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エネルギー産業のパラダイムシフト
東京工業大学 特任教授

中上 英俊

はじめに
第四次エネルギー基本計画が昨年4月(2014年4月)に策定され、懸案で
あったエネルギーミックスの内容が今年5月末公表されるに至った。ここに
至るまで、関連する多くの審議会が開催され私も柏木教授とご一緒にいく
つかの審議会の議論に参加する機会を得てきた。審議がかくも長時間を要
したのは、ひとえに福島第一原子力発電所の被災による未曾有の災害に起
因していたといってよい。加えて、いくつかの懸案事項が重なっていたこ
とも時間を要した理由であった。しかし、今年の末にパリで開催される
COP21に向けたわが国の温暖化ガス削減目標の提示の期限が差し迫ってき
たこともあり、やっとエネルギーミックスについての方向が決定されたわ
けである。
一方、これからのわが国のエネルギー需給にとってそれ以上に大きな影

プロフィール

響を与えることになるであろう電力・ガス事業の規制緩和がある。大きな

中上 英俊（なかがみ・ひでとし）

期待がもたれているようであるが、果たして需要家にとってはどのような

博士（工学）

影響がもたらされるのであろうか。この問題について考えてみたい。

株式会社 住環境計画研究所 代表取締
役会長

サプライサイドからデマンドサイドへ
これまでのエネルギー供給政策は、需要に応じて供給は保障されている
ことが大前提であったように思われる。供給義務を負っているがゆえに地
域供給独占が認められてきた経緯がある。供給義務を遂行するには十分な
供給容量を常に確保しておく必要がある。しかし、電力はガスや石油と
違って基本的には貯蔵して蓄えておくことは困難である(揚水発電や蓄電池

1973年東京大学大学院工学系研究科建
築学専門課程博士課程を修了、博士
（工学）。同年、住環境計画研究所を
創設、1976年株式会社として改組し代
表取締役所長、2013年4月代表取締役
会長就任。

を除けば)。従って、どの程度の裕度を持って供給力を確保しておくのかは
経営にとっても大変大きな課題であろう。過大な設備を持つことはそれだ

日本学術会議連携会員、東京工業大学

けコスト負担が増加することを意味する。増大し続ける電力需要に対応し

統合研究院特任教授、早稲田大学招聘

て供給余力を確保し続けることはこれまでの電力事業者にとってはある意

研究員、経済産業省総合資源エネル

味で必須の対応とされてきた。海外ではこのような需要と供給のバランス

ギー調査会 臨時委員、環境省中央環境

を 最適化する ためにいわ ゆる「統合 資源計画 (IRP: Integrated Resource
Planning)」と呼ばれる経営計画が盛んに議論されてきた。その一つが「デ
マンドサイドマネジメント（DSM: Demand Side Management）」である。
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電力の需給を需要サイドから見るのか供給サイドから見

ワーの時代がやってくることになる。となるとお互いに

るのかによって、最終的な経営資源の有効な配分を決定

これまで手を付けてこなかった新しい事業展開が可能に

しようという試みである。わが国でもその一つとして、

なってくる。その原点は、改めて最終消費者にあること

深夜電力価格の低減により昼間の需要を夜間にシフトさ

を肝に銘じておく必要があるだろう。これまでの機器開

せる手法がとられてきたのはよく知られているところで

発や、商品開発の基本には供給しているエネルギーに執

ある。海外ではさらに大きく需要側に踏み込んで、省エ

着せざるを得なかったであろうし、またエネルギー間で

ネルギー型冷蔵庫の購入にあたって電力会社が割引クー

の市場争いが大きな目標の一つであったとも思われる。

ポンを発行したり、住宅の省エネルギー診断を無料で提

これからは少なくともこの縛りからは自由になることが

供したりさまざまなメニューが提供されてきたことはよ

できる。そうなるとそれぞれの開発ターゲットは最終消

く知られている。

費者に向けてのエネルギーソリューションの提供に尽き
ることになるのではないだろうか。さらに消費者の求め

輸送用,

るソリューションは必ずしもエネルギー需要の増大を意

1%

味しなくなるかもしれない。省エネルギーや地球にやさ
しいといったニーズをどのように満たしていくのかと
いったソリューションが大きな意味を持ち始めるかもし
れないからだ。まさにエネルギーの適材適所なサービス

