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1. はじめに 

多くの変革はアメリカが発信地となる。過去１００年を見ても、フランクリン・ルーズベ

ルトが行ったテネシー川流域開発公社（ＴＶＡ）などのニューディール政策による恐慌の回

避、アル・ゴアの父アルバート・ゴア・シニアが提案したアメリカの高速道路の基盤整備に

より全米に張り巡らされた高速道路網による物流革命、ビル・クリントン政権の副大統領ア

ル・ゴアが提案した情報スーパーハイウェイ構想によりアメリカ合衆国の全てのコンピュー

タを光ケーブルなどによる高速通信回線で結ぶ通信革命がある。更に、オバマ大統領の就任

演説のグリーン・ニューディール（次世代送電網整備）が注目を集め、またたく間に世界に

波及し、人間の生活に変革をもたらしつつある。 

その流れを受け、我が国に於いても国（経済産業省）が主導し、多くの企業や自治体が参

画して、国の内外に於いてスマートコミュニティ実現への努力が行われている。昨年の 3.11.

東日本大震災に伴う原発事故による電力需給のひっ迫によって関心が益々高まった。証券会

社がこの関係の投資信託（スマートグリッド関連株ファンド）をいち早く売り出しており経

済を巻き込んだ大きなうねりとなっている。 

キーワードは「スマート XXX」である。主なものはスマートグリッド、スマートメータ

ー、スマートコミュニティ、スマートシティ、スマートタウン、スマートハウス、スマート

テレビなどである。また、電力の自由化も加速しつつある。 

今回これらに焦点を当てて基礎的な事項と現状を考えたい。 

2. グリーン・ニューディールとは 

オバマ大統領の打ち上げたグリーン・ニューディール政策の根幹をなす法律は米国再生再

投資法 ARRA(American Recovery and Reinvestment Act)であり、環境・雇用・セキュリ

ティに主眼を置いた環境産業拡大支援法である。 

その主な項目は次のとおりで、それらを推進するために多額の国家予算（7,872 億ドル）

が投入されている。 

（1）省エネ・再生可能エネルギー：省エネ、再生可能エネルギープログラム、再生可能

エネルギー／送電線整備借入保証、連邦政府建物の省エネ化、住宅などの省エネ化。 

（2）送電線：WAPA（西部地区電力事業団）及び BPA(Bonneville Power Administration)
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事業への融資、送電線整備借入保証。 

（3）スマートグリッド関連：スマートグリッド、スマートアプライアンス。 

（4）プラグインハイブリッド：高効率燃費車への助成、PHEV(Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle) 充電インフラ整備、次世代型バッテリー製造。 

（5）CCS(Carbon Dioxide Capture and Storage)（二酸化炭素捕獲・貯蔵）。 

（6）中東原油依存からの脱却を柱とするエネルギー・セキュリティ重視戦略。 

（7）ガソリンを大幅に減らすためのバイオ燃料（食料と競合し、食料の価格高騰、遺伝

子組換技術の活用）。 

（8）プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、部品構成の変化（エンジンからバ

ッテリーへ）によるビッグスリーのリバイバル、この動きはエレクトロニクス業界、Ｉ

Ｔ業界で起きた大型コンピュータからパソコンへ、アナログからデジタルへの動き即ち

モジュール化や標準化と類似している。高容量・高効率バッテリーの開発が鍵。 

（9）再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電など）の活用。 

 

