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 はじめに 
 
 コージェネレーションや太陽光発電などの分散型のエ

ネルギー機器（分散型エネルギー資源）を IoT によりネッ

トワーク化したシステムを Grid of Things と呼ぶ。この

需要家参加型エネルギーシステムが電力市場や電力系統

運用に参加し、地域の資源が事業として広く社会で使わ

れる姿を描きたい。 

 

 ネガワット取引市場とアグリゲータ 
 

 2017年4月からネガワット取引市場が始まる。はじめは

産業用・業務用が対象になるが、いずれは家庭用の蓄電池、

あるいは電気自動車（EV）の充電ステーションまでもがア

グリゲ―ションの対象となる（図1）。2020年を目指して推

進される我が国の電力市場設計でも、分散型資源をアグ

リゲータが活用する新しいビジネスが想定されている。

自治体が中心となって進める地域エネルギーシステムが

経済価値を生むためにこのような市場に参加し、系統運

用に貢献することが期待されている。 

また、家庭用の太陽光発電は、2019年からこれまでの優

遇された余剰買取価格が保証されないポスト FIT の時代

に入る。そのため、家庭用蓄電池と合わせて運用する自家

消費モデルに変化していくと考えられる。蓄電池との併

用は、非常用電源としても活用される。 

このように、地域に分散するこれらの資源がアグリゲ

ータを介して取引市場に参加することにより、系統の安

定化のための調整力としての経済価値を生む。更に、系統

全体の再エネ比率も上げることができる。 

 

 取引可能なエネルギー資源 
 

  スマート化によってインフラがスリム化するともと、

消費者である住民は、分散型資源を地域社会で活用する

Transactive energy（取引可能なエネルギー）を志向する

ようになる。卸電力市場のような中央集権型市場を通じ

ず、peer-to-peer（需要家間の取引）を行う実証試験がニ

ューヨークで始まっている。需要家が参加し続けるため

に、提供した資源がどれだけ役に立ったのか、メリットを

可視化することが大事である。 

 エネルギーミックスの再エネ比率が上がり、太陽光発

電などの変動電源の連系量の増大に備えて、今まで以上

に系統の調整が必要になる。これまで需要の前日予測誤

差を3％と見込んできたが、太陽光発電等の出力予測誤差

は5～7％分を加味した予備力が必要となる。これらの需

分散型エネルギー資源を活用した 
地域エネルギーシステム 
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浅野 浩志 
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図 1 アグリゲータによる需給調整 
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給誤差を見込み、系統運用者は日々安定的に運用しなけ

ればならない。既存の揚水や火力発電だけでは調整力は

十分でなく、分散型資源である蓄電池や EV の充放電を使

う必要がある。 

国内でも2016年の秋に、初めて一般送配電事業者によ

って調整力が公募で調達された。これらは2017年４月か

ら運用が開始される。需要側の分散型資源がアグリゲー

タによって集約され、ピーク時の系統電源の停電を防ぐ。

デマンドレスポンスは実証事業などを通じて技術的に可

能なことは分かっていたが、経済性、つまりビジネスとし

て成り立つかは不透明だった。この公募で kW あたりの価

格が公になったため、大きな目安ができた。ボリュームも

充分に大きく、96万 kW が落札候補に上がっている。2020

年のリアルタイム市場の設計につながると考えている。 

 

