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要 旨

NECは、電気自動車（Electric Vehicle：EV）に適した新しい社会インフラ構築を目指し、蓄電・充電統合シス
テムを開発しました。本システムは複数の急速充電器と大容量蓄電池を適切に制御することによって、EV複数
台同時充電時における電力ピークカットや充電時間短縮を実現します。そして、横浜スマートシティプロジェ
クトの実証実験において、地域エネルギーマネジメントシステムと連携することにより、地域の電力需給調整
機能も担えることを検証します。本稿では、本システムと実証実験の概要について紹介します。
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1. まえがき

2. 新しい電力需給における課題

東日本大震災後、電力不足の懸念から、電力系統を効率よ
く安定して利用するニーズが高まっています。更に今後は、
普及が期待される電気自動車（Electric Vehicle：EV）の充電
集中で増加する電力ピークへの対応や、自然エネルギーの発
電量が増加した場合の電力系統の安定化など、新しい電力需
給の課題への対応が必要になります。
NECは、これまでリチウムイオン電池搭載の家庭用蓄電シ
ステム 1） の商品化や、EV向け急速充電器及び会員認証・管
理・決済などクラウドを活用したEV充電システムの開発など
に取り組んできました 2） 。これらの技術ノウハウを生かし、
現在弊社では、蓄電・充電統合システム（Battery and Charger
Integration System：BCIS）を開発することで、新しい電力需
給における課題を解決しようとしています。BCISは、複数の
急速充電器と定置用蓄電池を連携し、EVへ供給する電力を適
切に制御することによって、EV充電における電力ピークカッ
トや充電時間短縮を実現します。2012年以降には「横浜ス
マートシティプロジェクト（Yokohama Smart City Project：
YSCP）」のテーマの1つとして、本システムを使った実証実
験を横浜市内で行い、地域の電力需給調整についても有効性
を検証する計画です。
本稿では、新しい電力需給における課題と、その解決に向
けて弊社が提案するBCIS及び実証実験について紹介します。

EV普及による電力需要の増加と、自然エネルギーによる不
安定な発電の増加により、これまでの電力系統の調整能力で
は安定性を維持できない可能性が指摘されています。
(1) EV普及による電力需要の増加
将来、EVの普及が本格化すると、EV複数台同時充電に
よる電力不足と充電待ち時間の増加が懸念されます。1
カ所の充電ステーションで複数台のEVを同時に充電す
ることを想定すると、複数台の急速充電器を設置する必
要があります。しかし、複数台の急速充電器によるEV
への充電は大電力が必要となるため、充電サービス事業
者や配電事業者はその電力ピークに合わせた受電、配電
設備の増強が必要になります。このため、充電拠点に必
要な受電設備の容量増強による経済的負担の増加や、充
電が同一時間帯に集中することによる電力供給不足、更
には、複数の充電設備があっても電力供給不足が原因で
充電待ち時間が増加してしまう懸念があります。
(2) 自然エネルギーによる不安定な発電出力
今後、一般家庭にも広く普及することが予想される、太
陽光発電や風力発電など自然エネルギーは、天候や日照
量に左右される特質を有するため、ある時間帯に限られ
た不安定な電力供給となることが問題となっています。
そのため、自然エネルギーの発電量が大きい時の余剰電
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力を蓄えておき、電力不足時に供給できる仕組みが求め
られています。
3. 蓄電・充電統合システム（BCIS）
第2章で述べた課題を両者とも解決する手段として、複数の
急速充電器と大容量の定置用蓄電池を組み合わせた、BCISを
提案します。BCISのシステム構成・動作、特徴について述べ
ます。
3.1 システム構成・動作
BCISは、6つのコンポーネントから構成されます。このシ
ステム構成を 図1 に示し、各コンポーネントの動作について
説明します。
(1) 系統受電部
電力系統からの交流電力を直流電力に変換し、蓄電池制
御部及び急速充電器に給電します。
(2) 蓄電池制御部
電力コントローラからの指示により、蓄電池ユニットへ
充電・放電します。