現在進められている我が国の「スマート化」の流れはこれらの方向そのものである。 

3. スマートコミュニティとは 

コミュニティ(community)とは「地域社会」と訳される。行政的には市や町もその範疇に

含まれる。スマートとは「賢い」という意味で、「スマートコミュニティ」とは「賢い地域

社会」を意味し、エネルギー（主に電気）の地産地消を目指した高効率の地域社会である。 

構成単位はスマートハウス、スマートビル、スマート工場、PHEV、電車、コントロール

センター、太陽電池、コージェネレーション発電、スマートメーターなどである。 

家庭・オフイス・商業施設・交通など、生活の様々なシーン全体を総合的に俯瞰し、全体

としてエネルギーの最適利用を実現する地域。即ち、人、もの、技術が ICTで繋がった安

全、安心、快適な社会システムということができる。 

４．スマートグリッドとは 

スマートグリッド（次世代送電網）とは、電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、

最適化できる送電網で、専用の機器やソフトウェアが送電網の一部に組み込まれている。 

従来の送電線は、大規模な発電所から一方的に電力を送り出す方式だが、需要のピーク時

を基準とした容量設定ではムダが多く、送電網自体が自然災害などに弱く、復旧に手間取る

ケースもあった。そのため、送電の拠点を分散し、需要家（ディマンドサイド）と供給側（サ

プライサイド）との双方から電力のやりとりができる送電網が望まれ、スマートグリッドは

それを実現できる要である。 送電ロスの少ない超伝導送電線などに大きな期待がかけられ

ている。 

 

４－１.スマートグリッドのメリット 

スマートグリッド化を進めることによるメリットとしては、下記の 5点が挙げられる。  

（1）ピークシフト（昼間電力消費の一部を夜間電力に移行させる方法）による電力設備
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の有効活用と需要家の省エネ。 

（2）再生可能エネルギーの導入や分散型エネルギーの活用。 

（3）エコカーのインフラ整備。 

（4）停電対策。  

（5）消費者が電力利用量（コスト）を管理できる。 

 

４－２.スマートグルッドの欠点 

一方で、スマートグリッドの欠点はセキュリティ上の問題である。スマートグリッドのイ

ンフラには、高度な通信システムや技術が使用されるので、そこに対する不正操作やウイル

ス感染などの対策はまだ不十分と言われ、今後セキュリティの脆弱性の克服が課題になる。 

 

４－３.スマートグリッドに期待されるもの 

スマートグリッドは地域、ビル、事業所や工場など、限られた範囲でエネルギー供給源か

ら末端消費部分を通信網で管理する「マイクログリッド」が存在し需給管理をきめ細かく行

うこととなる。 

スマートグリッドは２００１年の終わりに、産業と社会にとって極めて重要な電力の信頼

性に対する深刻な問題が増加し、その対策として、米国で導入された。２００５年の時点で

EUでは再生可能エネルギーの必要性が認識され、それを電力系統に導入するための解決策
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として検討された。更に、気候変動に対する国際的な意識の増大、エネルギーの自立とセキ

ュリティの必要性、雇用の増大要請が起爆剤となって世界的関心を深めている。 

スマートグリッド概念を図示すると前頁のようになり、インターネットのＷＷＷ（ワール

ド・ワイド・ウエブ）と非常に類似している。 

スマートグリッドの標準化については米国、欧州、中国などが標準化に向けた取り組みを

進めており、日本はそれに続く形となっている。経済産業省はスマートグリッドの国際標準

化を目指し、日本企業が優位にある「26の重要アイテム」を選定し 3年以内に国際規格と

しての成立を目指している。ここで思い出させるのは下図のような市場撤退パターン（ガラ

パゴス化）である。 

スマートコミュニティに関与する要素技術では我が国は世界最先端を行くものを数多く

持っているが世界標準化の段階で立ち遅れては今までの轍を踏むこととなり国家的戦略が

必要である。 

4－4. スマートグリッドの課題 

 スマートグリッドには次のような課題がある。 

（1）関連技術の標準化：スマートグリッドの技術は未だ標準化されていない。 
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（2）蓄電技術の開発：ピークシフト（供給と需要のギャップを調整する方法）による電

