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まえがき

2000年３月に電力の小売部分自由化が実施され，電気料

金の低減や，わが国の産業界の国際的競争力向上を目的と

した電力市場の規制緩和が開始された。今回の自由化は，

20 kV 以上で受電する 2,000 kW契約以上の大口需要家が

対象で，全販売電力量の約３割に相当する。2003年以降さ

らにその範囲の見直しが計画されている。

電力各社では，こうした環境変化に対応し，積極的なコ

ストダウンによる高収益施策を打ち出すとともに，情報通

信インフラストラクチャー（インフラ）の拡充整備を進め，

需要家サービス向上による市場の確保を推進している。従

来，電力会社は，地域貢献型の電気供給事業をその本業と

していたが，今後は，総合エネルギー企業としての体制を

整え，よりマーケット指向の多角的なサービスビジネス領

域へと展開していくものと考えられる。

富士電機の電力流通部門においては，これまで，オンラ

イン制御技術や情報伝送技術を核として，SCADA（Su-

pervisory Control And Data Acquisition）や配電自動化

システムなどの，主に電力供給信頼度向上を目的としたコ

ンピュータ制御システムを電力会社に納入していた。しか

しながら今後は，予想される顧客動向，市場構造の変化に

則した新しい電力ビジネスの展開が必要となってくる。

本稿では，自由化後の新しい電力ビジネスに対する富士

電機の取組み例について紹介する。

電力自由化後の市場構造

電力小売部分自由化の実施以降，政府・自治体を中心に

電力入札が行われるようになり，新規参入事業者も誕生し

てきている。内外からのより一層の規制緩和への要求もあ

り，自由化は，その方向性は不透明ながらも，進展するこ

とが予想される。

表１は，自由化後の電力市場構造の変化について，一つ

の予想例を示したものである。

本予想例の分類による主な事業分野の概要とその動向は

以下のとおりである。

電力販売事業

電力会社の電力販売部門に代表される。発電業者から電

力を購入して，需要家に販売するビジネスである。自由化

の進展に伴い，オンサイト分散型電源事業者や需要家サー

ビス事業者との競合の増大が予想される分野である。

オンサイト分散型電源事業

規制緩和やグリーン電力などを背景にオンサイト電源に

よる電力供給市場は拡大が予想される。

電力各社では，グループによる市場の取込みを目的とし，

アライアンスによるオンサイト分散型電源会社の設立に積

極的である。

需要家サービス事業

ESCO（Energy Service Company）に代表される。需

要家のニーズに対応した製品やサービスを提供するビジネ

スである。需要家ニーズの多様化を背景に，規制緩和が進

展することにより市場の拡大が見込まれる。
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表１　自由化後の電力市場構造の変化予想例
（1）�

ビジネスの�
形態�

内　容�
自由化前の�
市場�

自由化後の�
市場�

電力取引市場�
電力の先物・オプション�
売買を行う。�

市場なし�

電力販売事業�
発電事業者から電力を購�
入し，需要家に販売する�
事業�

電力会社の�
販売収入�
（12兆円）�

™電力単価減少�
™他事業者との�
　競合が発生�

™電力需要の数�
　倍の先物市場�

オンサイト�
　分散型電源�
　　　　事業�

コージェネレーションな�
どのオンサイト電源設備�
によるエネルギー供給�
事業�

自家発電用と�
しての市場�

™電力小売市場�
　が一部切り換�
　わる。�

™規制緩和や新�
　技術により拡�
　大�

発 電 事 業 �
卸電気事業者。自由化後�
は電力会社の発電部門も�
加わる。�

電源開発（株），�
日本原子力発�
電（株），公営�
など�

™規制緩和によ�
　りサービスメ�
　ニュー拡大�

蓄熱，温水器�
などの市場�

需要家�
サービス事業�

ESCO など需要家ニー�
ズに対応したサービスを�
行う。�

電力設備�
　　供給事業�

発電・送配電設備の�
納入・保守を行う。�

電力会社の�
設備投資額�
（3.4兆円）�

™当初は設備投�
　資抑制が予想�
　される。�
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富士電機の取組み