 VPP の進展と意義  
 

 2016年度から経済産業省資源エネルギー庁の補助事業

で、分散型資源を集約してあたかも一つの発電所のよう

に運用することで需給調整を行う「バーチャル・パワー・

プラント（VPP＝仮想発電所）」の実証が始まった（図1）。

現在、システムを構築した段階だが、7件の実証事業が計

画されており、既設ナトリウム硫黄電池や新設のリチウ

ムイオン電池等を組み合わせることで合計19 MW の容量

がある。また、ヨーロッパの VPP ではバイオマスや小水力

が利用されていることを考慮すると、太陽電池とこれら

の出力制御可能な分散型資源を組み合わせることで、事

業の成立性を更に高めることができる。 

 分散型資源を集約することのもう一つの価値は、強靭

化や防災である。災害時に避難所として利用される学校

では EV を用いて、平常時には通勤用の EV から学校施設

にピーク電力を供給し、かつPVを利用した売電を行う（図

2）。災害時には、EV や PV に加え、HV や非常用発電機と組

み合わせて避難所に電力を供給することができる。EV10

台で1日、30台で3日間、避難所に電力を供給できる。この

ように平常時は調整力やピークカットとして電力料金を

削減でき、非常時は防災拠点としても使える。 

 

 持続可能な地域プロジェクトに向けて 
 

 エネルギーシステムは10～20年と長く運用される。事

前の調査を丁寧に行い、適切な設備容量を選ぶことが大

事である。同時に、省エネが進むことも考慮されなくては

ならない。また、種々のノウハウを活かすためエネルギー

システムを管理できる人材を地域内に育成することも重

要である。 

分散型資源の活用によって、平常時だけでなく災害時

に最低限の自治体の機能を維持し、被災者に避難所を提

供することが可能となる。消費者である住人の参加意識

を高めるためには、住民の貢献量を可視化（省エネ効果や、

CO₂や環境汚染物質の削減効果）することも重要である。 

先進的な自治体の経験を共有し、それぞれの事業の進化

につながることが大事である。継続的に情報共有するた

めの場が必要であり、AES センターはそのプラットフォー

ムの一つになりうる。 

 

 まとめ 
 

 地域内の資源が、VPP により広域的な価値をもつ資源と

なり、地域を超えて、我が国のエネルギーミックス実現に

寄与できる。EV の充放電も大きな資源になり、タウンマ

ネジメントの主要な機能になるべきだ。地域資源は消費

者の街を守るだけではない。日本全体で再エネ導入の調

整力・柔軟性が必要になった場合に、仮想蓄電池として運

用可能な資源になる。ネガワット取引市場が始まり、容量

市場も2～3年内、アンシシラリーサービス市場も2020年

に創設する制度が準備されている。エネルギーミックス

における2030年の非化石燃料比率を実現するため、「非化

石価値取引市場」も創設される。 

 自治体はエネルギー単体ではなく、地域の雇用・産業を

興すため、農業、林業、観光、福祉、防災など、地元のニ

ーズに適合した形でエネルギーシステムをタウンマネジ

メントに組み込んでいく必要がある。またエネルギーは

やや専門的な領域もあり、自治体とエネルギー会社が連

携することによって、電力取引に参加することが容易に

なる。更には自治体やエネルギー会社だけでなく、金融機

関の信用力を活かすことも重要である。これらの取組み

を通じて、地域の新電力会社が創出されたり、分散型資源

が電力市場で活用されたりする社会を目指したい。 
 

(第38回 AES 研究推進委員会（3/7）講演より) 

図 2 学校等における平常時と非常時の EV 活用イメージ 
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 開催報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経済産業省では、廃炉費用や賠償費用が増大する中、東

京電力の経営改革についての提言を取りまとめるため、

東京電力改革・1F（福島第一原子力発電所）問題委員会

を設立し議論を行っている。2011 年当時の福島第一原発

の事故では、国から 1 兆円の出資と、5 兆円の一時的援助

があった。2013 年には除染が本格化し、費用の算定が進

んだ結果、賠償・除染費用が 9 兆円、廃炉・汚染水対策費

用が 2 兆円に拡大。廃炉費用は 8 兆円と算定した。廃炉

には 30 年程度かかるため、廃炉・汚染水対策で年間約

3000 億円、賠償で約 2000 億円程度が必要とされる。積

立金制度を創設するとともに、事業の合理化による利益

を優先的に充当する。賠償関連では震災後の制度改正前

の原子力積立不足分を、過去に原子力を利用していた全

需要家から託送料で回収するため、当該分は新電力の顧

客も負担する。 

 経営改革では世界市場も視野に取組みを進めるため、

中部電力と共同で JERA を設立し、燃料輸入価格の低減

に努めている。今後は他社との原子力部門の共同事業も

検討していく。送配電事業では、全国のネットワークの統

合的な運用を行い、効率化を目指す。 

 東電管内での多数の発電所建設計画について質問が出

された。これに「今後は小売りで他社火力との契約も可能。

電力会社と発電所の長期契約は双方にメリットがある」

と回答。他にも多数の質問が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イブニングセミナーの様子 

 