力の有効活用には、需要が少ない時間帯の余剰電力を貯めるための「蓄電」の技術が必要で

ある。しかし、インフラとして利用するには性能面でもコスト面でもクリアすべき課題が残

っている。 

（3）セキュリティ対策：電力網の情報通信経路が強化されると、当然サイバー攻撃され

た際の被害範囲も大きくなる。簡単にいうと、パソコンや WEBサイトがハッキングされる

ように電力網がハッキングされたり、ウィルスに侵入されたりする恐れがでてくる。これに

対する対抗策の策定と普及が今後の課題である。 

（4）構築コスト：日本では、2030年までにスマートグリッド費用として最大 6兆 7千

億円が必要と経済産業省は試算している。単純に 20年間で割っても年間予算は 3000億円

が必要となる。このコストをどうやって調達するのかが課題である。 

4－4．スマートグリッドの将来 

電気に限らず、都市ガス、水道、ＬＰＧの遠隔自動検針やセキュリティ事業にも利用を拡

大、事務手続きの簡素化、停電範囲の把握など合理的な社会システム構築が期待される。 

５.スマートメーター  

双方向の通信機能のほか機器の管理機能を備えた電力計でスマートグリッド構築のため

の主要機器である。「ＡＭＩ（advanced metering infrastructure）」とも呼ばれ、電力メ

ーターに数１０～１００ｍ程度の近距離無線機能を組み込んで，エアコンや照明，温度計，

セキュリティ機器といった家庭や事業所

内の設備系機器を接続する。こうして，電

力メーターを介して機器の稼動状況など

をネットワーク経由で電力会社が管理す

る。消費者に足元の電気料金や使用量を伝

えたり、家電製品とつないで使用電力を制

御したりする。電力供給を機動的に制御で

き、発電量が不安定な風力、太陽光などの

エネルギーを使いやすくなる。導入はドイ

ツやカナダ、米国（GoogleやＧＥ）など

海外が先行し、大手メーカーも米欧にある。

東芝と東京電力は電力メーター

などの計器事業を統合し、海外進

出を計画している。大崎電気は通

信機能付き次世代電力量計を開発。日立は関西電力が始める自動検針シ

ステムに参画。東京電力は 2018 年度までに東電エリア 1700 万軒に導入

する見込み。富士通は、独自開発の無線内蔵のスマートメーターや電力
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量管理システムに進出し、2014 年度までに 1000 億円の売上を目指す。2011

年 5 月、東芝は世界最大手ランディス・ギア (スイス )を 1900 億円で買収

し欧州市場へ進出する。前頁の写真は左が東電仕様の東芝製電力スマー

トメーター、右は東芝製ガス用スマートメーターである、  

米国の電力事業者は 2008年前半に，家庭内の機器を電力メーターから制御するための標

準仕様「Open ＨＡＮ（home area network）」を策定している。策定の中心となったのは，

PG&E社や SCE社のほか，American Electric Power社や Detroit Edison社など，米国の大

手電力事業者である。Open ＨＡＮは，さまざまなネットワーク技術を物理層として利用で

きる。その上で家庭内の設備系機器を制御するアプリケーション・ソフトウエアを実行する

ＡＰＩ（Application Programming Interface）を規定した。 

将来的には電気に限らず、都市ガス、水道、ＬＰＧの遠隔自動検針やセキュリティ事業に

も利用を拡大することが考えられ

る。 

もともとスマートメーターは、電

力会社の検針作業を簡略化する目

的で開発されたものである。通信機

能を持ったスマートメーターを利

用することで電力量を遠隔地から

検針し、料金を徴収する。利用者の

引っ越しなどで電気を止めること

も遠隔操作でできるため、検針作業

員の人件費を大幅に削減できる。ま

た、消費者側も、適時、電力の使用

量を把握できるので、省エネの意識が高まるという利点もある。 

 すでに関西電力では、数十万世帯に試験的導入を完了。今後、中部電力も参入する予定と

いう。 

 一方、スマートメーターの製造も国内で本格化している。国内電力メーター業界首位の大

崎電気では、2013年には、1000万台規模の製造能力を実現するという。また、国外でスマ

ートメーターの納入実績を持つＧＥは、国内のメーターメーカー、富士電機ホールディング

スと合弁会社を設立し、スマートメーターの製造・販売を計画している。上の写真は東芝が

買収したスイスの会社の技術と販路を利用した東芝製海外向けスマートメーターである。 

 将来的には、スマートメーターに通信機器を組み合わせ、エアコンや照明、電気自動車や

蓄電器などの制御も構想されている。総務省は年内にスマートメーターなどに利用できる通

信規格の骨子を固める。経済産業省は今年から電力各社に導入計画を明示、報告させ、2020

年代には全家庭にスマートメーターを導入する方針という。 

 スマートグリッドの結節点として家庭と地域を結んで電力コントロールのカギを握るス

マートメーターも、欧州や米国などから普及が始まっている。スマートメーターは通信機能
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を持ち、電力会社とのデータのやり取りや家庭の電力使用量の制御、消費者に電力料金や使