家庭用,

提供がエネルギー産業から提供される時代がやってく

30%
産業用,
47%

る。

合計
28,503MW

これまでの多くの産業が供給サイドの視点から市場を
体系化してものを提供していた時代から、情報通信技術
の革新は大量なビッグデータから如何にカスタマイズし

業務用,

た消費者目線からの商品提供ができるかが大きな課題に

23%

なりつつある。エネルギーにあっても、スマートメータ
の普及や、家庭やビル等における情報通信技術の普及拡
大は、いかに最終消費者一人一人に必要とされるエネル

米国におけるリテールDRプログラムのピーク

ギーサービスを提供できるかが勝負の分かれ目になって

削減ポテンシャル(2012年)

くるのではないだろうか。

出 所 ） FERC, 2014 Assessment of Demand
Response

and

Advanced

Metering

Staff

Report, December 2014.

まさにエネルギー産業においてもサプライサイドから
デマンドサイドへのパラダイムシフトが始まろうとして
いる。

さて、エネルギー産業における規制緩和は、これまで
とは全く異なった見方が必要になってくるに違いない。

おわりに

従前のような供給責任に代わって自由競争が前提とな

エネルギーの需要実態をきめ細かく把握し、詳細な需

る。となると十分な余力を確保して電力を供給すること

要構造を解析できる体制をいち早く整えた事業者が新し

は、コストを押し上げる要因になりかねない。それは、

いサービス展開において優位に立つと思われる。規制緩

経済合理性に沿った供給余力の範囲で自由競争に立ち向

和が足かせや障害になるのではなく、最終消費者にとっ

かうことを意味することになるだろう。いわゆるディマ

てこれまでにない新しいエネルギーサービスを享受でき

ンドリスポンス(DR)が電力供給戦略上大きな意味を持ち

るような新たな展開を期待している。

始めるかもしれない。
エネルギーのベストミックスが需要分野においても
またこれまでのように電力とガスとの対立的な議論は

次々と提案されることを願ってやまない。

全く意味を持たなくなるだろう。まさにガスアンドパ
3
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開催報告
AES主催

