
エネルギーネットワークとは

近年CO2排出量削減やエネルギーを

有効に活用することへの関心が高まり，

それを実現する技術が重要となってい

ます．通信ネットワークを利用して，

多種・多数のエネルギー供給・需要設

備を制御することにより，エネルギー

を有効に活用するシステムがエネル

ギーネットワークです．

エネルギーネットワークの概念図を

図１に示します．供給設備としては，

自然エネルギーを利用して電力を供給

する太陽電池や風力発電，電力だけ

でなく熱も供給する燃料電池に代表さ

れるコジェネレーション設備，電気や

熱を一時的に蓄積する蓄電池や貯湯

槽，熱・冷熱を供給するボイラや空調

等があります．需要設備は，電力や熱

を必要とする装置・機器で，電力と熱

（冷風）の両方とも必要とする通信装

置・情報処理装置（ICT装置）など

もあります．これらの需給設備は，通

信ネットワークを介して監視・制御さ

れ，高効率で高信頼なエネルギー供給

を行います．

最適制御技術

多様な設備を有するエネルギーネッ

トワークにおいて環境性や経済性など

の効果を十分に発揮するためには，需

給設備の特徴を考慮しながらバランス

良く連携し効率的に運転する必要があ

ります．

最適制御のフロー例を図２に示しま

す．まず，翌日の天気予報や予想気温
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エネルギーネットワーク最適化技術

多種・多数の設備によるエネルギー需給を効率良くマッチングさせ，環境
負荷低減などの目的に応じた運用制御やシステム構築を実現するのが，エネ
ルギーネットワーク最適化技術です．本稿では適用事例として，最適スケ
ジューリングの実証研究とシステム構成のシミュレーション検討について紹
介します．
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図１　エネルギーネットワークの構成例 
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といった気象情報を受信し，それらと

過去の実績データを用いて，太陽光発

電など自然エネルギー発電量や電力・

熱のエネルギー需要を予測します．次

に，これらの予測値に対してエネル

ギー需給のマッチングを取り，１日あ

るいは１週間単位などでCO2排出量や

エネルギーコストが最小となるように，

エネルギー供給設備の最適スケジュー

リングを行います．最適スケジューリ

ングでは，各設備の特性および運転制

約などを考慮し，必要とされる運用目

的で最適化された運転計画を出力しま

す．この運転計画に基づき，各エネル

ギー供給設備の制御を行います．

最適設備設計技術

設置されたエネルギー供給設備の容

量とエネルギー需要とのバランスがと

れていないと，エネルギー供給設備を

発電効率の高い出力で運転できないた

め，エネルギーネットワークを構築し

たことによる環境性への効果が得られ

ない可能性があります．例えば実需要

が設備容量に比べ小さい場合，エネル

ギー供給設備が部分負荷運転する期間

が長くなり，その結果発電効率の低下

やそれに伴うCO2排出量が増加するこ

とが考えられます．このようなアンバラ

ンスが年間を通して生じないように，

季節などに応じて変動するエネルギー

需要に対応できる台数と容量による設

備構成を決定する必要があります．

図３に示すように，設備構成の決定

においては，ユーザの要望，すなわち

トータルコスト最小化やCO2排出量最

少化などの構築目的，初期投資や耐

用年数などの制約条件を考慮する必要

があります．需要予測や設備の特性

データなどの情報を用いて，もっとも

ユーザの要望に合った，構成する設備

の種類と台数を決定します．

メタヒューリスティック手法の適用

最適スケジューリングや最適設備設

計は，各エネルギー設備の運転制約な

どの制約条件を満たし目的とするCO2
排出量やエネルギーコストの最小化が

達成されるよう評価関数を構成するこ

とにより，評価値がもっとも良い組合

せを求める最適化問題に定式化するこ

とができます．このような最適化問題

を扱う数学的解析手法として数理計画

法がありますが，エネルギー供給設備

の効率特性における非線形性や起動特

性等の不連続性，および蓄電や蓄熱

にかかわる複雑な制約条件を総合的に

考慮すると計算時間が膨大となり，局

所解しか得られないなどの難しさがあ

ります．

メタヒューリスティック手法は，経

験則を反復的に用いることにより効率

的に解を求めるアルゴリズムの総称で

す．最適化問題を数式で表現しなけれ

ばならないという制約もなく，評価関

数形や制約条件によらず，比較的高

速に大域的最適解の高精度な近似解

を得ることができます．

メタヒューリスティック手法として，

さまざまな手法が提案され，また改良

されています．エネルギーネットワーク

の最適化に適用した手法を表に示しま

す．これらの手法は，人間の記憶や生

物の進化過程，生物の群れの動きを模

擬して，問題に依存しない汎用的な枠

組を提供します．したがって，エネル

ギーネットワークの最適化へもさまざ

まな適用方法が可能で，条件によらず
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図３　最適設備設計 

図２　最適制御フロー 
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安定した解探索が行えるように，問題