 

 

 

 ナトリウムイオン電池の技術は 1980 年代から研究が

始まり、2005～2008 年に中核技術を開発した。現在 AHI

という商品名で全世界に 200 以上のシステムを導入、容

量は 35MWh にのぼる。AHI は世界中で容易に手に入る

素材で構築され、製造工程も全て自動化することで低価

格・高品質を実現している。他のバッテリーとの比較でも、

エネルギー密度では劣るものの、耐久性や安全性など多

くの面で優位性がある。耐久性では 100％の放電も可能

で、鉛など他のバッテリーに比べて長いサイクル寿命を

持つ。また高温時の運転にも優れている。材料は全て不燃

性で、有害物質も含まない。運用は非常に容易で、メンテ

ナンスも不要のため、そのため SOC を管理する必要も無

い。 

 価格は現在 350～500 ドル/kWh。3～4 年以内に 200 ド

ル/kWh を目指す。現在は家庭用など小規模な利用に注力

しているが、産業用や系統用などより大型で要件の厳し

い分野にも広げていくという。充電していない状態で輸

送できるため、出荷する際の安全性も高い。 

 導入事例として、アメリカでのオフグリッド住宅やメ

ガソーラーと組み合わせた離島での利用、タイでの街灯

のオフグリッド化などが紹介された。 

 質疑応答では、高温時だけでなく、低温時の運転につい

ての質問に対し、-5℃～40℃までが可動範囲で低温では

少し能力が低下するが、サイクル寿命に悪影響は無いと

回答。他にも多数の質問が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scott A. Pearson 氏 

 

第 30 回イブニングセミナー 
日時：2017 年 1 月 25 日（水） 

場所：大岡山キャンパス石川台 6 号館  
講師：東京電力エナジーパートナー(株) 経営企画室 経営調査    
     グループマネージャー 佐々木正信氏 
議題：「東京電力改革・1F 問題委員会」の解説と背景 
参加：26 名 

AES 主催 

第 31 回イブニングセミナー 
日時：2017 年 2 月 8 日（水） 

場所：大岡山キャンパス石川台 6 号館 
講師：Mr. Scott A. Pearson Aquion Energy CEO 
議題：次世代蓄電池ナトリウムイオン二次電池の実用化について 
     Clean energy systems need clean batteries 
参加：26 名 
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 オブザーバー参加 4 社と、2017 年度新規入会のヤンマ

