
スマートグリッドの概要

スマートグリッドは，電力供給の信

頼性向上や地球環境問題解決の鍵と

なる技術として非常に注目されている

概念で，欧米を中心に日本，中国，

韓国などでも活発に議論が行われてい

ます．スマートグリッドの概要を図１

に示します（1）．スマートグリッドでは，

商用電力の発電所から電力の需要家

側に設置される分散発電システムや蓄

電池，産業用・民生用のさまざまな機

器までを通信網で接続し，従来の電力

網では困難だったきめ細やかな電力の

需給調整や太陽光発電や風力発電な

どの再生可能エネルギーの導入の促進，

電力消費の見える化などの新たな省エ

ネサービスなどを実現することができま
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図１　スマートグリッドの概要 
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東日本大震災以降，災害発生時BCP（Business Continuity Plan）の重要性が
議論されており，電源の安定確保，省エネ，ピークシフトを実現するシステ
ムが強く求められており，スマートエネルギーマネジメントを用いた技術へ
の期待が高まっています．本稿では，NTT研究所で進めている「ICT×エネ
ルギー」をコンセプトにした研究開発の状況について紹介します．

の ざ き ようすけ

野崎 洋介

NTT環境エネルギー研究所

グリーン ICT スマートエネルギーマネジメント



特
集

NTT技術ジャーナル 2011.11 13

す．また，スマートグリッドは，米国

ではピークの電力需要を抑制して電力

網を安定に動作させる方策として，欧

州では風力発電を中心とした再生可能

エネルギーの大量導入を実現するため

に，韓国ではエネルギー自給率の向上

や新たな成長輸出産業の育成のきっか

けとして，中国やインドなどでは電力

網を増強し，火力・水力・原子力な

どを効率的に利用する手段として，世

界的にも期待されています．

日本では東日本大震災を受け，エ

ネルギー基本政策の見直し論議が活発

化しており，ピーク電力需要の抑制や

需給バランスを適正に実現する手段と

しても期待され始めています．これま

でNTT環境エネルギー研究所では，

「Green of ICT」と「Green by ICT」

の２つの観点から，環境負荷低減に向

けた総合的なR&D活動を推進してき

ており，特に最近ではNTTグループが

推進する，スマートコミュニティにお

けるサービス開発に寄与するR&D活動

を加速されています．

スマートグリッドの位置付け

スマートグリッドが目的とするのは，

①電力供給に伴うCO2排出量の削減，

②電力の需要と供給のバランス制御に

よる効率化，③電力マネジメントによ

る信頼性の向上，の３点といえます．

電力分野におけるスマートグリッドは，

情報通信分野におけるインターネット

と同様のイノベーションであるととらえ

ることができます．つまり2000年に始

まったインターネットの黎明期を境に，

旧来の電話による通話の時代から，イ

ンターネットによるビジネス創出基盤

の時代へとICTサービスは急激に進化

してきており，私たちが「Internet of

Things＝モノのインターネット」を目

指すゆえんだと考えられます．電力供

給におけるスマートグリッドの位置付

けを図２に示します．従来は，発電所

（供給）から需要家へ電力が一方的に

供給される一方向（One-Way）のみ

の流れでしたが，スマートグリッドで

は需要家側に導入される太陽光発電

や燃料電池などの分散発電や蓄電池

を利用した双方向（Two-Way）の流

れや，さらに需要家間での電力の融通

や情報のやり取りを加えた相互方向

のメッシュ型（N-Way）の流れを実現

することにより，スマートグリッド特有

のさまざまな効果を生み出すことがで

きます．旧来の集中発電・一方向送

配電から，分散発電・双方向送配電

への進化によってさまざまなビジネス

が創出される時代が到来するのです．

NTT環境エネルギー研究所では，電力

供給者側の論理でなく，利用者側

（デマンドサイド）の視点でスマートグ

リッドに必要な技術開発に取り組んで

います．

デマンドサイドの視点でのスマー

トエネルギーマネジメントの技術

開発

双方向，最終的にはメッシュ型のN

方向で情報と電力がやり取りできると

いうのが真のスマートグリッドの姿で

あり，NTTのビジネス領域は，エネル

ギーとICTの密接な連携によるスマー

トコミュニティやスマートハウス・ビル

にあると考えています．デマンドサイド

の視点でのスマートグリッドを図３に

示します．NTT研究所では，ICT

（NGN，フレッツ光，モバイル等のネッ

トワーク基盤，ホームICT等）や，太

陽光発電・風力発電・蓄電池・燃料

電池といったエネルギーデバイス，さ

らにはICTとエネルギーデバイスを組

み合わせた「ICT×エネルギー」によ

るスマートコミュニティに関する技術

開発を行っています．具体的には，ス

マートコミュニティ内の電力・熱融通

