
重要度を増すエネルギー消費の

高効率化

近年の地球温暖化や省エネルギーに

おいて，エネルギーをいかに高効率で

利用するかが課題となっています．

日本における温室効果ガス排出量の

推移について図１に示します（1）．地球

温暖化対策や省エネルギー施策は各部

門で取り組まれており，2009年度の産

業，運輸部門など一部の部門では

1990年度と比較すると減少もしくは同

等レベルとなっており，環境負荷削減

効果を上げています．しかし家庭部門

や業務部門（商業・サービス・事業所

等）では1990年度に比べ30％近く環

境負荷が増大しています．これは各家

庭が情報化社会の進展や高齢化の進

行によって，家庭の電力消費が増加し

たためと考えられています（2）．

また東日本震災以降はこれらに加

え，節電の観点からも電力を高効率で

利用することが大きな課題となってい

ます．

注目されつつある高効率な

直流給電技術

このように環境負荷が増大しつつあ

る一般家庭では，最近の多くの電気機

器には制御や通信のためにコンピュー

タなど制御系回路が内蔵されています．

制御系回路の多くは直流（時間によっ

て電流が流れる方向が変化しない）で

動作しています．電力会社が供給する

電力は交流（時間によって電流の方向

が周期的に変化する）ですので，各電

気機器は内部あるいはACアダプタを

用いて交流を直流に変換しています．

また通信ビルやデータセンタで情報

通信サービスに用いられる電気機器は，

電源安定性確保のためにバッテリや無

停電電源装置と組み合わせて用いるこ

とが多く，バッテリへの充電のために

交流から直流に変換した電力を再度交

流に変換して給電し，各電気機器に

おいてさらに交流から直流への変換を

行っています（3）．

このため内部において直流で動作す

る電気機器への給電は一括して交流か

ら直流に変換を行い，各電気機器に

は直流で給電するシステムを用いるほ

うがエネルギー効率が高いため，直流

給電システムへの関心が高まっている

のです．
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宅内直流給電と宅内通信機器の
給電インタフェース

多くの情報通信機器や家電機器は，外部から給電される交流電力を内部で
直流電力に変換して動作しており，外部から直接直流給電ができればさまざ
まなメリットが生まれます．NTT環境エネルギー研究所では宅内直流給電ア
ライアンスを通じて，宅内直流給電を実現するための給電インタフェースの
策定に取り組んでいます．

か と う じゅん た か だ ひでとし
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図１　日本における温室効果ガス排出量の推移 
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一般家庭における直流給電システ