ーエネルギーシステム㈱の紹介をした。続いて小田特任

教授が、成果報告書の送付、年間スケジュールの中で次回

5 月の研究推進委員会の予定、また、センター長懇談会（仮

称）の開催を報告した。 

 講演会では、AES の特任教授らがエネルギー動向を詳

説した。柏木孝夫センター長は、2020 年までに IoT が本

格的に進展し、自治体の地産地消と組み合わせたビジネ

スモデル創生の可能性を語った。浅野浩志特任教授は、4

月から始まるネガワット取引市場により地域の資源が価

値を持ち、そして地域の新電力会社が創出されるとした。

中上英俊特任教授は、省エネへの新しいアプローチとし

て事業者の連携や、サードパーティー（当事者の働きかけ）

を重点的な取り組みとして挙げた。 

 また、省庁による基調講演で、資源エネルギー庁の藤木

俊光部長はエネルギー政策の現状（パリ協定、省エネ、再

エネ）や、地産地消型エネルギーシステム事例を紹介した。

総務省の平木万也理事官は、分散型エネルギーインフラ

プロジェクトの現状と今後の取り組みについて説明した。

環境省の松本啓朗課長は地球温暖化対策に向けた自治体

の取り組みや補助事業、事例等を紹介した。 

 特別話題提供として、世界銀行のダニエル・ルヴィン氏

が、日本で実施する都市開発プロジェクトを紹介した。今

後は日本の研究関係機関等と連携して課題を抽出し、取

りまとめたい意向を示した。 

 地域プロジェクト推進会議では、5 自治体がそれぞれの

取り組みを説明した。①豊後大野市・後藤毅係長＝バイオ

マスを生かした地域エネルギー供給会社を設立②長崎

県・岩永俊一係長＝県で取り組む 5 プロジェクトの紹介

③鳥取県・足立浩司課長補佐＝水素ステーションとスマ

ートハウスの拠点整備④つくば市・平野亮主任＝地域冷

暖房等を行う CEMS 構想⑤弟子屈町・江口将之課長補佐

＝地熱資源を活かした地域エネルギーサービス事業 

 関東経済産業局の松岡建志部長らの講評の後、登壇し

た各自治体との自由な意見交換を行う「オープンカフェ」

を開催した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域プロジェクト推進会議・研究推進委員会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンカフェの様子 

 

 

 

 

 

 

 グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、代

表：岡崎健特命教授）は、第 5 回 GHEC ワークショップ

を開催した。今回は FC EXPO（2017 年 3 月 1 日～3 日、

於：東京ビックサイト）の開催に併せて企画されたもので、

米国 DOE 燃料電池技術室ディレクターの Dr. Sunita 

Satyapal 様から「Current Status and Future Strategy 

of Fuel Cells Research in US DOE」と題する基調講演を

得た。この後に、岡崎健特命教授と伊原学教授から、「東

工大の水素関連研究」として研究活動等が紹介された。最

後に Dr. Sunita 氏と参加者で討論を行った。なお、本ワ

ークショップのコーディネーターは橋本道雄特任教授が

務めた。ワークショップ後の意見交換会でも活発な議論

があった。 

第 5 回 GHEC ワークショップ
日時：2017 年 3 月 3 日（金） 

場所：大岡山キャンパス 西 9 号館コラボレーションルーム 
参加：31 名 

No.7 Autumn 2017

第 3 回地域プロジェクト推進会議
（第 38 回研究推進委員会） 
日時：2017 年 3 月 7 日（火） 

場所：大岡山キャンパス西 8 号館 10 階大会議室 

参加：約 120 名 
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 三菱商事共同研究講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 水素はエネ庁が定めた第四次エネルギー基本計画にお

いて、電気、熱に加えて将来の二次エネルギーとしての役

割を担うものと位置付けられており、三菱商事では、水素

エネルギーの大量導入に向けた供給バリューチェーンの

ロードマップ策定ならびに事業化を検討している。本研

究講座では、低炭素社会の基盤づくりのプラットフォー

ムとして各参加企業と連携しながら、水素と蓄電池の併

用による電力の貯蔵、スマート水素ネットワークの実現

に向けたフィージビリティースタディに取り組んでいる。 
 
1. スマート水素ネットワーク実現に向けたスタディ 

水素発電の優劣を明らかにするためには、余剰電力に

よる水素製造を考慮して、電力システムからみた水素・蓄

電池の利用による電力需給の調整力に対する貢献を考慮

する必要がある。AES の共同研究講座が協力して推進す

る「連携テーマ」に参画し、上記課題に関するシミュレー

ションを行った。また、特定地域での PV 導入容量の増加

に伴う余剰電力の把握や、その余剰電力を用いた水素変

換可能量の把握に関するケーススタディを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

   

