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エネルギー効率化に向けた技術開発の現状――24時間365日つながり続ける通信インフラのために

本実証の概要

NTTグループの目指す，「賢い省エ
ネ社会と安心･安全な暮らしを実現
する新たなシステム（スマートコミュ
ニティ）の実現」を推進することを目
的に，私たちはNTTグループの研究
開発や保有する種々の省エネ施策シ
ステム･デバイスを，東京都港区にあ
るグランパークタワーのオフィスの
一部に実証用として設置し，具体的な
省エネ効果と有効性能確認や，最適な
運用方法とユーザビリティの評価を
行っています．本実証は，フラッグ
シップスマートビルプロジェクトと
してグランパークタワーに在籍して
いるNTTファシリティーズ，NTTコ
ミュニケーションズ，ビルを管理して
いるNTT都市開発などと連携しなが
ら進めています．

 省エネ施策の概要

図 1に本実証で対象としている省
エネシステムの一覧を示します．オ
フィス内の電力使用量の見える化と，
自動制御などを司る電力モニタリン
グシステム（Remoni）を中核として，
照明にかかわるところでは，LEDの
設置や照明自動制御システム「SLC

（Smart Lighting Contoroller）」など
の設置や，オフィスの電力ピークを抑
制することを目的として，太陽光発電
とリチウムイオン蓄電池を組み合わ
せた需給管理システムなどを設置し，
検証を続けています．

Remoniによる電力モニタリング
とピークカットへの利用

本実証では，オフィスフロアを会議
室，共有スペース，各オフィス空間な
ど数ブロックに分け，それぞれ照明系
電力とOA系コンセント電力につい

て，Remoniを設置し，電力見える化
を実施しています．また，Remoniの
機能を利用し，あらかじめ設定した
ピーク電力を超える場合に，照明コン
トローラSLCと協調して，点灯優先
順位の低い照明を自動消灯することな
どを検討しています．またこの設定情
報は，ピーク電力の抑制に利用する需
給管理システムと連動させ，太陽光発
電やリチウムイオン蓄電池からの出力
へ自動的に反映するといった検討や，
さらに複数のビルを統合し，電力ピー
ク値を抑えるなど，今後のサービス展
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図 1 　実証設備の一覧
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スマートオフィス ･ビル実証実験プロジェクトの紹介

私たちはNTTグループの研究開発や，保有する種々の省エネ施策システ
ムをオフィスビルに設置することで，実運用時の省エネ効果と有効性の確
認や，ユーザビリティの評価を行っています．本稿では，実証実験で利用
しているシステムの紹介を含め，現在までに明らかになった実証結果など
を紹介します．
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開も考慮し，1つのビルでピーク電力
を超過する可能性がある場合に，通信
を利用して他ビルと協調することに
よってピーク値を平滑化するなどの実
証を検討しています．

照明系システム

オフィスには，従来の蛍光灯照明の
代わりに，低消費電力のLEDを設置
し，設置前後の総電力の比較を実施
しています．オフィスフロアの利用ブ
ロックごとに照明の点灯頻度が異なる
ため，代替効果はばらつきがあるもの
の，ほぼ勤務時間中に常時点灯してい
るブロックでは，50％以上の消費電力
削減ができていることを確認していま
す．しかし，すでにオフィスでは蛍光
灯の間引きによる消費電力削減の施策
などが進んでおり，蛍光灯間引き後の
消費電力と，すべてのLEDを点灯運
用した場合を比較すると，数％の削減
にとどまることが明らかとなりまし
た．照度を確保しつつ，LEDの間引
き点灯などによる運用を開始している
ところです．また，各自席のPCから
Web経由により照明の点灯 ･消灯を
制御する照明コントローラを一部のフ
ロアブロックで設置しています．昼休
みや定められた勤務終了時刻の一斉の
消灯など，従来から実施してきた施策
を継続するとともに，従来に比べて，
外出や会議などでの離席時に各自PC
から簡単に消灯が可能であることから
効果が期待されます．
照明コントロールシステムの導入前