用量の通知などをする。 

 最も普及が進んでいるイタリアやスウェーデンでは、既に全戸に設置が完了している。欧

州連合（EU）指令では、20年までに EU全体の各戸電力メーターの 8割をスマートメーター

化することを電力会社に要求している。日経ＢＰクリーンテック研究所によると、全世界の

スマートメーター市場は 10年の 3000億円から 20年には 1兆 1500億円に成長。台数ベース

では 20年には 2億台を超えると予測している。 

 日本でも普及を目指してスマートメーター制度検討会で議論が進められている。スマート

グリッドの基点として、各戸にリアルタイムの電力需給情報などの双方向通信インフラが必

要なことに加え、需要家が自らのエネルギー情報を把握、活用することで省エネ意識が高ま

り、行動変化を促す効果が大きいと期待される。スマートグリッドとしての地域エネルギー

ネットワークヘの本格的接続に向け、スマートメーターを使って事業所などの電力の使用状

況を可視化し、省エネ計画などを立案するサービスも出てきている。 

６.エネルギーマネジメントシステム 

 

ＨＥＭＳ（Home Energy Management System）やＢＥＭＳ（Building Energy Management 

System）は、住宅やビルにおける電力負荷状況の計測と管理（制御を含む）を目指したシス

テムである。スマートグリッドにおいては基盤的なシステムになる。スマートメーターは各

国で普及が進展しでいる。欧州では 2006年の EUエネルギー効率化指令以降、スマートメー

ターを含む評価検討が進んだこともあり、すでにイタリア、イギリス、フランス、ドイツ等

でそれぞれ数千万台の普及目標が立てられており、米国では、特にカリフォルニア州やテキ

サス州が大規模な導入を推進しつつある。日本でも 2008年から取り組んでいる関西電力を

はじめとして、電力会社の自動検針システムを起点とした導入が行われている。ビル等建物

のエネルギー管理では、大規模な実証実験も行われている。米国デューク・エナジー等はノ

ースカロライナ州で、地域の電力消費を 2016年までに 20％削減とのスローガンのもと、数

十棟の商業ビル、住宅ビルを電力会社と接続した実験を行っている（「Envision Charlotte」

等のプロジェクト）。 

7. スマートシティとは 

エネルギーの最適化を実現するスマートコミュニティに、水、廃棄物処理等のソリューシ

ョンを加えた社会インフラの最適化を実現する都市。エクセルエナジー社（本社ミネソタ州）

のコロラド州ボルダー市で実施している官民共同事業のスマートグリッドシティが有名で

ある。 
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8. スマートハウス 

ITなどによって、省エネ性、効率性、快適性、セキュリティなどが向上した住宅。スマ

ートメーターやホームコントローラーの先に、情報家電、太陽光発電、蓄電池、電気自動車

用充電器、エネファーム（水素を使った燃料電池）、エコキュート（自然冷媒ヒートポンプ

給湯器）、エコウイル（ガスコージェネレーションシステム）などがつながり、スマート化

を実現している。ハウスメ

ーカー（ダイワハウス、セ

キスイハウス、ミサワホー

ム）、自動車会社（トヨタ、

日産）、電機会社（三菱電機、

パナソニック、ヤマダ電機）、

地域（ゆうかりが丘）が積

極的に活動している。日産

は一般住宅へ電力を供給す

るシステム「LEAF to 

Home」を公開している。

大手ハウスメーカーは

2011 年、相次いで「ス

マートハウス」を市場に

投入した。 また、住宅のライフサイクル全体での CO２排出をマイナスとする「ラ

イフサイクルカーボンマイナス住宅（ LCCM 住宅）」の実現に向けて、「スマート

ハウス」の開発に注力している。消費者にとって「スマートハウス」は、エコで

あるとともに、光熱費を削減できる経済性が魅力である。政府の支援策により住

宅用太陽光発電システムの普及が進んでおり、自動車メーカー各社は 2012 年末に

かけて電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（ PHV）の発売を予定してい

る。 太陽光発電や燃料電池などで発電したエネルギーと、 EV などへ充電するエ

