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スマートコミュニティとは

東日本大震災以降，電力需給のひっ
迫に対し，節電のためさまざまな努力
が行われているのは周知の事実です．
電力需給ひっ迫は，日常生活だけでな
く，企業の生産活動を阻害し，ひいて
は人命を損なうおそれもあり，夏期や
冬期などピーク時の節電対策は広く社
会問題となっています．

スマートコミュニティは，地球環境
への配慮と，安全で快適な日常生活を
両立させるために必要なICTと各種エ
ネルギー技術を組み合わせた社会的イ
ンフラです．ICTを活用して，変動す
る太陽光発電や風力発電等の再生可能
エネルギーの安定的供給と，一般家庭
やビル，蓄電池等による需要の最適運
用を行うことを目的にしています．あ
らゆるエネルギー関連機器をネット
ワークにつなげ，エネルギー機器の発
電 ・ 消費量を見える化し，無駄なく快
適にエネルギーをコントロールできる
社会システムです．

スマートコミュニティ実現に向け
たステップ

先進国から新興国まで世界中でス

マートコミュニティが構想されていま
す．各国の政府，公共団体，企業など
がそれぞれの立場で，さまざまな技術
的な提案や標準化を行っています．そ
の中で，NTTファシリティーズは，
電電公社からNTTを経て積み上げた，

「ICT」×「電力」×「建築」にかか
わる技術を結集することで，スマート
コミュニティの実現と，未来の地球環
境 ・ 安全で快適なエネルギー供給社
会の実現に向けて寄与していきます

（図 １ ）．
スマートコミュニティは，住宅やビ

ルのような点在する単独の施設のみな
らず，一定のエリアを対象として面的
にスマート化された社会です．その実
現には図 ２ に示すような，いくつかの

ステップを経ることになります．
まず最初は，各ビル，システム ・ 機

器において，省エネルギーかつ最適な
運用ができる監視 ・ 制御を実現しま
す．次に，それらをIPネットワーク
で相互接続，遠隔監視 ・ 運用すること
でビル群やシステム群ごとに最適化
し，最終的には，コミュニティ全体で
統合しスマートコミュニティを実現し
ます．

スマートコミュニティを構成する
要素技術

スマートコミュニティは，住宅や業
務用ビルのような需要家施設，設備機
器（空調や照明）や電気自動車のよう
な需要家設備，太陽光発電設備や発電

スマートコミュニティ クラウド型xEMS 需給最適化

図 1 　画像のタイトル表記図 1 　NTTファシリティーズのスマートコミュニティへのアプローチ
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所のようなエネルギー供給施設など，
多くの構成要素が存在し，それらを統
合的にマネジメントする必要がありま
す．以下に，NTTファシリティーズの
取り組み状況を紹介します．
■スマートコミュニティにおける
業務用ビルの位置付け
スマートコミュニティにおける需要

家施設は，ネットワークで接続し，積
極的に外部に情報発信するとともに，
供給側からの要求に応じて適切に制御
されることが必要です．そのために必
要な技術が，HEMS（Home Energy 
Management System）やBEMS（Buil
d ing  and  Energy  Management 
System）と呼ばれるシステムです．
需要家施設のうち，特に業務用ビルは，
住宅に比べ以下のような特徴があり，
その制御は非常に重要です．

・ 都市部に集中しており，単体のエ
ネルギーの消費量が大きい

・ 蓄電 ・ 蓄熱設備，発電設備が設置
される場合も多く，設備の容量制
御など，エネルギー需給制御のた
めのバッファとして貢献できる

・ エネルギー供給が絶たれた場合の
社会的影響が大きい

一方で，以下の理由からビルを外部
に接続し，その需要を制御することは
従来あまり行われてきませんでした．

・ 計測される情報が異なり供給側か
ら把握しにくい

・ 複雑で非線形なエネルギー消費特
性があり予測できない

・ 情報ネットワークが閉鎖的である
しかし近年では，BEMSがIPネッ

トワークや，オープン化技術に対応す
ることが可能となってきました．
BEMSをキーデバイスとして外部に
ビルの情報を提供し，適切にマネジメ
ントすることで，スマートコミュニ
ティおよびビルの需給安定化 ・ 最適化