と導入後の照明消費電力の変化を図2
に示します．図2は，導入前と導入後
の1カ月間を比較しています．横軸は
時間として1日の電力使用量を，最大
電力量を赤色で，最小電力を青色とし
たグラデーションで示しています．上
下グラフの比較で分かるように，導入
後は，赤色だった部分が，紫や青色と
変わっていることが分かり，各自によ
るこまめな消灯が励行されていること
が推察されます．今後は節電への意識
付けや運用面での工夫を進め，さらに
利用効果を高めていく検討が必要があ
ると考えています．

需給管理システム

本システムは，創エネである太陽光
発電と，蓄エネである大型Li-ion蓄電
池を組み合わせ，電力会社から供給さ

れる系統電力と合わせて，ビル内のオ
フィスの一部に給電するものです．こ
の創 ･蓄エネからの供給量を変更す
ることで，平常時の系統電力のピーク
カットを実施するとともに，災害など
における停電時の蓄電池による災害
対策室などのオフィスフロア全体の
バックアップを想定して実証を進め
ています（図3）．
太陽光発電は，グランパークビルの
屋上（地上約140メートル）に10 kW
出力のシステムを設置しています．こ
のような高所設置においては，強風対
策として，架台の工夫や定期点検など
の運用面でも実証をしています．太陽
光発電は発電時間がオフィス稼働時間
とほぼ一致しており，基本的には需給
管理システムを通じてオフィスフロア
へ直接電力を供給しています．また，

図 2 　照明コントロールシステムの導入前後での照明消費電力の変化

（a） 導入前

（b） 導入後
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大型リチウムイオン蓄電池は，25 
kWh（単セル85 Ah×12モジュール）
の容量を設置し，夜間電力で充電し，
オフィスの稼働する時間帯に，太陽光
発電出力と合わせて，オフィスフロア
に供給する電力の約80％を，ピーク発
生が予想される時間帯に放電するよう
な利用形態で実証を進めています．
リチウムイオン蓄電池設置面積など
の条件から蓄電池容量が限られている
ことなどから，太陽光発電の出力が低
下する雨天･曇天時などでは，蓄電池
の全容量をオフィス電力のピーク時に
使い切ってしまうなど，さまざまな問
題が散見されましたが，私たちは本実
証実験によって限られた容量の蓄電池
でも最適な稼動条件を見出す知見を得
たいと考えています．また，今後はこ

のような知見を活かすとともに，太陽
光発電の出力予測による蓄電池の充放
電量の変更など運用時の自動制御につ
なげていきたいと考えています．

その他の施策と今後の予定

その他の省エネ実証施策としては，
オフィスフロアに設置されているPC
機器のクロック周波数やCPU稼働率
を外部から変更することで消費電力を
低減するOA機器制御システムや，商
用電力ピーク時にも電気自動車への充
電が可能になるように，蓄電池と連動
した電気自動車への急速充電システム
などを設置し，それぞれの効果･ユー
ザビリティの解析を行っています．
今後はビル間での電力連携を視野
に，通信を使った電力情報のやり取り

による相互協調などの実証や，外部の
電力需給状況や電力料金などの変更に
よる電力の自給供給率の変動や，省エ
ネ制御による消費電力低減の自動化な
どへ発展させることを予定して，実証
実験を継続していきます．

（左から） 高瀬  　純/ 齊藤  景一

　ビルの省エネ化や重要装置の無停電化な
どに向けて，本実証実験で得た知見を研究
開発やビジネス展開に活かしていきます．
読者の皆様からもご意見やご協力をいただ
ければ幸いです．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
TEL 0422-59-3795
FAX 0422-59-5681
E-mail　saito.keiichi lab.ntt.co.jp
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図 3 　需給管理システムの概要