図１に，自由化後の電力ビジネス市場をターゲットとし

た，富士電機の電力流通部門での新しい取組みの方向性を

示す。

富士電機では「需要家ソリューション事業」として，以

下の新しい市場に対するビジネスモデルの策定や市場参入

の活動を展開している。

電力会社の総合エネルギー企業に向けての事業展開や，

さまざまな顧客ニーズに対応した需要家サービス事業展

開を新しい市場としたソリューション提供ビジネス

自由化により新たに登場する新規事業者の運用・管理

支援ビジネス

３.１ コンピュータシステム技術の展開

自由化をにらみ，電力各社では電力流通コスト削減のた

め，業務効率の向上および既存設備の延命化や設備利用率

の向上に積極的に取り組んでいる。

富士電機では，こうした電力会社の動向に対応し，富士

電機の分散コンピュータシステム技術をベースとした「情

報共有化システム」による業務効率化や，最適化技術をベー

スとした「系統計画業務支援システム（ロスミニマム）」

による設備増強工事コストの削減などを電力各社に提案し，

システムを納入している。

また，自由化により増加が見込まれるオンサイト分散型

電源会社，特定規模電気事業者（PPS：Power Producer

and Supplier），独立系発電事業者（IPP：Independent

Power Producer），およびグリーン発電事業者に対しては，

富士電機が保有するオンライン監視制御技術を基盤とした

ソリューションの展開を開始している。これらの新規事業

者を対象とした電力管理用監視制御システムは，当初の規

模は小さいが，将来の規模拡大に容易に対応できることが

必要で，かつ負荷予測や同時同量需給管理，遠隔検針など

の多彩な機能が増設可能なスケーラブルなシステムを低価

格で実現することが要求される。現在，富士電機ではこう

したニーズに対応すべく，海外技術の導入も含め，システ

ム技術の充実やコストダウン検討を進めている。

図２に富士電機が提案する PPS 向けの電力管理システ

ム「同時同量システム」の構成を示す。

本システムは，富士電機の保有するオープンシステム技

術を適用し，システム構築期間の短縮やシステムコストの

低減を図り，システム規模や機能の拡張が容易にできる特

長を持つ。

IPPから購入した電力を，託送により需要家に供給する

PPSは，発電側電力量と負荷側電力量の差を30分値で３％

以内に保つことが運用上の課題となる。本システムは，契

約上の負荷の値を設定入力することによる需給計画・制御

機能と，発電側・需要家側の電力量遠隔計測機能を基本機

能としているが，将来の発電機の台数増加や，負荷変動の

要因を考慮し，最適化計算による高度な計画・制御機能の

組合せをオプションとしてラインアップしている。図３に

需給計画・制御機能の組合せパターン例を示す。

３.２ 需要家サービス事業分野への取組み

電力各社では，自由化対象需要家の囲い込み対策として，

需要家サービスメニューを拡充するとともに，さらなる自

由化進展への対応として，分散型電源事業，蓄熱受託事業，

ガス供給事業，および ESCOその他の負荷価値サービス

事業などの立上げを，アライアンス，もしくはグループ企

業として推進している。これは，競争市場下で総合エネル

ギー企業として優位を占めるための業態変革と位置づけら

れる。

富士電機では，上記の電力各社の動向に対応し，電力会

社の需要家サービスネットワークへのソリューション提供

を目指し，独自かつ収益性の高い魅力的なビジネスモデル

の創出を推進している。

（2）

（1）
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図１　富士電機の電力流通部門での新しい取組みの方向性
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需要家サービス事業分野のビジネスモデル例

電力会社が指向する総合エネルギー・需要家サービス事

業分野をターゲットに，富士電機が提案する新ビジネスモ

デルの概念を図４に示す。これらのビジネスモデルは，富

士電機が技術面，ノウハウ面で優位性を持つソリューショ

ンやサービスを，電力会社およびそのグループ企業を介し

て需要家に提供する形態の事業である。電力会社が保有す

る情報通信インフラを活用して，富士電機の「コールセン
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図３　需給計画・制御機能の組合せパターン例
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図４　電力分野の新ビジネスモデルの概念
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図２　同時同量システムの構成
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ター」を主体としたサービスネットワークによる保守運用

支援サービスや，各種のコンテンツサービスを付加価値

サービスとして統合し，多様な需要家ニーズに対応できる

ことを特色としている。図５にコールセンターの写真を示

す。

以下，富士電機が提案するビジネスモデルの例を紹介す

る。

４.１ 省エネルギーソリューション

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正（改

正省エネルギー法）により，エネルギー管理指定事業所で

は継続的な省エネルギーが課題となっている。また企業イ

メージアップを目的とした環境 ISOの認証取得を目指す

事業所も年々増加の一途をたどっている。こうした事例に

みられるように，省エネルギーに対する需要家ニーズは急

激な高まりをみせている。

電力各社ではこれまで，負荷平準化を目的とした季節

別・時間帯別契約やピーク調整契約などの DSM（De-

mand Side Management）を推進してきたが，最近では自

由化をにらみ，需要家のエネルギーコスト削減や省エネル

ギーニーズへの対応など，需要家サービス向上に重点を置

いた営業活動へと変化しつつある。

さらに，電力系の ESCO 会社を設立したり，既存のグ

ループ企業での蓄熱受託や施設管理受託などの省エネルギー

関連新サービスの充実に取り組んでいる。

上記の動向に対し，富士電機では電力ビジネス分野向け

の省エネルギーソリューションとして，図６のようなビジ

ネスモデルを策定した。

本ビジネスモデルは富士電機のモニタリング技術をベー

スに，電力会社の保有する情報通信インフラを活用した

「エネルギー計測受託サービス」による継続的な省エネル

ギー活動の支援を特徴としている。

本ビジネスモデルにて提供するサービスを以下に述べる。

４.１.１ エネルギー計測受託サービス

富士電機では環境・エネルギー計測ツールとして，SS

（Spread Spectrum）無線ネットワークによる「エコモニ

タリングシステム EcoHIESSENCE」をはじめとし，簡易

的なトレンド計測から，より精密で恒久的な計測まで，そ

の用途やニーズにより数多くの製品をラインアップしてお

り，需要家の状況に合わせ広く選択が可能である。

これらの豊富な環境・エネルギー計測製品群に遠隔監視

技術を組み合わせ，情報通信インフラを介して低コストに

需要家のエネルギー利用状況を収集する「エネルギー計測

受託サービス」を提供する。

エネルギー計測を行うことにより，効果的かつ継続的な

省エネルギー施策の立案が可能となり，対策の効果を定量

的に把握することが可能となる。
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図５　コールセンターオペレーションルーム
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図６　電力ビジネス分野向けの省エネルギーソリューション