の特性に応じた調整や工夫が必要にな

ります．

最適スケジューリングの実証研究

複数の新エネルギーを組み合わせた

エネルギーネットワークの実証研究が，

独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO技術開発機構）

のプロジェクト「2005年日本国際博

覧会・中部臨空都市における新エネル

ギー等地域集中実証研究」として，愛

知万博（2005年）と中部臨空都市

（2006～2007年）において実施されま

した．このプロジェクトでは，エネル

ギー制御システムを担当するNTTファ

シリティーズからの再委託研究として，

特徴の違うタブーサーチ（TS）と遺伝

的アルゴリズム（GA）を適用した２

種類の最適スケジューリングプログラ

ムを開発し，検証を実施しました．

愛知万博から中部臨空都市へと実

証研究を進めていくにあたり，燃料電

池の発電効率の変化を考慮して最適化

へ反映すること，平日・休日の変動す

る需要パターンに対応した最適化を実

施することなど，さまざまな研究課題

に取り組み，アルゴリズムの改良も実

施しました．結果として，TSとGAは，

それぞれの特徴を強調した適用方法も

できますが，双方とも必要とする条件

に柔軟に対応できることも検証しま

した．

「あいち臨空新エネルギー研究発電

所」の開所式当日用の最適スケジュー

リング結果による発電計画と発電実績
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表　エネルギーネットワークへ適用された最適アルゴリズム

手　法

タブーサーチ

概　要

人間の記憶過程にアナロジーを持ち，同じ解を巡回しないように記憶を頼
りにもっとも評価の良くなる方向を目指す．タブーリストと呼ばれるメモ
リに移動履歴を記憶し，すでに通過した解や類似解への移動を一定期間禁
止することによって局所解から脱出する

特　徴

解候補の近傍について緻密に評価するた
め，探索した周辺において高精度な解が
得られる

遺伝的アルゴリズム

生物の進化過程を模倣して解を遺伝子で表現し，交叉や突然変異などの遺
伝子操作と淘汰によって世代交代が進む．複数の個体が群を形成し，評価
の良い個体は環境に適合するとして，その有利な特徴が次世代に高い確率
で伝えられる

多点探索であることと，複数の解による
遺伝子操作などにより，大域的に探索で
きる

粒子群最適化

生物の群れが発見した情報を共有しながら行動する様子を模擬し，位置と
速度を持つ粒子群でモデル化したものである．各粒子が探索した最良解と
群の中での最良解から，自身の位置と速度を調整しながら集団で解を探索
する

解の更新処理がシンプルなため，多点探
索でありながら比較的高速に計算できる
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図４　最適スケジューリングに基づく実運用結果 
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を図４に示します．当日は経済性を目

的として発電計画が作成され，３段階

の時間帯別料金を考慮した商用電力

購入パターンに対応しており，その発

電計画に基づき当日の運用制御が行わ

れていることが確認できます．需要お

よび太陽光発電の予測誤差などに対応

して制御するため，特に昼間の時間帯

において計画値から修正した出力で運

転していますが，ほぼ計画どおりに運

用されています．

以降も年間を通した各季節および実

負荷のために生じるさまざまな需要パ

ターンに対し，長期間にわたり安定し

て最適スケジューリング結果を算出し

続け，実運用に活用可能な運転計画

を作成できる見通しを得ました．

システム構成と環境性評価の検討

システム構成の決定は，構成するエ

ネルギー供給設備の種類・台数の最適

化と，エネルギー供給設備の運転計画

の最適化とを，入れ子構造＊の最適化

問題として解く必要があります．また，

設備特性の非線形性や設備の運用時

における制約を考慮する必要があるこ

とから，非線形な混合整数計画問題

となります．そのような問題に有力な

手法とされる粒子群最適化（PSO）

を用いて，システム構成の最適化と環

境性評価について検討しました．

図５に示すように，電気自動車を所

有する６戸の住宅で構成されるエネル

ギーネットワーク構築を仮定しました．

電力負荷に対しては系統からの購入電

力と燃料電池および太陽光発電システ

ムからの発電電力を供給し，電力につ

いては住宅間で融通できるものとしま

した．一方，給湯負荷に対しては燃料

電池から発生した温水を蓄えた貯湯槽

およびボイラから供給するようにしまし

た．燃料電池としては，発電効率の高

いSOFC（Solid Oxide Fuel Cell：

固体酸化物形燃料電池）と比較的短

時間で起動可能なPEFC（Polymer

Electrolyte Fuel Cell：固体高分子

形燃料電池）とを選択でき，燃料電

池を導入せずにガス給湯器のみで熱供

給するという選択肢も設けました．

CO2排出量を最少にすることを目的

とした最適化シミュレーションと環境

性評価を行った結果，SOFCを導入す

るのが最適なケースが多くなりました．

ただし，昼夜別のCO2排出係数を考慮

するなど条件によっては，常時運転の

SOFCに代わり起動・停止が可能な

PEFCが導入され，また熱需要が少な

い住宅には，燃料電池は導入されずガ

ス給湯器が代替する最適解もありまし

た．したがって，時間帯別のCO2排出

係数や電気自動車の充電時間などの

電力負荷シフトを考慮して，システム

構成を決定する必要があるといえます．

今後の展開

エネルギーネットワーク最適化技術

は，電気や熱エネルギーの供給と需要

を効率良くマッチングさせるシステム

へ広範囲な適用の可能性があります．

今後は，熱流などのようにモデル化が

難しい複雑なシステムへの適用，さら

には制御対象が大規模なシステムへの

適用を目指し，改良や拡張を行ってい

きます．
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今後もソフトウェアの力で環境負荷低減
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図５　システム構成の最適設計例 

＊入れ子構造：プログラミング言語において，特
定の処理をさせる記述（同じ処理を繰り返させ
る文など）の中に同種の記述が入っているもの．