ムのメリット

家庭部門において電力由来による

CO2排出の割合は約60％となってお

り，主な環境負荷の要因となっていま

す．最近の一般家庭では内部で直流へ

変換する電気製品が多くあるため，直

流給電による環境負荷削減および省エ

ネルギーの効果が大きいと考えられま

す．また近年一般家庭に普及してきた

太陽光発電や燃料電池といった創エネ

機器の出力は直流電力であり，直流電

力との連系が容易です（4）．さらに蓄電

池と組み合わせて非常時の電源を確保

するという災害対策としての機能も期

待されています．

このように一般家庭において直流で

給電することにより，多くのメリット

を受けることができます．宅内直流給

電のメリットについて図２に示します．

直流給電インタフェースの統一的

規格の重要性

最近，直流給電に対応したスマート

ハウスが販売され始めていますが（5），

宅内直流給電が普及するには一般家庭

内のすべて，もしくは多くの電気製品

の給電インタフェース（電圧，安全対

策，コネクタ，ノイズ等）が直流給電

システムに対応している必要がありま

す．しかし，現状では一般家庭内の情

報通信機器や電気機器の多くはまだ

直流給電システムに対応していません．

これは現時点で直流給電システムにお

いて技術的課題があり，直流給電対応

商品の価格が高いことも挙げられます

が，直流給電の給電インタフェースが

統一されていないことも要因であると

図２　宅内直流給電のメリット 
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考えられます．

ユーザの利便性を確保するためには

直流給電に関する統一された規格が必

要であり，給電インタフェース条件な

どを検討する場が必要となります．

規格統一・普及に向けた活動

一般家庭の直流給電規格統一のた

め，NTT環境エネルギー研究所が発足

の段階から積極的にかかわり，事務局

を務めているのが宅内直流給電アライ

アンス（以下，アライアンス）です．

これは2009年11月に発足し，2011年

10月の時点で47団体が参加していま

す．アライアンスに参加している団体

を図３に示します．

アライアンスでは，詳細な議論を行

うためのワークグループ（WG）を設

けており，端末，通信機器，セキュリ

ティ，住宅設備，家電など幅広い業種

から多くの企業が参加しています．

WGは，情報通信・セキュリティ機

器や照明など，比較的消費電力が小

さく電圧の低い機器を対象とする

「WG1」，エアコンなど消費電力が大

きく電圧も高い電気機器や，太陽電

池，家庭用燃料電池などの創エネ・蓄

エネ機器などを対象とする「WG2」の

２つに分かれており，それぞれの領域

で給電インタフェースの要求条件につ

いて議論しています．

NTTの通信サービスでは一般家庭に

おいてモデムやルータなどの比較的消

費電力の小さい機器を利用するため，

まずこれらの機器を直流給電に対応さ

せることを重視しており，現在はWG1

の領域に力を入れています．

さまざまな機器に対応する規格に

向けた議論

前述のように，一般家庭には消費電

力が数Wクラスの小さい電気機器から

kWクラスの大きな電気機器まで存在

しています．このように消費電力が大

きく異なる電気機器に１つの給電イン

タフェースで対応すると変換効率が低

くなる場合があるため，ある程度グ

ループ分けの必要があります．

アライアンスでは電気機器の消費電

力や特性に応じてIF（インタフェース）

１（情報通信機器，セキュリティ機

器），IF2（照明，TV等），IF3（中～大

容量家電機器，創エネ・蓄エネ機器）

という３つの給電インタフェースを定

義しており，WG1はIF1，IF2を，

WG2はIF2，IF3の要求条件を議論し

ています．直流給電インタフェースの

機器による分類を図４に示します．

ただし，給電インタフェースは消費

電力だけでなく，ほかの要求条件も検

討する必要があります．同じ消費電力

の機器であっても内部の電気的な特性

が異なるという点を考慮する必要があ

り，例えばモデムやルータなどのように

24時間365日稼動している情報通信機

器など，それぞれの特性に応じて電源
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図３　宅内直流給電アライアンスへの参加団体（2011年10月12日時点） 
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機器（ACアダプタ，ユニット電源等）

の要求条件も異なります．

また，エアコンのような電気機器で

は内部で交流を300 Vほどの直流に変

換して使用する場合が多くあります．

給電の電圧が300 Vを超える場合は電

気設備に関する法的な基準が厳しくな

りますが，アライアンスでは問題点を

明確にするためにIF3をあえて300 V以

上の電圧に対応する規格として議論

し，将来的には法律を改正するための

アプローチを目標としています．

さらに効率の問題だけでなく，給電

の安全性が確保されて初めて普及につ

ながるため，従来のヒューズやブレー

カのように故障などが発生した場合に

ほかの機器や配線に影響を与えること

がないよう，事故を極小化する保護協

調の仕組みが必要であり，現在議論を

行っています．

情報通信機器の給電インタフェー

スを検討

WG1では各給電インタフェースのう

ち，IF1について検討しています．ま

たIF1の中で特にホームゲートウェイ

（HGW）や光回線終端装置（ONU：

Optical  Network Unit）などの宅

内情報通信機器を想定した給電イン

タフェースの要件策定を行っています．

HGWやONUの宅内情報通信機器

の消費電力はおおむね30 W程度まで

であり，この容量帯の宅内情報通信機

器は出力電圧がDC12～24 VのACア

ダプタと組み合わせて動作しています．

効率などを考慮するとこの容量帯での

電圧はDC24 V以下が適切との議論が

多く，IF1の給電インタフェース要件

の１つとしてまとまりつつあります．ま

図４　直流給電インタフェースの機器による分類 
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た，給電電圧以外で検討されている給

電インタフェース要件として，電気機

器それぞれの特性に合わせてEMCなど

の技術項目や電気機器とACアダプタ

の保護協調の要求条件を検討する必要

があるとの意見が出ています．

さらに，ほとんどの一般家庭におい

て交流給電となっている状態からいき

なり直流給電に変更することは現実的

ではないと考えられるため，交流給電

と直流給電の中間的な位置付けとし

て，まず交流から直流へ変換する給電

インタフェース（ACアダプタ）の調査

と仕様検討も行っています．

将来的に交流から直流へ変換する給

電インタフェース要件が確定すれば，電

気機器の直流による給電インタフェー

スが決まるため，一般家庭が直流給電

になった場合，ACアダプタを取り外

し，直接電気機器に直流給電するこ

とが可能となると考えています．

現在WG1では，消費電力の比較

的小さい宅内情報通信機器に共通で

利用可能なACアダプタの給電インタ

フェースを策定しています．

災害時における宅内直流給電の

メリットを広くアピール

東日本大震災以降，電力の安定供

給や省エネ・節電に対する関心が急激

に高まっていますが，アライアンスでは

発足当初から災害対策の側面を強く

意識しています．前述のように，一般

家庭における直流給電が実現すれば災

害等により商用電源が失われた場合に

も，太陽光発電システムや電気自動車

から各種電気機器に給電することが可

能になります．WG2で議論している

IF2，IF3はまさにこうした仕組みを実

現するものです．

また近年普及が進むFTTH（Fiber

To The Home）は通信線から給電で

きないため，商用電源が失われると通

信機器が使えなくなることがアライア

ンス発足当初から意識されていました．

そこで一般家庭の直流給電システムは

通信機器における非常用電源機能を

有することができる点についても設立

趣旨にうたわれています．

世の中の意識の高まりを受け，今後

はこうしたメリットについてより広く理

解を得るため，アライアンスから積極

的に情報発信する予定です．すでに

Webサイト「GGP@H（Green Grid

Platform at Home Alliance）」 上

で，一般に分かりやすいように説明さ

れたコンテンツが公開されています．

アライアンスの今後について

アライアンスによる標準化の取り組

みは世界的にも進んでいます．IF1に

ついては国 際 標 準 化 団 体 I T U - T

（ International Telecommunication

Union-Telecommunication Stan-

dardization Secter）への提案の段

階に入っており，家庭用通信機器電源

の省エネルギー化，ACアダプタの削減

による省資源化に貢献することを目標

とし，標準化に向けた活動が進められ

ています．海外では廃棄物削減の考え

方からすでに携帯電話用充電器の規格

統一が進められているという背景があ

り，アライアンスの取り組みへの関心

も高くなってきています．ITU-Tへの

提案も廃棄物削減に関連する内容

となっており，好意的に議論されてい

ます．

一方，IF2，IF3については前述の

ように300 Vを超える電圧の規格とな

るため，法令との兼ね合い，保護協調

の問題など難しい点が多く，現在も要

求条件に関する議論を行っており，実

際に適用可能な給電インタフェース要

件をまとめ，最終的にはIF1と同様に

国際標準規格として提案することを目

標としています．
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