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要　旨
太陽光発電（Photovoltaic：PV）などの急速な普及、震災によるエネルギー政策の見直しなどにより、大きな変
革点を迎えています。「電力会社から電気を“購入”するだけから、需要家側でも“創る”、“貯められる”
時代」に変わることで、電力系統をバランス良くきめ細やかにコントロールすることが、ますます重要となっ
てきていると言えるでしょう。NECでは、長年の社会インフラ設備監視制御システム構築で培った基盤技術を
有効活用し、各種社会インフラ設備や需要家内に設置されるエネルギー機器を、広域かつ迅速に監視制御する
技術を開発し、実証中です。本稿では、その開発と今後の製品展開について紹介します。
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1. まえがき

太陽光発電（Photovoltaic：PV）や電気自動車（Electric
Vehicle：EV）、家庭用蓄電池など新しいエネルギー機器の急
速な普及により、エネルギーマネジメントシステム（Energy
Management System：EMS）を取り巻く環境は大きく変わりつ
つあります。一方で、東日本大震災により、安全で快適な生
活を送るうえで「電力の安定供給」と「電力の効率利用」は
欠くことのできない要件であることが、改めて認識されてい
ます。
NECはさまざまな社会インフラ向け監視制御システムを構
築してきており、ここで磨かれた高度な技術と豊富なICT技術
を、こうした新しい動きに活用しようとしています。
第2章では、EMSの概要を示します。第3章では実証試験中
の需要家に設置されるエネルギー機器に対応したEMSについ
て紹介します。第4章では、今後、展開予定の広域インフラ
EMSについて説明します。

2. エネルギーマネジメントシステムの概要

PVや蓄電池、EV、自家発電機など、さまざまなエネル
ギー設備の普及により、電力会社から需要家への一方向の電
力の流れだけではなく、需要家側でもエネルギーを創る、貯
める機会が増え、それらを考慮した総合エネルギーマネジメ

ントが求められていくと考えられます。
弊社は、これまで電力会社が管理する電力監視制御システ
ムの開発で、高信頼・保守性の高い監視制御技術を培ってき
ました。そのノウハウを需要家内に設置されるエネルギー機
器の監視制御網に応用し、次世代の広域監視制御技術へと発
展させていく予定です。弊社が目指しているEMSの概要を 図図
1 に示します。電力系統に設置された装置のみだけでなく、
工場や公共施設、家庭などに設置されたエネルギー機器を含
めた、より広い領域まで包含した柔軟性の高いエネルギーマ
ネジメントが必要になります。
弊社は、これまで電力会社が有する高品質な電力監視制御
システム分野において、高い実績を有してきました。
その電力監視制御システム間では、次のような点が特に重
要視されます。
1) 情報の欠落防止
2) 規定レスポンスの確保
3) 誤情報伝送防止
4) セキュリティ確保
5) 保守運用の効率性
これらを実現するために、弊社では、IPを始めとする各種
プロトコル手順や複雑なパケット処理をソフトウェア資産と
して蓄積し、専用のハードウェアにて効率的かつ高い品質で
監視制御システムを構築してきました。こうした仕組みは電
力監視制御システムに限らず、弊社の社会インフラ系システ
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図1   EMS概要図

ムで広く使われています。
このような監視制御技術を応用し、既存電力系統とローカ
ルのEMSを連携、融合し、次世代の広域監視制御システムへ
と発展させていくことを想定しています。これまでの監視制
御システムでは、電力系統に設置された装置のみを制御対象
としてきましたが、各需要家のPVなどの発電量を制御する場
合は、地域単位で数万台の装置を制御する必要があります。
弊社は多数の機器への制御を想定したEMSを開発し、実証試
験を行っています。その取り組みについて紹介します。

3. 実証試験中のEMSの紹介

各需要家に設置される新エネルギー機器に対応したマネジ
メントシステムの1つとして実証試験中の分散型電源用転送遮
断システムについて紹介します。

分散型電源用転送遮断システム

PVなどの普及が急速に進んでいますが、PVなどの分散型
電源が大量導入されると、電力系統にさまざまな問題が発生
すると予想されています。本システムは、新エネルギー大量