に寄与することができます． 
■クラウド型BEMSと自動デマン
ドレスポンス（ADR）
これまでのBEMSでは，メーカの

専用システムとして販売されることが
多く，操作がビルごとで異なり，かつ
複雑で，価格も高価なものがほとんど
でした．そのため，一定規模以上の大
きなビルにしか導入されていません．
そこでNTTファシリティーズでは，
図 ３ に示すように，信頼性の高いネッ
トワーク設備が存在すれば，すべての
機器をビルごとに設置する必要はな
く，BEMSのサーバ機能を分離 ・ 共
有し，高機能なビル管理サービスを低
価格にて提供可能であることに着目し
ました．

導入コストを低減し，監視や制御を
高度化するために，ビルの運用に必要
な最小限の設備（スイッチや感知器，
センサなど）のみをビル内に設置し，

図 2 　スマートコミュニティの実現ステップ
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それを監視し，制御する機能（サーバ
や中央監視の機能など）はIPネット
ワークを介してクラウド上に設置しま
す．このクラウドに設置された部分が
クラウド型BEMSです．BEMSをク
ラウド化することで，コストが安価に
なるだけでなく，下記のようなメリッ
トがあります．

・ すべての情報が一元的に収集管理
できるため，高度なデータ分析が
可能となる

・ BEMSのアプリケーションの更
新やサービスの追加が簡易にで
きる

・ ビルごとで操作が同じで作業が効
率化できる

全体サービスイメージを図 3 に示
します．

デマンドレスポンス（DR: Demand 
Response）は，電力需給のひっ迫時に，
電力会社やアグリゲータから指定した
時間帯の節電に対するインセンティブ
や電力価格の変更を需要家に通知し，

需要家が電気設備の使用を控えたり，
使用する時間帯をずらしたりすること
によって，電力需要を一時的に抑制す
る手法です．効果的なDRの実行には，

「DR要求への速やかな対応」と，「DR
実行に必要な稼働の削減」が重要です．
そのためには，電力会社やアグリゲー
タが，需要家とオンラインで連携し，
自動的にDRが実行される仕組みが有
効です． 

2013年度には，新電力のエネットと
協力し，同社のシステムとFITBEMS
をオンラインで接続することで図 4 に
示すようなシステムを構築し，実際の
ビルで自動デマンドレスポンス（ADR）
の実証実験を行いました. この実験で
は，シミュレーションにより，ADR
実行による電力需要の削減可能量と，
室内環境への影響を事前に定量化し評
価しました. その結果，年間35回の
ADR要求に対し，空調機などを停止
することで，室内環境に影響を与える
ことなく約2074 kWhの電力需要の削

減を実現しました. 
■複合型再生可能エネルギーシス
テム
防災対策として，商用系統停電時に

おいても安定的に電力供給することが
求められています．また省エネ性や環
境性の観点から，太陽光発電をはじめ
とするクリーンな分散型電源の出力を
最大限活用する効率的な利用が求めら
れています．これらを背景として図 ５
に示す複合型再生可能エネルギーシス
テムを提供しており，平常時において
は分散型電源の優先利用による電力需
要のピークカット ・ シフト，停電時に
おいては無瞬断で自立運転に移行する
とともに分散型電源と蓄電池による長
時間停電への対応を実現しています．
今後はさらにxEMS＊とシステム連係
することにより，安定的で高信頼な電
力供給というシステム単体の特徴はそ
のままに，建物や地域のエネルギー需
給状況と連動して動作できる需要家側
設備として，スマートコミュニティに
おけるキーデバイスとなる可能性があ
ります．
■メガソーラ

スマートコミュニティにおいて重要
な電源の 1 つであるメガソーラの導入
は近年大きく伸展しています．メガソー
ラにおける計測情報収集の多くは，天
候に依存して変動する出力の状態モニ
タリングや正常性確認を目的としてい
ます．今後は，地域のエネルギー需給
運用への反映や，計画段階での発電予
測への利用が増えると予想されます．
■クラウド型CEMS

