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1　まえがき

低炭素社会を実現するために，再生可能エネルギーや

電気自動車（EV），省エネルギー（省エネ）住宅，ゼロエ

ミッションビル，工場での高効率機器の導入が広く検討さ

れている。最近は，これらの省エネ，創エネルギー機器を

単体で導入するだけでなく，スマートメータに代表される

双方向の通信機能を活用し，地域全体でエネルギーを有効
に活用することを狙いとした取組みが注目されている。

国内では，電気事業者や再生可能エネルギーの発電者，

需要家を含む地域全体を対象とした最適なエネルギーマネ

ジメント，電気エネルギーのみならず，熱やガス，水環境
の有効利用，生活者のライフスタイルの変革を含めた環境
調和型の都市空間作りの実証事業を推進中である。海外で

も，都市や工業団地の電力，熱，ガス，水環境，交通など

のインフラ整備事業が活発化している。

富士電機は，国内の次世代エネルギー・社会システム，

すなわち環境調和型都市であるスマートコミュニティの実
証事業に参画するとともに，海外のスマートコミュニティ

の調査事業にも積極的に取り組んでいる。

2　次世代エネルギー・社会システム

スマートグリッドとスマートコミュニティの定義を述べ，

次世代エネルギー・社会システムについて国の取組みと実
証事業，さらに富士電機の実証事業への参画を概説する。

₂.₁　定　義

⑴　スマートグリッド

再生可能エネルギーの大量導入に伴う電力品質の課題を

解決するために，電力を制御する情報ネットワークを整備

し，リアルタイムにエネルギーの需給調整を行うのがス

マートグリッドである。これにより，次の点が実現できる
⑴，⑵

。

⒜　電力の安定運用を確保し大規模停電リスクの低減
⒝　省エネやエネルギーの有効活用を需要家と一体化し

て推進
⒞　電力設備維持管理の高度化

⑵　スマートコミュニティ

低炭素化はもとより，住民の利便性の向上や都市の再生
を図っていく新たな“まちづくり”がスマートコミュニ

ティである。スマートコミュニティは，スマートグリッド

などの最新技術を活用して構築される次世代型の地域コ

ミュニティである。エネルギーの有効活用のほか，再生可
能エネルギーの導入，交通システムの刷新，快適性向上と

省エネを両立した生活空間作りなどで形成され，これらを

結ぶ情報ネットワークが重要な役割を担う
⑶

。

₂.₂　富士電機の描く次世代エネルギー・社会システム

富士電機は，対象地域の電力安定化と省エネ・低炭素化
を地域分散型で実現し，送電系統に影響を与えることのな

い次世代エネルギー・社会システムの構築を目指している。

次世代エネルギー・社会システムでは，太陽光発電の大量
導入による電圧上昇，スマートメータを活用した直接・間
接負荷制御による省エネ，熱やガスなどの相互融通などを

地域全体で取り組み，エネルギーに関する課題を地域内で

解決することを目的とする。

図₁に富士電機の描く地域分散型の次世代エネルギー・

社会システムの考え方を示す。この考えが後述する ｢富士
スマートネットワークシステム｣ の基本となり，スマート

グリッドやスマートコミュニティに応用される。

次世代エネルギー・社会システムへの取組み
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Fuji Electric’s Efforts Involving Next-generation Energy and Social Systems

富士電機は，次世代エネルギー・社会システムとして「富士スマートネットワークシステム」を実現するために，対象地
域の電力安定化と省エネルギー・低炭素化を地域分散型で実現し，送電系統に影響を与えることのないシステムの構築を目
指している。太陽光発電の大量導入による電圧上昇，スマートメータを活用した直接・間接負荷制御による省エネルギー，