最後に、正代尊久特任教授（NTTファシリティーズ共
同研究部門）が「新電力会社の実現と課題」をテーマに

第1回AESセミナー

講演。同社の地域新電力事業を紹介、その一環として、

日時：2015年4月24日（金）

4月からサービス開始した「北上市あじさい型スマート

場所：大岡山キャンパス蔵前会館ロイアルブルー

コミュニティ」を挙げ、紹介した。また、地域新電力事

ホール）
参加：約80名（オブザーバー参加2名含む）

業を進める上でのポイントについて、公民連携や地域の
機能役割分担等、自身の経験談も交えながら紹介した。

はじめに、 AESの小田拓也特任教授が今回1回目とな

第18回イブニングセミナー

るAESセミナーの狙いを説明、座長の小鑓隆史特任教授

日時：2015年5月13日（水）

が後を続け、司会進行も並行した。

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

1人目の講演は柏木孝夫AESセンター長「成長戦略にお

講師：理工学研究科 国際開発工学専攻 神田学教授

ける地域活性化の位置づけ」。地方自治体は、民間が投

議題：街区スケールの気象観測・予測とその利用

資しやすい公共事業を考えるべき時期が来ていると提

可能性〜地域EMSの構築に向けて〜

言。公共事業をエネルギーインフラとして捉え、自治体

参加：20名

がネットワークを管理し民間事業者が運営を担当、それ
を中心に地域の開発を進める、いわゆる「コンパクト＆

神田研究室で研究している都市部での気象予測は、建

ネットワーク」の概念を提唱した。この実現には、地元

築や土木から、人間の温熱感までつながっている技術。

のバイオマス資源や分散型導入も取り込める熱導管が

気象庁から配信される天気予報のデータを取り、都市→

キーファクターとしている。

街区まで落として解析する。土地利用やエネルギーを取

次に、金谷年展特任教授が「エネルギーと強靭化」で

り入れた気象予測技術が、確立しつつあるという。目的

講演。国土強靭化基本法の成立から、全省庁横断型の

により解析技術を使い分けている。与えられた天気予報

オールジャパン体制で、国土強靭化（レジリエンス）に

をPCで解析する方法や観測タワーやスキャニングライ

流れていった経緯を説明した。昨年7月に活動開始した

ダー、ウェアラブル（装着型）の人体温熱計測システム

レジリエンス推進協議会も紹介した（柏木センター長は

といった機器を使う解析、また熱画像風速測定法

理事、AESセンターは幹事団体に参画）。協議会ではさ

（TIV）等も紹介した。

まざまな分野の強靭化WGが立ち上がり、それぞれ検討

また地域EMSとして同技術を落とし込んだ場合の、太

しているという。また、バイオマス産業そのものだけで

陽光発電や小型風力発電を利用した気象予測の解析方法

は収支が合わず、地域の雇用につながらないため、同時

（日射量のモニターや小型風力の分散化による瑣末電力

に、地域にお金が循環するビジネススキーム（雇用促

の集積）が提案された。

進、観光促進。6次産業化、レジリエンス等が密接に結
びついている）を考えることを提案した。

特別講演会
日時：2015年6月10日（水）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：Dr. Valeriy Maisotsenko, Chief Scientist and
Founder, Idalex Inc. and Coolerado Inc.
議題：The Maisotsenko Cycle (M-Cycle) for Power
Generation and Waste Energy Recovery
参加：11名
講師のメイソチェンコ教授は、気化式冷却プロセスで
ある”Mサイクル(Maisotsenko Cycle)”の考案者であり、
多数の関連特許を取得している。九州大学の訪問教授と
として来日された。始めに九州大学宮崎隆彦准教授から

4
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メイソチェンコ教授をご紹介いただいた後、同教授から

の頻度のため、社会的変化に追従できず精度が落ちる面

Mサイクルを用いた多数の応用アイデアの紹介があっ

がある。また、民間のデータ利用は個人情報保護の観点

た。

から使用不可になる等、調査実施にはさまざまな課題が

講演では、Mサイクルは熱・物質交換器であり、冷

ある。

却、熱回収、濃縮、蒸留等、様々な応用が考えられるこ

今後は、モバイル系のビッグデータと既存の調査を組

と、冷凍空調分野に留まらず発電分野や再生可能エネル

み合わせる等の新たな付加価値を模索している。スマー

ギーなど多岐の適用が考えられること、などが強調され

トシティ評価に向けた分析手法には、エネルギー相互融

た。

通などの協力行動をどう調査に盛り込むか、これまでと

質疑では、実証事例や詳細な検討の状況などに関する

違った観点が必要になるという。

質問があった。これに対して、各所で様々な取り組みが
成されており、こうした情報を集約することでブレイク

平成27年度AES研修会「田町駅東口北地区Ⅰ街区」

スルーが得られると考えている、との回答があった。

日時：2015年6月19日（金）
場所：第一スマートエネルギーセンター、みなとパーク
芝浦（田町）
参加：約50名
始めに東京ガス（株）都市エネルギー事業部・山本智
美課長に、田町駅東口北地区のスマートエネルギーネッ
トワーク「田町スマエネパーク」をご紹介いただく。そ
の後2班に分かれ、2施設を交互に見学した。
第一スマエネは、東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ（株）の入江氏より説明いただいた。第一は
2014年11月に稼働、第二は2019年に完成予定。ガス

第19回イブニングセミナー

コージェネを核に再生可能エネルギー（太陽光発電

日時：2015年6月15日（月）

等）、未利用エネルギー（地下水）などを有効利用、か

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

つICTを用いた需要最適エネルギーマネジメントシステ

講師：大学院理工学研究科 福田大輔准教授

ム「SENEMS」の活用等により街全体の省CO2化、省エ

議題：スマートコミュニティに対する交通調査・行動

ネ化、エネルギーセキュリティーを向上させている。

分析からのアプローチ
参加：13名
車の交通調査・人の行動分析について、歴史的背景や
トレンドを追いながら紹介いただいた。調査手法では首
都圏での「パーソン・トリップ（PT）調査」（1968年
〜）のような世帯ごとの調査から始まり、最近では携帯
電話やETCを利用したビッグデータ取得が確立しつつあ
る。いずれも一長一短がある上、調査実施が10年に1回

一方みなとパークは、港区芝浦港南総合支所の竹田氏
に施設概要を、環境リサイクル支援部の目時（めとき）
氏に施設に使われている国産木材について紹介いただ
く。2014年12月に開設、行政施設のほか区民施設、ス
ポーツセンター（プール含む）等を有する。SENEMSに
よりエネルギーの需給制御と見える化を行い、気流発生
装置や光ダクトなど、先進技術を導入した省エネ設計を
進めている。
5
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東京ガス共同研究部門の活動紹介
スマートエネルギーネットワークの実証・実装に向けての取り組み
荒木和路（特任教授）、永井 猛（特任准教授）、山田幸充（研究員）
長谷川隆三（研究員）、佐藤大輔（研究員）
東京ガス共同研究部門の活動の一端をご紹介いたしま