ネルギーなど、住宅内のエネルギーを効率的に使っていくために、今後、「スマ

ートハウス」は不可欠なものとなってくると考えられる。  

8－1.スマートハウスの核になる設備やシステムは？ 

 スマートハウスの中核技術となるのが、住宅内のエネルギー機器や家電などをネ

ットワーク化し、エネルギー使用を管理・最適化するホームエネルギーマネジメ

ントシステム（HEMS）。HEMS の開発では、ハウスメーカーと電機メーカーの連携

が加速している。 もうひとつの鍵となるのが住宅用蓄電池。太陽光発電や燃料電

池などで発電した電力や料金の安い夜間電力を住宅用蓄電池に蓄えれば、必要な

ときに使用することができる。2011 年は、大手ハウスメーカーによる蓄電池付き

住宅の発売も本格化してきた。また、EV や PHV に搭載された電池を住宅用蓄電池

として活用するための実証実験も始まっている。  
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8－2.スマートハウスを取り巻く、スマートシティやスマートグリッド技術  

 スマートハウスは、IT を駆使し電力の需給を最適化するスマートグリッド（次

世代送電網）を基盤に、エネルギー効率の高い都市（地域）づくりをめざす「ス

マートシティ（スマートコミュニティ）」の最小単位としても注目されている。  

中国やインドなど、アジアを中心とする新興国では、公共事業として、都市イ

ンフラとともに低炭素社会システムを整備する都市づくりが活発化している。  

富士経済の調査によると、2010 年におけるスマートハウスの関連製品・システム

の世界市場は、前年比約 1.3 倍の 2 兆 1,486 億円となる見込みで、2020 年の同市

場は 09 年比 11 倍の 18 兆 5,293 億円になると予測している。スマートハウスの関

連製品・システムの開発も熱を帯びてきている。 

9.日本政府の取り組み 

日本政府は、エネルギー使用量が増加を続ける家庭部門での省エネ対策として、

スマートハウスの普及を、また、国内のスマートシティの技術をパッケージ化し

海外展開を図るために、スマートシティの実証事業を強力にバックアップしてい

る。 

これらの新エネルギー導入の要となるのが、スマートグリッドである。太陽光

や風力などは、その発電量が天候や気候に左右され、非常に不安定なうえ、電力

需要が少ない時に供給量が増加してしまうと、配電線に大量の電力が送られ、負

荷をかけることになってしまう。そのため、需要と供給のバランスを調整するな

どの系統安定化策が不可欠となる。 

具体的には、大型の蓄電池を設置することで電力をプールする方法や、電気自

動車の蓄電池としての代替利用、コージェネやガスエンジンといった機器の電力

源としての利用など、他の設備に余剰分の電力を移す方法がある。   

停電対策よりも再生可能エネルギーの導入のために推進される日本のスマート

グリッドだが、その仕組みづくりには、関連する多くの分野からの協力体制が必

要になる。 

9－1. 国内の取り組み 

経済産業省は次世代エネルギー・社会システム実証事業を進めている。 

●横浜スマートシティプロジェクト（ＹＳＣＰ） 神奈川県横浜市 

 横浜市は、経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に平成

22 年 4 月に選定され、5 年間の実証実験である「横浜スマートシティプロジェク

ト」（ＹＳＣＰ）を推進している。 
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 横浜市と民間企業とで協働し、太陽光などの再生可能エネルギーを有効活用す

る新しい社会システムの構築を目指し、地域でのエネルギーマネジメントの実現

と、HEMS や PV 等の CO2削減に寄与する製品の普及・活用促進に取り組む。 

横浜市では、「横浜スマートシティプロジェクト（ YSCP）」の実証実験に必要

となる、①ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）と②太陽光発電シス

テム（PV）の 2 つの機器を市内の対象エリア（ 5 区）において大量に導入するた

め、横浜グリーンパワーモデル事業を実施している。 

 