電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

４.１.２　エネルギー管理受託サービス

富士電機の「省エネルギー支援管理システム Power

SATELITE」は省エネルギー目標の設定管理機能に，イ

ントラネットを使った省エネルギー情報共有機能を付加し

たシステムであり，省エネルギー推進活動を効果的に支援

するシステムである。

図７に PowerSATELITEの画面例を示す。

「エネルギー管理受託サービス」は，PowerSATELITE

を適用し，ネットワーク経由で需要家のエネルギー管理業

務を受託するものである。さらに，富士電機の解析技術・

最適化計算技術を駆使し，管理収集データを基にエネル

ギー利用状況分析結果を需要家に配信し，設備運用面の改

善や設備投資の合理化をサポートする。

４.１.３ 省エネルギーコンサルティングサービス

富士電機は，高効率機器への置換えによる省エネルギー

だけでなく，各分野での豊富な設備納入実績に基づき，需

要家の設備運用面までを対象とした総合的な省エネルギー

施策の提案を行うことができる。

上述の計測サービスと組み合わせることで，計画的でコ

ストパフォーマンスに優れた最適な省エネルギーソリュー

ションの提供が可能である。

さらに，コールセンターを窓口とする富士電機のサービ

スネットワークにより，需要家設備の運用支援や保守業務

の一括受託を行う。

４.２ 電力品質ソリューション

襲雷時の瞬時電圧低下による生産設備への影響対策につ

いても昨今，需要家ニーズが高まっている。また，高調波

発生源の特定や，フリッカ対策など，電力品質にかかわる

問題は広範である。

電力品質ソリューションは，需要家の抱えるこれらの問

題に対し，富士電機の系統解析技術により現象分析と対策

立案を行い，UPS（Uninterruptible Power System），SPS

（Stand-by Power System），アクティブフィルタなどのパ

ワーエレクトロニクス装置による対策実施までを一貫した

サービスとして提供するものである。

図８に電力品質ソリューションの概念を示す。

本ビジネスモデルでは，対策装置は当面リース契約など

での供給とするが，将来は，電力会社の変電所や借室に富

士電機の平型 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）
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図７　PowerSATELITE の画面例

（a）省エネルギー状況画面

（b）日負荷トレンド画面
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図８　電力品質ソリューションの概念



電力会社の「お客さまサービス」に対する富士電機の取組み

適用の高圧電力変換装置による大容量電力品質補償装置を

設置し，重要地域へ高品位な電力を供給する。また，電気

事業法などの規制緩和がさらに進展した断面では，電力系

統各所に補償装置を配置し，電力品質別の料金体系による

電力供給の事業化も視野に入れている。

４.３ FTTHを活用した付加価値サービス

電力各社で整備を進めている光ケーブルによる情報通信

インフラ（FTTH：Fiber To The Home）を活用し，付

加価値サービスを提供するにあたっては，需要家側に設置

する光端末装置（ゲートウェイ）の開発が課題となる。

富士電機では，長年にわたり電力各社との自動検針シス

テムの開発に参画してきた経験を生かし，電力，ガス，水

道の共同検針機能や，需要家の異動申請時の引き込みス

イッチ遠隔操作機能，温水器などの負荷制御機能といった

電力ユース機能を実装したゲートウェイの開発を行ってい

る。

図９に工事現場や野外イベント会場などの仮設電源需要

家を対象とした付加価値サービスの概念を示す。本事例で

は，電力量計の自動検針用インタフェース機能を持つゲー

トウェイを仮設現場に設置し，電力ユースとして自動検針

を行うとともに，FTTHを介してエネルギー計測受託や

電話，映像配信，インターネット接続などの付加価値サー

ビスを提供するものである。

あとがき

本稿では，自由化後における電力市場構造の変化を想定

して，新しい電力ビジネスとしての「需要家ソリューショ

ン事業」構想について記述した。

具体的にビジネスモデルを展開するにあたっては，自由

化の方向性や需要家ニーズなどの市場トレンドを見極め，

採算性も十分に考慮し，サービスメニューを策定する必要

がある。

また，環境問題も電力ビジネスを進めるうえで必須（ひっ

す）の要素であり，新しいビジネスモデルの環境面の評価

も大きな課題となっている。

富士電機は，今後とも環境に優しい，安価で高品質なエ

ネルギー供給に貢献すべく，より魅力あるソリューション

の提供に尽力していく所存である。引き続き関係各位のご

指導をお願いする次第である。
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