普及時の諸問題解決に有効なほか、「広く、一斉に通知可
能」という特長を生かし、エネルギー機器の広域監視制御な
どの新サービス展開にも応用可能です。電力会社から各需要
家レベル単位での迅速な監視制御が可能です。
(1) システム構成
本システムは1）電力会社に置かれる制御系情報通信親
局装置（親局）、2）電柱上に設置されるMicro-DX装置
（中継局装置）、3）需要家単位で設置される制御系情
報通信子局（子局）から構成されます。子局装置はPV
に対応して設置され、系統と需要家のインタフェースと
なる装置です。Micro-DX装置は、ラストワンマイル通
信を担当するGW装置となります。
本システムは中国電力株式会社エネルギア総合研究所殿
との共同研究を行っており、独立行政法人 新エネル
ギー・産業技術総合開発機構(NEDO)殿の委託研究「米
国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実
証」でもシステムの有効性を検証する予定です。 写真
に、中国電力殿で実証中のMicro-DX装置と子局装置の
実証風景を示します。

(2) 機能
分散型電源用転送遮断システムでは次のような機能を実
現しています。 図2 に本システムの概念図を示します。
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11)既存システムとの連係による需要家の特定
親局装置は中継局装置と子局装置をデータベース管理し
ており、PVなどの大量の新エネルギー機器をデータ
ベース管理することが可能です。また、既存電力システ
ムと連係することで各装置の配電系統状態を把握し、事
故情報とリンクさせて制御対象となる装置を瞬時に特定
することができます。
親局装置は事故情報を受信すると、緊急性の高い情報と
してMicro-DX装置を仲介して信号を一斉同報し、数万

写真   分散型電源用転送遮断システムの実証試験風景

台の子局に対して同時に伝送を行います。対象の子局
（需要家）は受信した信号の内容を判断し、該当した場
合のみ反応して制御を行います。広く、一斉に多くの制
御対象に信号を伝えながら、確実に対象の需要家のみを
制御できることが特長です。情報の集配信イメージを
図3 に示します。信号は全グループに通知されますが、
グループAとグループCのみが制御対象となります。
2)リアルタイム性を確保した情報集配信
本システムでは、PVの単独運転を防止するために、PV
の切り離し完了を事故発生から1秒以内に実現する必要
があります。ラストワンマイル通信に回線速度の遅い低
速PLC通信（回線速度 7.5kbps）を用いた場合でも、事
故情報受信からPVの切り離し完了まで200ms以下のレス
ポンスで制御できることを確認しています。
Micro-DX装置は、回線スピードの異なるIP通信やPLC
通信、無線通信の調整を図り、伝送の効率化を実現して
います。緊急性の高い制御情報だけでなく、緊急性の低
いモニタリング情報などの伝送も可能であり、それらの
バランスを考慮し、各用途に応じた情報の集配信が可能
です。

図2   分散型電源用転送遮断システム
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図3   分散型電源用転送遮断システムの情報配信イメージ

4.  社会インフラ系システムで狙う
広域インフラEMS

弊社は電力分野にとどまらず、ダム・河川、上下水道、鉄
道、道路、ビルなど社会インフラ全般で監視制御システムを
展開しています。今後は、ICTによる監視制御技術をベースに
発展させ、さまざまな単位でエネルギーの需要と供給バラン
スを取るための広域インフラEMSを構築することを考えてい
ます。弊社の考える実現イメージを 図図4 に示します。
電力会社の系統情報、PVなどの自然エネルギー、各地域の
消費状況をもとに、最適な需要と供給のバランスを取ること
で、自然エネルギーの普及に対する問題解決だけでなく、省
エネへとつながる最適なEMSが実現可能と考えています。
分散型電源用転送遮断システムの多数同時制御の仕組みを
活用し、多数のエネルギー機器を迅速にコントロールすると
ともに、既存インフラの監視制御システムと連係することで、
管理されている情報を集約することができます。そうするこ
とで、制御対象となる機器はロケーションフリーになり、地
域単位、コミュニティ単位で一元管理することができます。
管理された情報をもとに、制御や情報周配信をさまざまな単
位で「広く、一斉に」行うことが可能と考えています。また、
クラウド情報とも連係することで、さまざまなアプリケー
ションを実現可能と考えています。

5. むすび

本稿では、弊社が保有する社会インフラ系監視制御技術が

図4   広域インフラEMS（イメージ）

持つ高い能力と、それらを活用した次世代EMSについて、実
証試験中のシステムとその製品展開をとおして紹介しました。
世界的なCO 2 削減要請、原発事故などを受け、日本のエネ

ルギー政策は大きな変革期を迎えています。自然エネルギー
やバッテリ、EVなどが当たり前に存在するような世の中では、
社会インフラシステムに求められる機能や役割も変わってい
くものと考えられます。
弊社は先進のICT技術開発を通じ、時代にあったEMSを提
供することにより、安心・安全で快適な社会の実現に貢献し
ていきます。
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