図1 水素・メタンを用いた需給調整システム 

 その結果、気象衛星画像の可視画像を用いて、晴天指数

を用いた簡易的な補正により全天日射量を推定する手法

を提案した。次に、PV 大量導入により発生する余剰電力

を算定し、これを水素やメタンに変換して貯蔵・利用を行

うシステムを提案した。PV 導入量の変化に対して目的に

応じた運転パターンの検討を可能とし、FCV への水素供

給に適した運転パターンを評価できた。 

 今後は、気象衛星画像を用いた日射量推定を組み合わ

せるとともに、より具体的なシステム構成を想定し、エネ

ルギー評価等を行っていく。 
 
2. EV アンシラリーサービス実証 (Parker Project) 

 再生可能エネルギーが豊富なデンマークの電力システ

ム内で、電気自動車（EV）のアンシラリーサービスの検

証・実証を行う。研究実証には主に①グリッドアプリケー

ション、②グリッドおよび車両の標準化、③技術の再現性

およびスケーラビリティの柱とする。グリッドアプリケ

ーションでは、各アンシラリーサービスに必要とする項

目を洗い出した上、ビジネスケースを検証する。 

 
図2 Parker Project の概念図 

 
 また、実際のグリッド内とのフィールドテストも行う。

次に、グリッドおよび車両の標準化ではグリッドおよび

EV（充電器等を含む）に必要とする特定の機能の識別・

検証を行い、ヨーロッパにおける標準化を狙う。最後に、

技術の再現性およびスケーラビリティの検証では、さま

ざまな地理・技術等での応用調査を行う。 

 本プロジェクトは TSO （ Transmission Service 

Operator=送電事業者）である Energinet.dk の ForskEL

プログラムとして採択され、2016年8月～2018年7月の2

年間、実証を行う。参加者は以下のとおり。 

デンマーク工科大学、Nuvve、Insero、三菱商事、三菱

自動車、日産、PSA、Enel、Frederiksberg Forsyning。 

実証内容および進捗は以下のページに参照する。 

http://parker-project.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

図3 プロジェクトキックオフ 

 以上のように、本共同研究講座では、水素、蓄電池の両

者の検討を通して、これらに関連した大規模な事業の創

造に務めている。 

スマート水素ネットワークの 
実現への取り組み 

AES センター 森原淳（特任教授）、小田拓也（特任教
授）、アズイッズ・ムハンマド（特任准教授）、三谷崇（特任
助教）、冨田哲爾（特任専門員） 

都立産業技術高等専門学校 川崎憲広（助教） 
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 東京ガス共同研究講座 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 東京ガス共同研究講座が副センター長・佐藤勲教授の

指導で、需給連携の最適制御の研究を行っている、「田町

駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワーク

による省エネまちづくり」が、平成 28 年度省エネ大賞（省

エネ事例部門）の「経済産業大臣賞（共同実施分野）」を

受賞しました。 

 
1. 「経済産業大臣賞」受賞のポイント 

 2007 年 10 月に港区が策定した「田町駅東口北地区街

づくりビジョン」に基づき、需要側（愛育病院、みなとパ

ーク芝浦）と供給側（第一スマートエネルギーセンター）

が一体となり、先駆的で高効率なエネルギー利用と都市

機能の高度化の両立を図った街区作りに取り組み、継続

的な省エネ活動を行ったこと等について、高い評価を頂

いたものです。 

 

2. 「田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネッ

トワークによる省エネまちづくり」の概要 

 当地区は、2007 年 10 月に港区が策定した「田町駅東

口北地区街づくりビジョン」に基づきまちづくりが進め

られている地区です。地区の東側に位置する「くらしの拠

点ゾーン（Ⅰ街区）」と西側に位置する「新たな都市の拠

点ゾーン（Ⅱ‐2 街区）」の大きく二つのゾーンに分けら

れており、段階的に開発が進められています。 

 今回受賞対象となった先行開発地区のⅠ街区では、東

京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）が運営す

る第一スマートエネルギーセンターを中心に、みなとパ

ーク芝浦や愛育病院等の各施設を熱と電気、情報のネッ

トワークで連携したスマートエネルギーネットワークを

構築し、官民が連携して「低炭素で災害に強いまちづくり」

をコンセプトにまちづくりを進め、運営が始まっていま

す。 

 これにより、地区全体の一次エネルギー消費量を 2013

年省エネ基準相当の建物群と比較して、40％削減（2015

年度実績）しています。 

 なお、都市再開発エリアでスマートエネルギーネット

ワークを構築したのは日本で初めての事例で、ここでの

研究成果はⅡ期のシステムや他の事例へ展開していく予

定です。 

 
田町スマートエネルギーネットワーク 

 
田町駅東口北地区（Ⅰ街区・Ⅱ街区） 

 