熱やガスなどの相互融通などを地域全体で取り組み，エネルギーに関する課題を地域内で解決することを目的としたシステ

ムである。国内では北九州市やけいはんな学研都市に参画し，海外では NEDO からの委託を受け基礎調査を進めている。

In order to realize the “Fuji Smart Network System” as a next-generation energy and social systems, Fuji Electric aims to realize power 
stabilization, energy savings and reduced carbon usage in the intended area by employing regional distribution, and to construct a system 
that does not affect power transmission systems. By addressing energy-related problems such as voltage rises due to the introduction of large 
amounts of solar power, the use of direct and indirect load control using smart meters to realize energy savings, the mutual interchange of 
heat and gas, and the like for an entire region, the system aims to solve energy-related problems within that region. Fuji Electric is participat-
ing in planning for Kitakyushu and Keihanna Science City in Japan, and having been commissioned by NEDO, is advancing a basic survey for 
overseas.
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₂.₃　国の取組みと実証事業

国の取組みとしては，太陽光発電を中心とする再生可
能エネルギーの大量導入（2020 年太陽光発電 2,800 万 kW，

風力発電 490 万 kW 目標），スマートメータ（2020 年全戸
導入目標）を活用した双方向通信による直接・間接の負荷
制御，電気自動車に代表される蓄電池技術の応用と，ここ

で得られる新しい技術を核とした海外向けのインフラ輸出
の支援が挙げられる

⑷，⑸

。2010 年 6 月，これらの技術の実証
を目的に“地域エネルギーマネジメントシステム開発事業
と蓄電複合システム化技術開発プロジェクト”の公募が行
われ，北九州市，けいはんな学研都市，横浜市，豊田市に

おいて 2010 年から 5 年間にわたり次世代エネルギー・社
会システムの実証事業をすることが決定された

⑹

。

₂.₄　富士電機の実証事業への参画

富士電機は，実証事業プロジェクトへの協力・提案を通
し，国や自治体の描く将来ビジョンを共有し，国内はもと

よりグローバルな展開を進めている。

富士電機の参画した最近の主立った実証事業プロジェク

トを次に示す。

⑴　スマートグリッド関連の実証事業プロジェクト

⒜　九州・沖縄離島マイクログリッド実証システム

（2009）
⒝　次世代送配電系統最適制御技術実証事業（2010）

次世代配電自動化システムの集中方式による電圧制御
⒞　米国ニューメキシコ州日米スマートグリッド実証事

業商業ビル用燃料電池システム（2010）
⒟　負荷平準化機器導入効果実証事業（2011）
スマートメータを活用した間接・直接負荷制御

⑵　スマートコミュニティ関連の実証事業プロジェクト

⒜　次世代エネルギー・社会システム実証（2010）
①　北九州市
　™  地域エネルギーマネジメントシステム開発事業
　™  蓄電複合システム化技術開発プロジェクト

