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電力小売全面自由化と地方創生の潮流

■電力小売全面自由化
東日本大震災とこれに伴う原子力発電所での事故を契機
に，電気料金の値上げや需給ひっ迫など従来の電力システ
ムが抱えるさまざまな課題が明らかになりました．こうし
た状況をかんがみ，政府は電力の安定供給，電気料金抑制，
需要家の選択肢拡大や事業者の事業機会拡大を目標にかか
げ，電力システム改革（2015年11月経済産業省資源エ
ネルギー庁）を進めています．今回の電力システム改革は，
第１段階「広域系統運用の拡大」，第２段階「電力小売の
全面自由化」，第３段階「送配電部門の法的分離，小売料
金規制の撤廃」からなり，特に2016年４月からスタート
した「電力小売の全面自由化」により，さまざまな業界か

らすでに300を超える事業者（2016年７月１日現在）
が参入しており，電力小売市場が大きく動き始めています
（図 １）．
これまで電力の販売は企業など大口需要家向けの電力

（特別高圧電力，高圧電力）に限って自由化されていまし
たが，全面自由化により家庭や商店も含むすべての需要家
が，電力会社や料金メニューを自由に選択できるようにな
りました(1)，(2)．この全面自由化により，特定の地域で発電
した太陽光，風力，水力，地熱などの再生可能エネルギー
をその地域で消費する，いわゆる電力の地産地消も可能と
なり，地域経済の活性化促進が期待されています．このた
め，多くの自治体が地方創生の実現を期待し，電力小売事
業に参入を始めています．

（注）需要家保護のため，経過措置として料金規制を残す．（需要家は，当面，規制料金も選択できる）
出典：経済産業省電力取引監視等委員会「電力小売の全面自由化」（2016）より作成
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（注）

図 1 　電力小売全面自由化までの流れ
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地域のニーズに即したエネルギーサービスを
実現するCEMS

人口の急激な減少・超高齢化問題という大きな課題に対し，各地域それぞれの特徴を活かした地方創生の取り組みが本格化し
ています．中でも，東日本大震災以降に加速した電力システム改革によって全面自由化された電力小売事業に参入する自治体が
各地で登場しています．NTTファシリティーズでは，CEMS（Community Energy Management System : 地域エネルギー
管理システム）を活用した地域新電力事業やエネルギーマネジメントサービスを展開しています．ここでは，CEMSの特徴と，
CEMSを活用したサービスや機能の概要について紹介します．
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■地 方 創 生
地方創生を実現する施策の１つであるスマートシティ
は，自治体が主体となり効率的なエネルギー利用や災害時
の電源確保などを実現し，安定した地産地消のエネルギー
インフラを提供します．そのスマートシティのエネルギー
施策で中核を担うのが「地域新電力」です．地域新電力は
暮らしに必要なエネルギーを特定の電源に依存するのでは
なく，その地域で生まれる再生可能エネルギーを購入し
て，地域の需要家に供給します．地域新電力には，主に３
つのメリットが考えられます．
①�　エネルギーの地産地消：太陽光，風力，水力，地熱
といった地域でつくられた再生可能エネルギーを，そ
の地域の需要家に供給し電気代の削減を図ります．
②�　平常時の省エネルギー，節電：CEMS（Community�
Energy�Management�System�:�地域エネルギー管
理システム）でエネルギーの「見える化」やデマンド
レスポンス（需要制御）を実現することにより，省エ
ネルギー，節電効果が期待できます．
③�　災害時の電源確保による防災対策：災害発生などに
よる停電時には太陽光などの発電や蓄電池の充電状態
をCEMSが管理し，防災拠点への電力供給を実現し

ます．
地域新電力は，これらのメリットを活かして，平常時 ・
災害時ともに地域に根差した質の高いエネルギーサービス
を提供します．NTTファシリティーズは，エネルギーマ
ネジメントから施設管理まで統合的なサービスを提供し，
地産地消型のエネルギーインフラを活用することで，地域
経済の活性化と自治体の効率的 ・ 経済的な運用に貢献して
います．さらに，エリアマネジメントサービスの提供によ
り，周辺自治体との連携も促し，より広域かつ高効率な事
業運営を実現します．その実施例として，2012年度から
岩手県北上市で進めてきた「北上市あじさい型スマートコ
ミュニティ構想モデル事業」が挙げられます．NTTファ
シリティーズは本事業における事業実施主体として参画
し，自治体が保有する太陽光発電所（2.9�MW）の整備 ・
保守に加え，2015年４月には北上新電力を設立し電力の
地産地消の取り組みを開始しました．本事業では，北上市
市内に導入した分散型電源を，当社運営のCEMSを用い
て一元的に管理し，公共施設の使用電力に対する再生可能
エネルギー比率の向上，市内の面的な防災機能強化，電力
の地産地消などを実現し，事業運営をサポートしています
（図 ２）．
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図 2 　北上市あじさい型スマートコミュニティ構想モデル事業の概要
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CEMSの概念

