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EV充電事業の商用化を支える
EV充電インフラシステム
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要 旨
電気自動車（EV）は、持続可能な社会実現に向けた取り組みとして世界中で推進が行われていますが、普及には基盤と
なるEV 充電器などの充電インフラの整備拡大が必要となります。NEC では、先行実験的な要素が強かった充電インフ
ラの整備を実用的な段階へ引き上げるために、EV 充電コントローラを開発し、遠隔からの運用監視や充電制御だけで
なく、ICカードによるユーザー認証 / 課金機能や電子マネー課金機能を実現する、商用向けEV 充電インフラシステムを
構築しました。本稿では、これらEV 充電インフラ整備の商用化を推進するNEC のシステムと導入事例を紹介します。
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1. はじめに
近年、地球温暖化やPM2.5 などの社会問題への取り組み

ドタウンの地下 2F 駐車場（充電器125 台）に設置し、運用
を開始することができました。
本 稿では、EV 充電インフラ事業の展開状況を説明し、

として、電気自動車（EV）が世界中で注目され、導入への推

EV 充電インフラの商用化を推進するために現在 NEC が構

進が行われています。ただし、その本格的な普及には、EV

築し、展開している商用向けEV 充電インフラシステムとそ

充電器などの充電インフラの量的な充実とともに、将来にわ

の導入事例を紹介します。

たって維持管理できる質的な仕組みが欠かせません。そこで
NEC では、EV 充電インフラをビジネスとして運用可能にする
ための、商用向けEV 充電インフラシステムを構築しました。

2. EV 充電インフラ事業の展開状況

具体的には、既存のEV 充電器をネットワークに接続する

現在、EV 充電インフラは立ち上げ時期を終え、本格的な

EV 充電コントローラを開発し、NEC が持つクラウドサーバ

設置急拡大期にあります（ 図1）。経済産業省では、2020

システムと連携させることで、遠隔からの運用監視や充電制

年には急速充電器 5,000 基、普通充電器 200 万基の導入を

御だけでなくICカードによるユーザー認証 / 課金機能や電

目指した目標を設定し、国や大手自動車メーカー主導による

子マネー課金機能を実現し、24 時間 365日の運用とさまざ

補助金で後押しを行っています。これにより、最近では高

まな課金手段を提供しています。
また、大型商業施設が持つ大規模駐車場への大量設置
を可能にするために、数百台規模の充電器を複数台のEV
充電コントローラで分散連携管理するシステムを開発しまし

電子マネー

認証・課金

店舗広告

充電器

小規模向け

用する電力量制限などの運用性を提供しました。

大規模向け

商用化、大規模設置

リモート制御
フェーズ1：立ち上げ

このような取り組みが評価され、2015 年1月には東京ミッ
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各種サービス
グローバル化

た。これにより、利用者に対してはどこにでも駐車できる利
便性を提供し、施設管理者に対しては施設全体で同時に使

車載連携

充電器リモート制御
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フェーズ２：設置急拡大期

充電インフラ利用サービス・世界対応
フェーズ３：サービス拡大期

現在

図1

EV 充電インフラ事業の展開
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速道路やコンビニエンスストア、大規模商業施設などへの大

表

型設置案件が次々に決まり始めています。
このような状況に対して、NEC では、立ち上げ時期から

対応充電器一覧

対応充電器（メーカー名）
JFEエンジニアリング株式会社

急速充電器

先行していた知見を生かし、本稿で述べるEV 充電インフラ

株式会社高岳製作所

の商用化及び大規模設置対応システムの実現で EV 充電器

ニチコン株式会社
日産自動車株式会社

の普及を推進しています。また、その先では NEC の総合的

日鉄住金テックスエンジ株式会社

な通信技術と社会インフラ経験を生かし、展開した充電イ

株式会社ハセテック

ンフラに新たな付加価値を提供することで、EV 充電だけに
とどまらない新たなサービスやグローバル展開を行っていく

富士電機株式会社
普通充電器

NEC
株式会社豊田自動織機

ための準備を進めています。

内外電機株式会社
パナソニック株式会社

3. 商用向け EV 充電インフラシステム
NEC が提供しているEV 充電インフラシステムの全体構
成と、それらが実現している機能を説明します（図 2）。
（1）充電器
EVを充電するための機器です。普通充電器と急速充
電器の 2 種類があり、充電用コネクタの形状や充電す
る速度に違いがあります。既にさまざまなメーカーから
販売されています。
（2）EV 充電コントローラ
本機器は、以下の 4つの機能を提供します。
図3

1） 充電器制御

EV 充電コントローラと充電器

すべての充電器とネットワーク接続させることで、充電
器操作を一括管理します。NEC で定義した簡単な通
信プロトコル（充電開始 /停止、休止 / 再開、状態通

知）に充電器を対応させるだけで接続可能となります。
この仕組みにより、現在、
表に示す充電器をEV 充電

電子マネー A

NCS

電子マネー X

会員カード Y

コントローラから操作することが可能になっています。
1台のコントローラで、最大 30 台の充電器を直接制
御できます。

電子マネー管理サーバ群

会員カード認証管理サーバ群

2） ユーザーインタフェース
お客様が充電の開始や停止を行うために必要なイン

マルチサービスゲートウェイ

EV 充電制御サーバ

NEC クラウド

タフェースを提供します（図 3）。
接続されたすべての充電器の操作や、課金のための
会員カードや電子マネーの読み取りもここで一括して
行います。
3） コントローラ間通信
30 台を超える大規模充電システムを構築するための