②　けいはんな学研都市
　™  蓄電複合システム化技術開発プロジェクト

⒝　インドネシア共和国ジャワ島における工業団地への

スマートコミュニティ技術導入可能性に関する調査
（2010）

3　富士電機の取組み

次世代エネルギー・社会システムを捉えるには対象規模，

電力品質，エネルギー管理および地産地消の四つの視点が

必要である。それを踏まえて，低炭素化と電力安定化に貢
献する富士電機の技術を示す。そして，それらの技術を適
用する国内外の実証事業について紹介する。

₃.1　四つの視点と対応技術

富士電機は，長年にわたり次世代エネルギー・社会シス

テムに関連する技術の開発と提供に携わってきた。例えば，

配電自動化システム，系統制御システム，エネルギーマ

ネジメントシステム（EMS），分散型電源，同時同量制御，

電力品質安定化，電力量計測器，配電機器，インバータ・

コンバータとその応用であるパワーコンディショナ（PCS）
などがある。

最近の国内，および海外で要求される社会インフラ関連
事業は，エネルギー供給から需要家に至るエネルギーサプ

ライチェーン全般の管理や，監視制御に基づく効率化，最
適化に加え，これを支える情報ネットワークが重要な要素
となっている。

富士電機は，次世代エネルギー・社会システムを次の四
つの視点で捉えている。

⒜　対象
規模はさまざまであるが，コンパクトシティやコンビ

ナート，工業団地，離島，無電化地区を対象地域として

捉える。

⒝　電力品質
送電系統に影響を与えないために，対象地域に導入さ

れる分散型電源による電圧変動や周波数変動を対象地域
内で吸収し，電力の安定を図る。

⒞　エネルギー管理
需要家である住宅，充電スタンド，店舗，商業ビル，

工場において電力や熱のエネルギーを有効活用するとと

もに，情報ネットワークを活用しフィールド情報をリア

ルタイムに収集することで，地域内のエネルギーを相互
に活用できるようにする。
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図₁　富士電機の地域分散型の次世代エネルギー・社会システム
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⒟　地産地消
対象地域のエネルギー制御は，送電系統や地域のコー

ジェネレーションシステム，分散型電源システムなどと

連携し地産地消を目的に行われる。

この四つの視点に基づいて次世代エネルギー・社会シス

テムに活用される富士電機の技術を低炭素化と電力安定化
に分類し以下に示す

⑺

。

⑴　低炭素化への対応技術
⒜　対象地域全体のエネルギーを管理する地域エネル

ギーマネジメントシステム（CEMS）
⒝　 需 要 家を対 象とした店 舗，ビル，工 場 向けエ

ネルギーマネジメントシステム（REMS，BEMS，
FEMS）

⒞　需要家の電力使用量把握や停止停解，ガイダンス表
示・応答入力機能を備えたスマートメータおよび多段
中継無線技術

⒟　分散型電源として軽量で曲がる薄型太陽電池，事業
用 100 kW りん酸形燃料電池，低落差で発電可能なマ

イクロチューブラ水車，低温熱エネルギーを効率的に

電気エネルギーに変換するバイナリー地熱発電に関す

る技術
⑵　電力安定化への対応技術

⒜　事故点の検出や復旧に加え，潮流監視や電圧，周波
数調整機能を備えた次世代配電システム技術

⒝　グリッド内の電力制御機器として高効率パワーコン

ディショナ（PCS），地域設置蓄電池からの充放電制
御による電力安定化装置に関する技術

⒞　グリッド内の電力品質の安定を目的とした配電機
器として負荷時タップ切換変圧器（LRT），IT 開閉器，

無効電力保償装置（SVC），自動電圧調整器（SVR），

無停電電源装置（UPS）に関する技術
⒟　離島のように閉じたグリッド内でエネルギー需給の

最適制御を高速に行うマイクログリッド技術，同時同
量制御技術

これらの技術の関連を，富士スマートネットワークシス

テムの全体図として図₂に示す。

富士電機は，富士スマートネットワークシステムを実
現するために必要な製品や技術を開発し，国内外の実証
フィールドで検証を行っている。これらの成果をコンパク

トな“電力を中心とした社会インフラパッケージ”にまと

め，①環境調和型都市・スマートコミュニティ，②エネル

ギー集積度の高いコンビナート・工業団地，③エネルギー

集積度の低い離島・無電化地区への適用を進めている。

₃.₂　国内実証事業

⑴　次世代エネルギー・社会システム実証事業
⒜　地域エネルギーマネジメント

富士電機は，北九州市における“地域節電所を核とし

た地域エネルギーマネジメントシステムの開発”に参画
し，北九州市東田地区を対象とした低炭素を目指すまち

づくりを進めている。

当該地区は，エネルギー需給の先端的モデル地区で，

日々の生活や事業活動の中において省エネ活動が取り込
まれる地域コミュニティの実現を目指している。

ここで活用される地域全体のエネルギーを制御する低
炭素化への対応技術は，再生可能エネルギーやコージェ

ネレーションシステムとの連携技術，電気自動車への給
電，電気自動車からの放電による電力の活用，地域設置
型蓄電池の活用による電力安定化技術，需要家ごとのエ

ネルギーの見える化，ならびにダイナミックプライシン

工場店舗 商用ビル

太陽光
発電

太陽光
発電

GE 負荷

REMS
BEMS
FEMS

蓄電池

蓄電池
風力
発電

LRT
給電指令所

充電器

SVR

ガス
エンジン

SVC

PCSPCS

INV

INV

PCS

PCS

メガソーラー

ウィンド
ファーム

ＩＴ開閉器

系統監視制御
システム

需要家システム

スマート
メータ

スマートハウス

PCS

電力安定化装置
地域設置蓄電池

地域発電所

水素

熱

熱

地域エネルギー
マネジメントシステム

次世代配電
自動化システム

燃料
電池

燃料
電池

蓄電池

地域マイクログリッド

LBC

LRT：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioner
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS：Factory Energy Management System