CEMSは幅広い概念ですが，一般的にはその地域に散在
するHEMS（Home�Energy�Management�System�:�宅
内エネルギー管理システム）やBEMS（Building�Energy�
Management�System）を使って「点」として管理され
るスマートハウスやスマートビルを包括し，地域的な「面」
として管理するためのシステムであるといえます(3)．NTT
ファシリティーズでは，地域で生まれた再生可能エネル
ギーをその地域に供給する地域新電力事業および，地域内
の電力エネルギーを効率良く利用するエネルギーマネジメ
ント事業をサポートするため，「電力の需給管理」「電力の
見える化」「システム連携制御」の機能を有したCEMSを
開発しました．

CEMSの特徴

NTTファシリティーズのCEMSは，３つの独立したサ
ブシステムを相互連携させることにより構成されています
（図 ₃）．１番目は，エリアの需要予測，発電所の発電予測，
需給計画の策定といった電力の需給管理を行う「地域新電
力システム」であり，CEMSの中核となるシステムです．
２番目と３番目の「FITBEMS」「Remoni（リモニ）」は
地域新電力システムと連携して利用されます．FITBEMS
（クラウド型のビルディングエネルギーマネジメントシス
テム）は，主に空調 ・ 照明といった建物設備と建物全体の
電力の使用状況の計測 ・ 分析 ・ 見える化や省エネルギーの

ための機器制御などを可能にするシステムです．Remoni
は電力の使用状況の見える化や蓄電池などの電力機器の計
測 ・ 制御を可能とするシステムです．CEMSには，地域
新電力が供給する電力も含めた地域内の電力の需給管理，
見える化，デマンドレスポンスを活用した節電の促進など
のさまざまな機能が求められます．そのため，適用領域が
異なる独立したサブシステムの特徴を活かして統合させる
ことで，CEMSの拡張や改変が容易にできる構成として
います．
例えば，CEMSが管理する建物や電力機器が新たに設置
さ れ た 場 合 に は，FITBEMSの 連 携 機 能 の 追 加 や，
Remoniが機器と通信するためのドライバソフトの開発で
拡張が可能です．地域新電力システムとFITBEMS，
Remoni間は，デマンドレスポンスシステムの事実上の標
準となりつつある「OpenADR�2.0b」によってシステム
連携制御します．そのため，仮に新しい建物や電力機器に
対応する必要が生じた場合，FITBEMSやRemoniといっ
た独立したサブシステムへ対応するだけで，CEMS全体
に影響を及ぼすことなく，機能を提供し続けることができ
ます．

CEMSを通じて提供するサービスや機能

NTTファシリティーズのCEMSは，すべてクラウドサー
ビスとして提供しています．そのため，サーバなどの機器
設置場所の制約から解放されることに加え，管理が必要な
拠点が追加されても１つのクラウドで一括して管理が可能

各種電力機器

図 3 　CEMSを利用したエネルギーマネジメントシステムの概念図

出典：NTTファシリティーズジャーナル，No.311「地方創生」，（2015）より作成
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です．また，地域新電力の管理と地域内エネルギーマネジ
メントの両者をカバーできるCEMSは，国内であまり例
がありません．

スマートシティ実現への課題

スマートシティを実現するために必要なHEMS，BEMS
といったxEMS（xEnergy�Management�System）はさ
まざまな機器と相互接続させることが必要になります．し
かし，ベンダが提供する機器の仕様はベンダごとに異なっ
ている場合があり，xEMSと連携させるための課題になっ
ています．当社のCEMSは３つのサブシステムを組み合
わせることで拡張が容易になっていますが，今後，さらな
るエリア拡大のため新しい機器への対応が必要になるな
ど，xEMS共通の課題を抱えています．
このような状況下において，スマートグリッドに関する
標準化が国際電気標準会議（IEC）やアメリカ国立標準技
術研究所（NIST）などで活発に行われ始め，日本国内で
は経済産業省が中心になり，HEMSとデマンドレスポン
スの標準化が進められています．NTTファシリティーズ
では，電気学会「スマートグリッドに関する電気事業者 ・
需要家間サービス技術基盤調査専門委員会（SGTEC）
WG4」に参加し，CEMSにかかわる国際標準化を推進し，
こうした課題解決に取り組んでいます（図 ₄）．

今後の展開

当社のCEMSの主要なサブシステムである地域新電力
システムは，太陽光発電の発電予測，電力会社や気象機関
などの外部システムとの連携機能を備えています．今後
は，地域新電力システムを活用して，より多くの地域の地
域新電力の運用をサポートするとともに，サブシステムと
連携した地域のエネルギーマネジメントサービスを広げて
いく予定です．
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図 4 　スマートグリッド国際標準化の動向
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