		富士電機では，九州，沖縄地区の離島に計 9システムの

マイクログリッド実証システムを 2009 年度に納入してい

る。

⑷　			スマートグリッド

富士電機では，2010 年度より経済産業省“次世代エネ

ルギー・社会システム実証事業”に参加し，地域エネル

ギーマネジメントシステム（CEMS）	の開発，実証に取り

組んでいる。

図₆に取り組んでいる地域エネルギーマネジメントの特
徴を示す。本実証では，新興国での新都市エネルギーイン

フラ輸出をターゲットに，再生可能エネルギーや地域の産
業リソースの活用，連系する大規模電力グリッドへの貢献，

およびそれらの有用性や事業性の評価を実施する。また，

地域の需要家がエネルギーの需給運用に貢献するためのデ

マンドレスポンスや，各種インセンティブの評価などの先
導的な研究も計画している。

		さらに，2009 年度より，NEDOの“スマートパワー

ネットワーク研究”において，次世代の配電系統の構成機
器や配電系統制御システムの開発，実証に取り組んでいる。

		⑸　国際標準化戦略
		スマートグリッド，スマートコミュニティに関わる国際
標準化の活動は，欧州と米国が若干先行している状況であ

る。国内で保有する差別化技術をグローバルに展開するう

えで国際標準化戦略が重要な要素となる。富士電機では関
連するパワエレ，スマートメータ，EMS 分野を中心に経
済産業省・NEDOのスマートコミュニティアライアンス

をはじめとした各種標準化活動への参画を強化している。

		

  4　今後の課題
		
		スマートコミュニティは，社会インフラ事業であり，海
外の新都市開発や都市再生プロジェクトの中に主要な市場
が存在する。コンポーネント・システム製品のサプライ

ヤーとしての富士電機が当該事業を展開するためには，次
の課題が考えられる。

		
  ₄.₁　EPC（Engineering Procurement Construction）

　　  スキル

		スマートコミュニティ事業は，特にインフラ輸出の場合，

計画から構築，運用までをトータルに提供する事業スキー

ムの構築が必要とされる。したがって，事業体制としては，

システムサプライヤー，デベロッパー，エンジニアリング

™電力品質マネジメント
™新エネ出力安定化
™系統連系保護装置

™ビル・家庭のエネルギー
　マネジメントシステム
™スマートメータリング
™デマンドレスポンス

地域エネルギー
マネジメントシステム

（ＣＥＭＳ）

大規模電力系統

バイオマス

風力

需要家

太陽光

燃料電池

排熱利用発電

蓄電システム

大規模系統との協調連系

需要家の参加

再生可能エネルギーの活用

図₆　地域エネルギーマネジメントの特徴
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会社，工事業者，運用・メンテナンス業者，ファイナンス

などの共同体を国内企業，および地元企業で構築し推進す

るケースが多くなるものと考える。

この共同体の中で，富士電機が主要な役割を担うために

は，グループ会社のリソースを集結し，エネルギーインフ

ラのエンジニアリング，調達，構築までをワンストップで

提供できる“EPCスキル”を強化することが重要である。

₄.₂　社会インフラ構築における安全・安心

スマートコミュニティ事業は，エネルギーインフラに加
え，上下水道や廃棄物処理，交通システムなどの社会イン

フラを都市全体として効率的に運用するとともに，万一の

災害時には，都市機能のライフラインとしての強固さや，

本質的な安全・安心の作り込みのノウハウが必要となる。

富士電機では，電力流通設備や，大規模プラントの保護，

制御の技術やノウハウを保有しており，これらの安全・安
心技術もスマートコミュニティ製品における重要な差別化
アイテムとして位置付けている。

5　あとがき

スマートコミュニティは，まだ計画，実証段階にあるも

のがほとんどである。今後の太陽電池の普及や電気自動車
の普及と並行して，スマートグリッド構築，運用コストも

大規模電力グリッド相当になり，スマートグリッド市場も

本格的に立ち上がってくるものと予想される。

富士電機では，安全・安心かつ低炭素なエネルギーイン

フラの提供に向け，関係各位のご指導，ご協力を賜り，さ

らなる技術の革新に努める所存である。
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