エリア型
電力安定化
装置

地域マイクログリッド

UPS

GE

発電所
火力
水力
原子力

PCS

図₂　「富士スマートネットワークシステム」の全体図
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グやエコポイントシステムによる需要抑制策である。実
証事業は，図₃に示すように，対象地域のエネルギー供
給者や需要家を情報ネットワークで結び，地域エネル

ギーマネジメントシステムが電力や熱，水素の計量，運
用計画，需給バランス制御，電力系統連携を行う。この

実証事業の成果は，エネルギー総合管理の点で，今後
海外へ展開する環境調和型のコンパクトシティのモデル

ケースになると期待されている。

本実証事業で開発中の低炭素化へ向けた技術としての

地域エネルギーマネジメントシステムの特徴は，次の 3
点である。

① 　地域のエネルギーマネジメントに必要な総合エネ

ルギーデータをその必要性（高速応答性，頻度な

ど）に応じ，専用線や汎用的な収集手順で収集し一
元管理する。

② 　発電，充放電指令などのリアルタイム性を要する

制御，需要家ごとのエネルギー利用状況の把握，エ

ネルギー需給計画などの業務処理を対象地域の要求
に応じて，複数独立して配置できる。

表₁　地域エネルギーマネジメントシステムの機能項目

地域エネルギーマネジメントシステム

機能
項目

エネルギー需要予測や気象予測，新エネルギー導入時の系統制御
や蓄電池，EVを組合わせた地域全体のエネルギーマネジメント

電力系統との協調運転による安定化

需要家ごとのエネルギー利用状況のリアルタイム把握

需要家負荷制御やダイナミックプライシングのデマンドサイドマ
ネジメント

需要家・エネルギー設備との標準手順による接続

エネルギー使用量，CO2の見える化データの活用による新サービ
スの創出

サービスプロバイダ
他システム
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情報

電気
事業者
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行動分析
など
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図₄　地域エネルギーマネジメントシステムの構成
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図₃　北九州市次世代エネルギー・社会システムの全体図
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③ 　収集した情報を外部のサービスプロバイダに提供
することで新しいサービスの創出を可能とする。