充電器

図2

【スタンド型】【壁掛け型】

機能です。コントローラ間をローカルネットワークで

EV 充電コントローラ

接続させることで、最大 780 台の充電器を制御するこ

EV 充電インフラシステム概要

とができます。

NEC技報／Vol.68 No.1／安全・安心で快適な生活を支えるエンタープライズ・ソリューション特集

65

豊かな生活 / 豊かな暮らし
EV 充電事業の商用化を支えるEV 充電インフラシステム

また、数百台規模の充電器を商用として適切に制御

ドを利用した、充電器利用のためのパスワード発行・

するための機能として、大量の充電器の同時利用に

認証する機能も提供しています。

よる店舗の電力容量超過に対応した同時充電台数制

（4）会員カード認証管理サーバ

限機能や、距離的に遠い充電器の表示や操作を制限

NCSカードなど、各カード管理運営事業者で管理して

する機能、システムを構成する一部が故障しても継続

いる会員認証機能を提供しています。EV 充電制御サー

動作する機能などを提供しています（図 4）。

バとの外部連携 I/Fを経て、認証用カード情報や会員

4） NEC クラウド間通信

利用実績を情報交換します。この情報を元に月額利用

3G 通信を使い、NECクラウド上の各種サーバと連
携するための機能を持っています。これにより、ユー

状況サービスを提供します。
（5）マルチサービスゲートウェイ

ザー認証、課金、常時監視などさまざまな商用化機

複数の電子マネーサービスを、安全に一括管理するた

能を実現可能にしています。

めの機能を提供します。電子マネーにかかわる処理は、

（3）EV 充電制御サーバ

その種類にかかわらずいったんこのサーバを経由し、

本サーバは 2 つの機能を提供しています。

個々の電子マネー管理サーバへ分配されます。NEC の

1） 遠隔監視・保守

自販機向けサービスとして実績を積んできたシステム

EV 充電コントローラと連携することにより、コント

を、EV 充電システムに適用させています。

ローラと充電器の状態情報の管理や遠隔操作を可能

また、ソフトウェアの遠隔更新機能も提供しています。

にします。充電器管理用のWeb I/Fを備えており、

（6）電子マネー管理サーバ

24 時間 365日のリアルタイムな監視や迅速な運用を

それぞれの電子マネー事業者が所有するサーバで、電

実現可能にしています。

子マネーの取引ログデータやネガデータを扱い、利用実

2） ユーザー認証（会員カード認証、パスワード認証）

績を管理します。

会員カード認証機能を有しており、コントローラ側で

以上の各機能をNECクラウドネットワーク上で連携動作

読み取ったカード情報とサーバ側で管理しているデー

させ、全体として商用向けEV 充電インフラシステムを実現

タとを照合し、認証可否判定を行います。また、多く

しています。

のカード管理運営事業者様と協業できるように、その
処理を外部に委託するI/Fも持ち合わせています。
また、電話による自動応答サービスもしくはスマート
フォンによるアクセスにより、お客様のクレジットカー

4. 東京ミッドタウン導入事例
本システムを用い、2015 年 1月に東京ミッドタウンの時間
貸し平面駐車場157 台のスペースのうち、約 8 割に当たる
125台分という、これまでに例のない大規模設置を実現しま
した（写真1）。

NEC クラウド

充電中

（1）駐車スペース全面設置

充電中
同時充電台数 : 5 台

既存のほぼすべての駐車スペースに設置する必要が
あったため、ガソリン車と電気自動車の共用駐車を実
現する普通充電器及びその設置器具を開発し、導入し

充電中

充電中

充電中

充電待ち

ました（写真 2）。
（2）100 台を超える大量設置
125 台の充電器を、お客様の動線上に点在させた 7 台
のコントローラで連携制御させ、どのコントローラから
でも充電器の操作を可能にしました。また、実際の電
源容量を超える充電器を設置することになるため、同

図4
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コントローラ間連携による同時充電台数制御

時充電台数管理機能を導入しました（写真 3、
図 5）。
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コントローラ
充電器

出入口
出入口

出入口

写真 1

東京ミッドタウン充電テスト

図5

駐車場への EV 充電コントローラと充電器設置

が、現在に至るまで大きなトラブルもなく、順調に稼働して
います。

5. むすび
本稿では、商用向けEV 充電インフラシステムに対する取
り組みと、その導入事例を紹介しました。商用向けEV 充電
インフラシステム構築においては、NEC が保有するクラウド
サービス、電子マネーサービス、組込みシステムなどの幅広
写真 2

充電器設置の景観

い開発・構築技術を活用することで実現することができまし
た。この総合力を生かしながら、今後もEVインフラの普及
を推進し、地球にやさしいよりよい社会の実現に貢献してい
きたいと考えています。
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関連 URL
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写真 3

EV 充電コントローラ

以上のシステムを2014 年11月～12月にかけて設置し、導
入テストを行い、2015 年 1月の導入を実現しました。大規
模設置に対応した EV 充電システムとして最初の導入でした
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