 本事業では、YSCP の実証実験参加を条件に、実施事業者を通じて HEMS・PV の

設置費用の一部を助成する。 

 太陽光発電システムは、再生可能エネルギーを活用しているので、温暖化対策

や電力不足対策に取り組む上でますます重要になっている。 

 太陽光発電で発電された電力は、自宅で使用するだけでなく、余剰電力は売電

することができ、地域の電力系統に貢献できる。 

 また、電力不足への対応策として、①供給力を増やす、②需要を減らす、③需

要をシフトする、の 3 点があげられるが、PV を導入することで、①と③に大きく

貢献できる。 

 さらに、停電時や災害時でも、自立運転機能を活用することで、一定量の電力

が使える。 
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家庭での電力消費量や太陽光発電

システムでの発電量などを計測して、

パソコン、デジタルテレビ、専用モ

ニター、携帯電話等で「見える化」

することで、CO2削減意識もこれまで

以上に高まる。 

 また、インターネット経由で収集、

蓄積した電力消費量等のデータは、

地域でエネルギーを有効活用する仕

組みづくりを目指し YSCP の実証実

験に役立ててゆく。 

 横浜市の「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」は商業地区のみなとみ

らい 21 エリア、住宅・工業地区の横浜グリーンバレーエリア、住宅地区の港北ニ

ュータウンエリアの合計 4000 世帯で大都市のインフラ更新を進めている。具体的

には再生可能エネルギーの大規模導入やスマートハウス・スマートビル、大規模

ネットワークと相互補完する電力・熱などの地域エネルギー連携制御、次世代自

動車 2000 台を軸とする次世代交通システムの普及などに取り組む。 横浜市では

市民が実証実験に参加するために必要なホーム EMS（HEMS）や太陽光発電システ

ム（photovoltaic power generation,PV）の導入・設置を推進するため、「横浜

グリーンパワーモデル事業」を実施。公募によって選定された事業者を通じて設

置費の一部を助成している。 

●『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構築実証プロジェクト  愛知県豊田市 

 愛知県豊田市では「低炭素社会実証プロジェクト」としてスマートハウスによ

る生活圏全体のエネルギーの最適化を目指す。スマートハウスでは太陽光発電な

どで得た電力を家庭用蓄電池で蓄え、HEMS でトータルに制御。生活圏全体を制御

するエネルギーデータ管理システム（ EDMS）が HEMS と連携して地域電力の需要と

供給をコントロールし、コミュニティー全体で電力の地産地消を進める。  

●けいはんなエコシティ「次世代エネルギー・社会システム」実証プロジェクト  

京都府けいはんな学研都市 

 京都府けいはんな学研都市では「けいはんなエコシティ」として、900 世帯を

対象にニュータウンの電力需給を管理するプロジェクトが進む。系統電力に依存

しつつも、蓄電池を活用して、需要パターンが似ている街区同士の需給バランス

を調整。街全体で電力や熱エネルギー利用を効率化し、地域の分散型電源を最大

限活用するために EMS の構築を進めている。 
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●北九州スマートコミュニティ創造事業 福岡県北九州市 