(3) 蓄電池ユニット
リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム
（Battery Management System：BMS）から構成されます。
電力の蓄積と定置用蓄電池の安全性を担保します。
(4) 急速充電器
EVに対して急速充電を行います。電力コントローラか
らの指令に従い、急速充電中の充電電力を動的に制御し
ます。
(5) 電力コントローラ
各コンポーネントの状態監視と電力リソースの管理を行
い、EV充電の最適制御を行います。また、BCISマネー
ジャーからの指示に従い、急速充電器によるEVへの充
電量や、定置用蓄電池の充放電量を制御します。
(6) BCISマネージャー
各BCISを統合監視・管理し、運用保守機能も有します。
図1に示すように、クラウドサービスとして提供するこ
とも可能です。また、地域エネルギーマネジメントシス
テム（Community Energy Management System：CEMS）
と連携することで、地域のデマンドレスポンス電力需給
調整にも応じます。
3.2 特徴

図1 蓄電・充電統合システム（BCIS）のシステム構成

BCISは、電力有効活用のための急速充電器の出力制御機能
と、地域電力の安定性に寄与する電力需給調整機能を持ちま
す。
(1) 急速充電器の出力制御機能
BCISは、これまで動的に制御できなかった急速充電器
の出力を制御し、電力を有効活用します。通常、急速充
電器は充電開始時に確保した電力を、EVの充電が終了
するまで確保し続けます。一方、EVに搭載されたリチ
ウムイオン電池の充電には、定電流・定電圧充電という
方式が使われており、定電圧充電区間では、急速充電器
が最初に確保した電力よりも少ない電力でEV充電する
ことが可能です。BCISでは、この定電圧充電区間で急
速充電器がEV充電に使わない電力を活用し、他のEVや
定置用蓄電池の充電へ動的に分配するように急速充電器
の電力出力を制御しています。
この制御により、EV1台目の充電で使われていない電力
をEV2台目、3台目の充電へまわすことができるため、
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従来の受電・配電設備で運用することが可能になります。
また、EV1台目の充電中に未使用電力が発生した時点で
EV2台目の充電を開始することができるので、複数台
EV同時充電時の充電時間短縮にも寄与します。そして、
併設する定置用蓄電池からの電力を活用することで、更
なる充電時間の短縮が期待できます。
(2) 電力需給調整機能
BCISは、EV充電で利用する電力をコントロールするこ
とにより、地域の電力の安定性に寄与することができま
す。自然エネルギー発電により、地域の電力供給に余裕
のある時には、EVや定置用蓄電池に充電することで積
極的に余剰電力を活用します。一方、電力不足に陥って
いる時には、EV充電途中であっても急速充電器の出力
を抑えたり、定置用蓄電池から電力をアシストしたりす
ることで、充電ステーションで使用する電力をセーブし

ます。また、地域の電力過不足がCEMSから電力価格と
して通知された場合にも、電力価格に合わせてEVや定
置用蓄電池を制御することで、充電ステーションの経済
的負担を抑え、更に間接的に地域の電力の安定に貢献し
ます。
4. 横浜市における実証実験
BCISの開発は、経済産業省による日本型スマートグリッド
の構築や海外展開の実現を目的とした、「次世代エネル
ギー・社会システム実証事業」の1テーマとして採択されたも
のです。横浜市と民間企業が連携し、環境に配慮した都市の
実現を目指すYSCPにおける実証事業の一環として行われてい
ます（ 図2 ） 3） 。実証実験は、2011年度に横浜市の1拠点へ
BCISを導入し、2012年度以降で、前述の複数EV同時充電にお

図2 横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）の全体イメージ
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ける時間短縮や電力ピークカット効果を検証します。また、
CEMSと連携することで、BCISが地域の電力需給調整機能を
担えることも検証する予定です。
5. むすび
EVの複数台同時充電における受電・配電設備への負荷軽減
と、ユーザーの利便性を両立するBCISについて紹介しました。
今後は、CEMSとの連携など、実フィールドで得られる知見
をもとに、引き続き開発・事業化を推進していく予定です。
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