地域エネルギーマネジメントシステムについて，表₁

に主な機能項目を，図₄にシステム構成を示す。

⒝　需要家エネルギーマネジメント

需要家向け次世代エネルギー・社会システムへの対応
について，富士電機は，けいはんな学研都市における

“施設グリッドを対象とするエネルギーコントローラの

開発”に参画し，貸しオフィスやホール，ホテル，レス

トランを含む複合ビルの低炭素化へ向けた技術の実証事
業を進めている。

本実証事業の目的は，次の 2 点である。

① 　複合ビルを一つの閉じたグリッドとして捉え，複
合ビル内に蓄電池や太陽電池，燃料電池，スマート

メータを設置し，蓄電池や燃料電池，ヒートポンプ

を効率的に運用することでビル内の再生可能エネル

ギーや熱をビル内で有効に活用する。

② 　間接負荷制御によりテナントの省エネや低炭素化
活動を推進し，テナントやビル利用者の環境意識を

高め，複合ビル全体のゼロエミッションに貢献する。

けいはんな学研都市全体を対象とする地域エネルギーマ

ネジメントシステムとも情報連携し，指示される需要の目
標値を達成するための制御のあり方について検証を進めて

いる。

需要家エネルギーマネジメントシステムは，コンパクト

なビル用エネルギーコントローラを複合ビルに設置するこ

とで実現される。このコントローラは，複合ビルの蓄電池
や燃料電池などのエネルギー機器を直接制御するとともに

スマートメータを介してテナントの間接負荷制御を行う。

従来の監視や見える化を中心とするビル管理システムと連
携することで，ビル内のエネルギー利用のさらなる効率化
が可能となる。表₂にビル用エネルギーコントローラの

主な機能項目を，図₅にシステム構成を示す。

⑵　次世代送配電系統最適制御技術実証事業
スマートグリッドの技術面での課題には，太陽電池を含

む分散型電源が配電系統に大量に接続された場合の電圧上
昇の抑制がある。この課題に対して富士電機は，長年にわ

たり太陽光発電の電圧抑制に関する均等制御などの開発を

進めてきた。次世代配電自動化システムでは，電圧調整機
器や太陽電池に接続されたパワーコンディショナを中央の

監視制御システムから集中制御することで，この課題の解
決を図る。

配電分野では，分散型電源の大量導入に備え，電圧調整
機器の集中制御機能を備えた次世代配電自動化システムと，

電力安定化機能，無効電力調整機能，電力貯蔵機能を備え

た分散型電源用パワーコンディショナを国内外で活用して

いく。図₆に最適電圧制御技術の全体図を示す。

表₂　ビル用エネルギーコントローラの機能項目

ビル用エネルギーコントローラ

機能項目

蓄電池による負荷平準化（ピークカット，ピークシフト）

蓄電池（電力）とヒートポンプ（熱）の制御運転

需要家内スマートメータによる間接負荷制御

EV運行予定による充電制御

燃料電池の廃熱利用

空調との連動制御

地域エネルギーマネジメントの需要目標値達成

太陽光発電の大量導入に伴う逆潮流により発生する電圧上昇問題を
電圧調整機器や太陽電池（PV）用パワーコンディショナ（PCS）
を最適に集中制御することで解決する

次世代配電自動化システム

系統状態把握（潮流計算・状態推定）
最適制御量算出（最適化手法）
電圧制御機器やPV用PCSを直接制御

低圧負荷

柱上TrLRT

低圧負荷

PCS

低圧負荷

PCS

SVR

SVC

高圧負荷

図₆　最適電圧制御技術の全体図

表₃　工業団地に適用されるスマートグリッド技術

低炭素化 電力安定化

工場

工場エネルギーマネジメント
ピークカット/需要抑制
直接/間接負荷制御
スマートメータによる自動計測
高効率機器への交換
再生可能エネルギー設備
インバータ制御，空調制御
工場内情報ネットワーク

無停電電源装置（UPS）
非常用自家発電設備
無効電力補償装置（SVC）
自動電圧調整器（SVR）
電力用コンデンサ

工業
団地

地域エネルギーマネジメント
ピークカット/需要抑制
直接/間接負荷制御
再生可能エネルギー設備
工業団地内情報ネットワーク

非常用電源設備
電力品質安定化装置
無効電力補償装置（SVC）
自動電圧調整器（SVR）
工業団地内配電自動化システム

複合ビル内でエネルギーの有効活用を行う

地域エネルギーマネジメントシステム

情報ネット
ワーク
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ビル管理
システム

スマート
ＰＣＳ

急速
充電器 空調 燃料

電池
ヒート
ポンプ

蓄電池

需要
目標値

電力系統６.６ｋＶ

複合ビル

太陽光発電 テナント
需要家内
スマート
メータ

表示

ビル用
エネルギー
コントローラ

図₅　�複合ビルを対象とした需要家エネルギーマネジメントシス
テムの構成
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₃.₃　海外実証事業

富士電機と住友商事株式会社，三菱電機株式会社，東電
設計株式会社は，独立行政法人　新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）からの委託を受けて，エネルギー