先行開発されているⅠ街区では第一スマエネセンター

す。東京ガスは、化石燃料の有効利用と、太陽光・太陽

を中心に、港区の施設と「愛育病院」が設置されまし

熱などの再生可能エネルギーの最大限の活用を目指し

た。また、今後はⅡ-2街区の開発を進め、Ⅱ-2街区側に

て、スマートエネルギーネットワーク（以下スマエネ）

設置する第二スマエネセンターとⅠ街区の第一スマエネ

の実証・実装と取り組んでいます。

センターを連携することにより、スマエネの拡張を予定
しています。

スマートヒートグリッド（以下SHG）適用
の可能性と実装に向けた課題整理
当部門では自ら開発中の熱ルータを利用し
たSHGを提唱しています。その特徴は次の通
りです。
 自己熱源を持っているビルをつないで熱を
相互に融通する
 各建物の最大設備容量の10%の配管で大き
な効果を発揮し、 経済性と省エネを両立さ
せる。
これらの特徴を活かすべく首都圏3か所でSHG導入可

2．評価の目的

能性を中心とした検討を行いました。

本スマエネは、熱源と需要家の統合制御を行う日本で

1. 豊島区との共同研究（2011年度）

初めての事例であり、プラントだけでなく街区全体での

「池袋副都心地区スマートコミュニティ構想検討会

省エネルギーを考慮した最適制御を行うシステム

議」

【SENEMS】を導入しています。運用開始後、暖房シー

2. 浦安市との共同研究（2013年度）
「 低炭素化」 と「エネル ギーBCP」を 推進する た

搬送動力等を含めた統合制御の完成度を高める段階に来

め、分散型エネルギーインフラ導入可能性について

ています。この最適解を追及すると共に、Ⅱ-2街区の計

調査しました。

画にも反映していく予定です。

3. 横浜駅周辺地区におけるSHG導入検討（2014年度）

また他の地域への展開に活用するため、従来の地域冷

地域冷暖房と隣接する既成市街地において地下道な

暖房から進化したスマエネ第一号として、稼働実績の評

どの公共空間を活用したＳＨＧの導入可能性につい

価・分析を行うものです。

て検討しました。

田町スマートエネルギーネットワーク（Ⅰ街区）にお
ける最適制御の評価・検討（2015年度・予定）
１．プロジェクト概要
田町駅東口北地区では、港区の「田町駅東口北地区街
づくりビジョン」に基づき、港区、愛育病院、東京ガス
グループ等が官民連携し、エネルギーの面的利用や未利
用エネルギー等の活用を行ったスマエネを構築し、
1990年比で45％のCO2削減を目指し、環境性・防災性
に優れた複合市街地の形成を推進しています。
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三菱商事共同研究部門の活動紹介
スマート水素ネットワークの実現への取り組み
森原 淳（特任教授） 、三谷 崇（特任助教）、冨田 哲爾（研究員）
2014年に経済産業省より提言されたエネルギー基本計