3. 東工大における研究成果 

 東京ガス共同研究講座では当地区のシステムＣＯＰお

よび再生可能エネルギー・未利用エネルギーの実績評価、

および最適最低圧送水による搬送動力低減評価を行いま

した。次年度以降は最適運転計画立案と複数需要家を対

象とした最適最低圧送水制御について研究を進めていく

予定です。 

 なお、当地区における研究成果については、空気調和・

衛生工学会や建築学会等に順次発表しております。 
 

＜受賞者＞ 

東京ガス㈱、東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱、㈱日建設

計、㈱NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ、㈱日本設計、㈱日建設計総合研究

所、港区、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健

ｾﾝﾀｰ愛育病院  

No.9 Spring 2017

田町スマートエネルギーネットワークが 

平成28年度省エネ大賞（省エネ事例部門） 

「経済産業大臣賞」を受賞 

AES センター 荒木和路（特任教授）、武田晃成（特任教
授）、國友理（特任助教）、山田幸充（研究員） 
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 2017年度の活動 
 

 

 2017 年度に開催されます、AES センターの行事の各々

の特徴や狙いをご紹介します。シンポジウムを除き、原則

として会員と東工大教員が参加対象です。 
 

 シンポジウム 

センターの活動や研究課題などを広く周知すると共に、

社会ニーズをすくい上げる半日程度の会議。一般に参加

者を募集します。おおよそ 1 回/年開かれ、過去 9 回開催

しました。新聞紙面による開催報告も行っています。 
 

 研究推進委員会 

会員と教員の相互の連携を深めるために、情報交換や活

動方針に関する議論を行う半日程度の会議。参加対象者

は企業会員、自治体会員、関連教職員。今年度は 3 回の開

催を予定しています。過去 38 回開催しました。 
 

 地域プロジェクト推進会議 

プロジェクト創生の加速化に向け、関係省庁の協力を得

ながら自治体が会員と情報交換を行い、現状の課題解決

を行っていきます。過去 3 回開催しました。 
 

 （仮称）懇談会【2017年度新規】 

会員企業を対象に、センター長との交流を深め、併せて

AES センターへの要望・意見等をいただき、今後の活動

の参考といたします。今年度から実施します。 
 

 研修会 

学外の開発・実証・実用化の各段階にある先行事例を会員

と共に視察し、社会実装の推進に必要な課題を共有する

ことを目指します。過去 12 回開催しました。 
 

 イブニングセミナー 

学内外の研究者と会員の対話を通じて研究課題を発掘す

ることを目指しています。20 人程度の人数で開催するこ

とにより、密度の高い議論を可能にしています。これまで

31 回開催しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表紙写真：隔月刊「風景写真」 2015 年 3-4 月号 掲載） 

 
 

 

 

 5 月 16 日（火）に、第 4 回地域プロジェクト推進会

議/第 39 回研究推進委員会を開催します。詳細が決ま

りましたら、ご案内します。【会員限定】 
 

 6 月 8 日（木）～9 日（金）に、2017 年度「長崎地区

研修会＆第 5 回地域プロジェクト推進会議」を開催し

ます。【会員限定】 

開催予定 

プラットフォームの活動概要 

シンポジウム 10 月 

研究推進委員会 5 月 16 日、9 月 8 日 

（仮称）懇談会 5 月、6 月、7 月、8 月 

研修会 6 月 8～9 日 

イブニングセミナー 5 月、7 月、8 月 

今後のスケジュール 
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