集積度が高く，省エネ，低炭素化の改善効果が見込まれる

東南アジアの工業団地を対象として，スマートグリッド技
術の活用による電力インフラ輸出の基礎調査を進めている。

東南アジアの工業団地には日系企業が積極的に進出してお

り以下の特徴がある。

⒜　安定的な生産をするために日本と同等の電力品質レ

ベルが求められていること

⒝　日本と比較して，工場のエネルギーマネジメントに

は省エネ，低炭素化の改善の余地が多くあること

⒞　工業団地の電力契約量は一つの配電用変電所が管理
する電力量に相当し，地域エネルギーマネジメントの

対象地区と規模的に類似していること

これらの 3 点の特徴から，次世代エネルギー・社会シス

テム実証事業で開発を進めているスマートグリッド技術の

うち，表₃に示す低炭素化，電力安定化に向けた技術は，

東南アジアの工業団地に適用できると考えている。

富士電機は，東南アジアの工業団地の低炭素化や電力安
定化に向けて，これらのスマートグリッド技術を適用する

ことで，工業団地の電力インフラを構築する考えである。 
図₇に，スマートグリッド技術を工業団地に適用した場

合のシステムモデルを示す。これは，工業団地全体を地域
エネルギーマネジメント相当の対象地区とし，工業団地全
体で電力の安定化とエネルギーマネジメントシステムによ

る省エネ，ピークカットを実施するものである。主な技術

は次の 2 点である。

⒜　工業団地に設置し，複数工場に高品質電源を供給す

る“電力品質安定化装置”

⒝　工場の需要抑制やエネルギーマネジメントをセン

ターで集中管理する“工業団地 EMS”

4　今後の展開

3章に記載した現在進行中の実証事業は全て富士スマー

トネットワークシステムの構成要素であり，国内外での実
証事業の成果を生かすことで初めてこのシステムが完成す

る。これにより，需要家や地域を対象とした，低炭素化と

電力安定化を目的とした次世代エネルギー・社会システム

の集大成がなされる。

富士電機は，これを国内においては，省エネや電気・熱
エネルギーの有効活用が求められる需要家，ならびにエネ

ルギー特区や新エネルギービジョンを持つ自治体へ展開す

る。電力会社向けには，電力の安定化・高品質化を目的と

して，2020 年の目標（太陽光発電 2,800 万 kW，風力発電
490 万 kW，スマートメータ全戸導入）に向けて次世代配
電自動化システムの導入を進めていく。

海外においては，低炭素化と電力安定化を兼ね備えた

“電力を中心とした社会インフラパッケージ”としてス

マートコミュニティや工業団地，離島，配電分野に展開を

図る。スマートコミュニティのインフラ構築では，エネル

ギーインフラだけでなく，水環境のインフラや充電器の状
態管理などを含む電気自動車向けのインフラ整備，情報イ

ンフラの整備が求められる。富士電機は，長年培ってきた

水処理関連のシステムや店舗システムとも連携し，システ

太陽光発電
（地上設置）

工業団地ＥＭＳ

高品質電源ライン

高品質電源ライン
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自動電圧
調整器

スマート
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電力会社
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工場

工場
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図₇　スマート工業団地のシステムモデル
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ム構築を進めていく。

また，次世代エネルギー・社会システムが対象とする事
業領域は新しいサービス分野であることから，次世代エネ

ルギー・社会システムを保有する事業者やシステムを運用，

保守する事業者の収益性が重要であり，事業可能性調査や

基本計画策定の段階から参画していく考えである。

5　あとがき

今後，多くの世帯に太陽電池やスマートメータが普及し，

低炭素化を目指す分散型電源や高効率機器が奨励され，電
気自動車が広く普及していくことが考えられる。わが国の

近未来社会で活用されるスマートグリッド関連の技術を，

富士電機は多数保有している。スマートグリッドやスマー

トコミュニティに関する社会の要求に対し，次世代エネル

ギー・社会システムの技術開発や実証事業の成果を速やか

に製品化することで，環境調和型の都市や地域の開発，再
生可能エネルギーの大量導入，電気自動車普及のための社
会インフラ構築に貢献していく所存である。
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