 北九州市では特定供給エリアの東田地区で、大手製鉄企業が住宅やオフィス、

工場に電気を提供する。その特徴を生かして「北九州スマートコミュニティ創造

事業」に取り組んでいる。地区の特徴に応じて電気料金をリアルタイムで変動さ

せたり、天然ガスを燃料にして発電する際に発生する熱を曖房や給湯に使う天然

ガスのコージェネレーション（熱電併給）システムを最も効率の高い出力で定格

運転したりする。 

次世代エネルギー・社会システム実証提案書一覧 

次世代エネルギー・社会システム実証事業について、2010 年 1 月 29 日～2010

年 2 月 26 日で募集を行い上記 4 事業を含めて計 19 地域から次の応募があった。

（2010 年 4 月 8 日） 

札幌市提案書、青森県提案書、つくば市提案書、柏の葉提案書、江東区提案書、

大手町・丸の内・有楽町提案書、横浜市提案書、豊田市提案書、岐阜県提案書、

南砺市提案書、京都市提案書、けいはんな提案書、大阪府提案書、神戸市提案書、

北九州市提案書、福岡市提案書、五島市提案書、水俣市提案書、糸満市提案書、  

次世代エネルギー・社会システム協議会 

環境と経済の両立が可能な低炭素社会の構築に向け、新エネルギーの大幅導入

と次世代自動車等の新たな需要に対応しつつ、電力の安定供給を実現することが

必要である。こうした観点から、当省では既に系統安定化や国際標準等について

部分的に検討をはじめている。こうした検討を横断的にとりまとめ、統一的に進

めるため、「次世代エネルギー・社会システム協議会」という省内横断的なプロ

ジェクトチームを設置している。 

スマートコミュニティ・アライアンス（ JSCA） 

スマートコミュニティ・アライアンスは、再生可能エネルギーの大量導入や需

要制御の観点で次世代のエネルギーインフラとして関心が高まっているスマート

グリッド及びサービスまでを含めた社会システム（スマートコミュニティ）の国

際展開と国内普及に貢献するため、業界の垣根を越えて経済界全体としての活動

を企画・推進するとともに、国際展開に当たっての行政ニーズの集約、障害や問

題の克服、公的資金の活用に係る情報の共有などを通じて、官民一体となってス

マートコミュニティを推進するために設立した。会員７４１社（２０１２年２月

時点）。 
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9－2.我が国が展開する海外プロジェクト 

世界では各国がスマートコミュニティの確立を目指し、具体的に動き出してお

り、スマートシテ

ィに係る市場は、

2010 年には約 45

兆円であったもの

が、2020年には 180

兆円に達し、20 年

間の累積では、

3100 兆円もの市場

となると予測され

ている。NEDO が中

心となって海外展

開を行っている。 

 

 

海外スマートコミュニティ実証の目的： 

・インフラ・システム輸出市場の獲得 

・日本国内では困難な実証で知見を獲得 

・現地機関とともに標準化活動を推進 

 

現在進められているプロジェクトの主なものは次の通りです。  

■ 米国ニューメキシコ州：国内では実証困難なスマートグリッド技術の実証（東

芝、清水建設、伊藤忠商事ほか１６社） 

州政府と日本の NEDO が中心となり、スマートグリッド構想に基づく実証研

究プロジェクト「Green Grid」を推進している。日本の経済産業省は以前より

州政府と太陽熱発電などの再生可能エネルギーでの繋がりがあり、協力関係に

あった。2009 年 2 月に州政府から日本へ提案され、実施されている。 

■ 米国ハワイ州マウイ島：離島における再生可能エネルギー大量導入時の課題を

解決（日立製作所、みずほコーポレート銀行、サイバーディフェンス研究所）

既存の電力系統と再生可能エネルギー、電気自動車（ EV）システム、蓄電池、

住宅や工場のエネルギー管理システム等を連携させ、全島を対象としたエネル

ギー監視制御システムを構築して、電力系統の需給バランスの制御等を検証す

る。 
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■ スペイン・マラガ：大量の EV 導入を可能とするマネジメント手法を確立（三