従来のICTを用いたエネルギーマネ
ジメントは，業務用ビル領域における
BEMS，マンション 領 域 における
MEMS（Mansion Energy Manage

＊	xEMS：BEMS，HEMSなどICTを利用した電力
やガス等のエネルギーマネジメントシステム．

図 3  クラウド型BEMSの全体サービスイメージ
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図 4 　自動デマンドレスポンス（ADR）のシステム構成
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ment System），家庭領域における
HEMSのように特定領域における設
備群のエネルギーマネジメントを目的
としています．一方， 地域で面的に
エネルギーマネジメントを実施する
ためには，これら需要家側EMSから
横断的に需要情報を収集し，さらに
系統側や分散型電源の情報まで考慮
す る CEMS（Community Energy 
Management System）が必要になり
ます．

再生可能エネルギーの導入促進，地
域エネルギーの有効活用による省エネ
性向上，災害に強い街づくりの実現を
目指すスマートコミュニティにおいて
は，CEMSがエネルギーマネジメン
トの中心的な役割を担って地域全体で
のエネルギーの需給最適化を実現する
と期待されています．また，CMES
をクラウド化にすることで，エリア内
の需要設備や発電設備の増減に比較的
柔軟に対応できるだけでなく，同じく
クラウド型の需要家側EMSと高速で

密な情報連携が可能となり，メリット
が多いと考えられます．

事例の紹介

NTTファシリティーズは現在，岩
手県北上市におけるスマートコミュニ

図 5 　複合型再生可能エネルギーシステム
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ティの構築に取り組んでいます．本事
業においては，自治体が有する既存施
設へ段階的に再生可能エネルギーを
面的に分散導入し，施設で使用する電
力の再生可能エネルギーの割合を高め
るとともに，災害に強い街づくりを目
指しています（図 ６ ）．

その中でCEMSは，地域内の需給
バランス状況に応じて，無停電で高品
質な電源供給を可能とする需給管理装
置を介した蓄電池の充放電電力制御
や，BEMSを介した負荷制御を実現
します．現在，CEMSの開発を進め
ており，2015年度からの運用開始を
予定しています．

今後の取り組み

ICTにより需要家と供給家を融合 ・
マネジメントし，快適で安全なスマー
トコミュニティを実現することは社会
的に急務であり，将来的には，日本が
世界に誇る重要な技術領域になると考
えています．その中で，これまでNTT

グループで培ってきた高度な情報技
術，エネルギーマネジメント技術，ファ
シリティマネジメント技術を連携する
ことで，各種情報を分析 ・ 可視化し，
適切に制御することで，スマートコ
ミュニティの早期実現を目指してお
り，すでに実証実験フェーズから，
実際のビジネスフェーズに移行しつ
つあります．

今後は，より正確な予測技術の組込
みや，それに基づいた需給管理制御や
各種アプリケーションの開発と追加，
接続できる施設や装置の拡大を図りま
す．また，スマートデバイスや各種セ
ンサネットワークを活用した住民や入
居者の行動認識や行動予測技術に関す
る研究開発を行い，スマートコミュニ
ティの実現と最適な運用に寄与してい
きます.

（左から） 島陰  豊成/ 渡邊  　剛

過度な節電や省エネルギーは，企業の生
産活動を低下させるだけでなく，住民の健
康にも悪影響を及ぼし，決して長続きしま
せん．快適な住環境と省エネルギーの実現
こそ，スマートコミュニティを社会インフ
ラとして根付かせるために必要な要素です．
私たちは「ICT」×「電力」×「建築」にか
かわる深い技術を持つ企業として，他社に
ない技術開発を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTTファシリティーズ
	 研究開発本部　アドバンストFM部門
TEL	 03-5907-6446
FAX	 03-5961-6640
E-mail　watana25 ntt-f.co.jp

図 6 　北上市スマートコミュニティ導入促進事業におけるCEMS概要
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