スマート水素ネットワーク

画において、水素の重要性について述べられた。「安定

電力のネットワークでは、消費者の需要に応じて発電

供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな二次エ

設備が稼働し、需給バランスを保つ必要がある。ただ

ネルギー構造への変革」とされており、“水素社会”の実現

し、再生可能エネルギーの導入が進むと、発電量の制御

に向けた取組の加速として、積極的な取り組みが推奨さ

が難しくなる。こうした中で、水素を中心とした電力の

れている。このような背景の元、三菱商事共同研究部門

安定化の方法が考えられている。すなわち、図の下にあ

では、大規模な水素の海外からの導入に焦点を置き検討

る電力系統において余剰となった電力により、水の電気

を開始した。

分解から水素を製造し、これを貯蔵する。電力や熱の需
要が高まった際は、燃料電池により貯蔵水素から電力や

グローバル水素の検討

熱を生産し、更に、輸送用の燃料として燃料電池車にも

水素は、国内において既に数億トンのレベルで製造さ

使用する。このように、電力系統の中に、水素を組み込

れており、これらを活用することで、ここ数年の燃料電

むことにより、より柔軟性を持たせたシステムを“スマー

池やコージェネなどに対応する量は対応が可能と一般的

ト水素ネットワーク”と名付けた。

に言われている。しかし、今後、発電分野での活用な

そして、この様なスマート水素ネットワークの運用仕

ど、それ以上に利用が進む際には、海外から二次エネル

方や要素機器の規模感などの基本的な概念について、ま

ギーとして輸入することが予測されている。この課題と

ずは小規模な長崎県対馬市などの離島を対象として実証

しては、大きく分けて二つある。一つは、海外における

を検討している。

CO2フリーの水素源を特定する事、及び、国内に持ち込ん

離島では、自然資源が豊富なので再生可能エネルギー

だとき、この水素をどのように、電力系統と連携して活

を設置する機会も多いが、需要が少なく系統に負担であ

用していくかである。

り、一部の離島では出力制限も始まった。すなわち、ス

最初に、海外に於いて、如何にしてクリーンな水素を
入手するかについては、再生可能エネルギーにより作ら

マート水素ネットワークの検討が離島では既に必要と
なってきている。

れたエネルギーを活用に電気分解により水から水素を取

本共同研究部門では、この実証を通して、グローバル

り出すことにより、完全にCO2フリーな水素を作り出すこ

水素の検討と共に、水素に関連した大規模な事業の創造

とができる。また、たとえ化石燃料から水素を製造した

に務めている。

場合でも、その製造の為に排出されたCO2を大気に放出
しなければ、CO2フリーの水素と言える。したがって、排
出されたCO2 を回収し、地底深くに埋めるCCS（Carbon
Capture Storage）というプロセスにより、クリーンな水
素を製造できる。
三菱商事共同開発部門としては、これらの可能性があ
る国を選定して、水素生産のコスト試算、概略経済性の
評価、及び水素の大量生産および輸送の条件整理という
課題を掲げ検討してきた。
まず、水素製造する地域の地理的条件が限定され、日
本からみて遠方であると、ロジステックのコストが無駄
になり、東南アジア等に限定される。また、水素が再生
可能で生産されても、地域で使われて余剰にならない場
合入手困難となる。以上から、インドネシア、マレーシ
ア、オーストリア、ニュージーランドを重点地域として
検討を進めている。

スマート水素ネットワーク
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開催予定
月

4

5

6

7

8

9

10

シンポジウム

12

1

2

3

●

研究推進委員会
AESセミナー

11

16日

●

24日

10日

研修会
イブニングセミナー

●

19日
13日

15日

●
29日

●

●

●

●
●：計画中

 7月16日（木）に、研究推進委員会（第34回）を開催
します。講師はAESセンターの柏木、森原のほか、東

東芝･社会インフラシステム社の尾﨑信之技監のご講
演を予定しています。

工大大学院理工学研究科の藤田政之教授が”分散協調型

 9月10日（木）に、地域と省エネルギーをテーマに

エネルギー管理システム構築に向けた研究“をテーマに

AESセミナー（第2回）を開催します。AESセミナーは

講演します。他に、経済産業省資源エネルギー庁（予

活発な意見交換を目的にしており、講師はAESセン

定）が”エネルギーミックス”について、また群馬県中

ターの柏木、中上、寺井が、質疑進行は小鑓が担いま

之条町の地域新電力会社・中之条電力の山本政雄理事

す。

が、同社の取り組みをご紹介くださいます。
 7月29日（水）にイブニングセミナー（第20回）を開
催します。ITS（高度道路交通システム）をテーマに、

 秋にシンポジウムを開催する予定です。日程が決まり
次第、Webでお知らせします。しばらくお待ちくださ
い。

AESセンターの概要
ＡＥＳセンターは，エネルギーに関する既存の社会イ

そのために，従来の大学研究の枠を越えて企業・行

ンフラを活かしながら革新的な省エネ・新エネ技術を大

政・市民などが対等な立場で参画するオープンイノベー

胆に取り込み，地球温暖化の回避と安定したエネルギー

ションにより，大学が持つ多様な研究シーズと社会・産

利用環境を実現する先進エネルギーシステムの確立を目

業が近い将来に直面する課題を結びつけ，そのソリュー

指しています。

ションを見出すための研究プロジェクトを創出・推進し
ます。

発行：東京工業大学 ソリューション研究機構

本ニュースレターは，AESセンターの活動を学内外に

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

幅広くご紹介し，関係各位との連携を深めるために，年

〒152-8550東京都目黒区大岡山2-12-1

4回発行しております。

Tel: 03-5734-3429

AESセンターの行事などの最新情報（Topics）をメー
ルでお届けします。ご希望の方は，ホームページよりご
登録ください。

Post No. I6-25

e-mail: aescenter@ssr.titech.ac.jp

ホームページ：http://aes.ssr.titech.ac.jp/
発行日

2015年7月1日
東京工業大学ソリューション研究機構

先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability
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