システムや新エネルギーシステムの最適

制御システム，スマートハウス・ビル

に関するデマンドサイドマネジメント

（需要に応じた電力マネジメントシステ

ム）やHEMS（Home Energy Man-

agement System）/BEMS（Build-

ing EMS）/DEMS（ Data center

EMS），家庭用太陽光発電，燃料電

池，EV電池等の最適運用を図る創エ

ネ家電制御システムの技術開発に取り

組んでいます．さらにエネルギーデバイ

図２　電力供給におけるスマートグリッドの位置付け 
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スに関しては，各種燃料電池のうち，

もっとも発電効率が高くCO2の排出の

少 ない固 体 酸 化 物 型 燃 料 電 池

（SOFC: Solid Oxide Fuel Cell）や

ポストリチウムイオン電池の研究開発

を行っています．

SOFCの研究開発では，NTT研究

所は心臓部のセルとスタックの研究に

力を入れており，住友精密工業や東邦

ガスとの共同開発を進めています．こ

の５ kW級のシステム（図４）により，

45％という世界最高レベルの発電効率

を実現し，現在，商用化に向けて低コ

スト化と長寿命化の開発を進めてい

ます．

ポストリチウムイオン電池の研究開

発では，現在の正極・負極の組み合

わせでの理論容量から考えると，今の

1.6倍のエネルギー密度が限界といわれ

ているリチウムイオン電池と比較して，

数倍の小型，軽量化が期待できるリチ

ウム空気電池の材料研究を進め，将来

の省スペース・軽量な電源の実現を目

指しています．

スマートグリッドコンセプチュア

ルモデル

スマートコミュニティを実現するた

めには，あらゆるエネルギー機器の発

電・消費量の見える化と最適制御を

可能にすることがキーポイントとなりま

す．さらに，見える化と制御を実現す

るための基盤づくりの重要性は説明す

るまでもなく，NTT研究所では図５

に示すような「スマートグリッドコンセ

プチュアルモデル」を掲げています．

M2M（Machine to Machine）プ

ラットフォーム技術や，膨大な量の発

電・消費情報をベースに電力の需給を

最適制御するEMS技術（エネルギー

ポートフォリオ技術），スマートハウ

ス・ビル内のさまざまな機器の相互接

続技術について，NTT R&Dの総力を

結集して取り組む必要があります．

NTT環境エネルギー研究所はこれまで

にも，クリーンエネルギーネットワーク

については2005年の「愛・地球博」

でのクリーンエネルギー実証研究（2）に

参画し，気象情報に基づく燃料電

池やナトリウム硫黄電池の最適スケ
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図４　開発中のSOFCシステムの外観

図３　デマンドサイドの視点でのスマートグリッド 
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ジューリングのアルゴリズムを含めたエ

ネルギー制御システム（3）を提供したほ

か，高圧直流給電（HVDC: Higher

Voltage Direct Current）（4）や省エ

ネ機器・システムをはじめとする省エ

ネルギー技術（5），燃料電池（6）や新型

電池，超高効率太陽電池などのク

リーンエネルギー技術，さらにはCO2
利活用技術など，CO2排出量ゼロを実

現するクリーンテックのR&D活動を推

進しています．これらの取り組み実績

を活かしたR&D活動を一段と加速し，

クリーンテックによるスマートコミュニ

ティづくりに貢献したいと考えていま

す．また，キャリアから見たスマート

グリッド構築のポイントは，「安心・安

全なネットワークサービスの実現」を

基軸にしたQoS（Quality of Ser-

vice）・CoS（Class of Service）制

御と，多種多様なプロトコルやデバイ

スの収容にあると思っています．さら

に，スマートグリッドの普及促進の鍵

はいうまでもなく標準化の推進にあり

ます．NTT環境エネルギー研究所で

は，関連する研究所と協力し，スマー

トグリッドにかかわる標準化の推進に

も努めています．
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スマートエネルギーマネジメントは，エ
ネルギー機器と電力を消費する機器を“つ
なぐ技術”と“スマート化する技術”によ
り大きな効果を生み出します．NTTの他の
研究所と連携して多くの成果をNTT事業や
社会に提供していきます．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
エネルギーシステムプロジェクト
TEL 0422-59-4220
FAX 0422-59-5680
E-mail nozaki.yousuke lab.ntt.co.jp

図５　スマートグリッドコンセプチュアルモデル 
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