菱重工業、三菱商事、日立製作所）、3 社が 2011 年 3 月から 10 月末まで実施

した事前調査の結果に基づき、本実証事業を通してスペイン南部のアンダルシ

ア州マラガ市で推進されているスマートコミュニティ・マラガプロジェクトと

連携して行うもので、CO２排出量の大幅な削減が期待される次世代交通インフ

ラの構築などをめざし、2016 年 3 月末まで行う。 

■ フランス・リオン：新築ビルの ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化が

義務化されるフランスで日本技術を適用（東芝他１社）EV 技術などを導入した

世界最大の「日本式」環境都市開発。 

■ マレーシアのプトラジャヤおよびサイバージャヤ両都市：グリーンタウンシッ

プ構想実現に向けた基礎調査（日本総合研究所、清水建設、東芝、豊田通商、

日本ＩＢＭ、日本電気、三井住友銀行、明電舎） 

9－3. 国内企業の取り組み 

国内企業の取り組みの例を以下に示す。 

▼六本木ヒルズの大規模ガスコ－ジェネレーションと地域冷暖房  

21 世紀の文化都心「六本木ヒルズ」へ，独自に電気と熱を安定供給するため「大

規模ガスコージェネレーション」と「地域冷暖房」を取り入れている。 

1995 年の電気事業法改正により，一般電気事業者以外の事業者による一般への

電気の供給が可能となる「特定電気事業」の制度が施行された。これにより，特

定電気事業者が複数の建物に電気を供給し，発電時の排熱を熱供給事業者を介し

て、その地域の熱需要に有効利用することができるようになった。この経緯をふ

まえ，森ビル（株）と東京ガス（株）は，六本木エネルギーサービス（株）を設

立し，この六本木六丁目地区再開発において電気と熱の供給事業を行うことにな

った。 

「大規模ガスコージェネレーション」と「地域冷暖房」は「ガスから電気と熱

を生み出し，その熱を地域冷暖房に有効利用する」ということである。これによ

りエネルギーを無駄なく大切に活用することができる。また，六本木ヒルズは，

オフィス，住宅，商業といったさまざまな施設があることから，昼間にピークを

むかえるオフィスや商業施設と，夜間に多くの電力と熱を利用するホテル，劇場

棟などで，電力と熱負荷の平準化が図ることができ，省エネに優れた運用が可能

となる。省エネ性に優れた高効率システムの導入は、まさに 21 世紀の文化都心「六

本木ヒルズ」にふさわしいエネルギーシステムと言える。電気供給施設の特長は

電気と熱の需要変動に応じて最適な熱電比で運転することができる蒸気噴射型ガ

スタービン発電機を採用したのが大きな特徴である。この熱電可変型ガスタービ
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ン発電機というのは，プロセス優先モード（熱優先モード）と電力優先モードと

いう二つのモードがあり，電力と熱の負荷バランスにより最適な運転を行うこと

ができる。発生蒸気は発電に用いられるが，電力に余力がある場合は発生蒸気を

熱供給施設側の熱源としても使用し，エネルギー効率の向上を目指している。ま

た、配電線を二重化し配電事故および定期点検時にも電気を継続して供給できる。

さらにガスタービン発電機の点検時には，電力会社からバックアップ電力を受け

ることができるため，電力の安定供給を維持できるようになっている。次に熱供

給施設であるが、まず発電時の蒸気の有効利用について、電気供給施設のガスタ

ービン発電設備からの回収蒸気を有効利用するために，熱供給施設の熱源機器は

蒸気システムで構成している。 

東日本大震災の時には東電の電力供給を補うため余剰電力を震災後ただちに東

電へ送電を開始した。 

▼清水建設（技術研究所パンフレットから） 

スマート BEMS：空調・照明・給排水・受変電設備などの監視制御を一元的に行

い、エネルギーの効率的な運用を実現する。各種予測技術と組み合わせ、更に高

度な制御・運転管理も可能である。 

マイクログリッド：太陽光発電とバッテリー、ガスエンジンなどを組み合わせ

て協調制御を行い、安定的かつ高品質な電力供給を行う。低炭素社会を構築する

要素技術である。電気学会電気学術振興賞を受賞。昨年末、三菱重工製のリチウ

ムイオン二次電池蓄電システムで強化。 
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▼日立製作所（第 143 期報告書から） 

日立が考えるスマートな次世代都市  

 CO2排出による地球温暖化や新興国における急激な都市化などを背景に、地球規

模で、環境負荷が低く安心・安全・快適な次世代都市の需要が高まっている。ま

た、東日本の復興も重要な課題である。 

 日立が考えるスマートな次世代都市では、火力や原子力発電等の大規模集中型

電源と、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーによる電源とが連係する。

また、家庭やオフィスは、消費者としてだけでなく、建物に備えられた太陽光発

電や蓄エネルギー機器によって、供給者として電力流通の仕組みに参加する。そ

して、それらの電力を、IT を活用した制御システムにより高効率に運用すること

で、環境負荷の低減を図る。 

 また、電力、交通、水処理等の社会インフラを高度な制御技術によりスムース

に動かすとともに、IT を活用した需給予測によって、利用者の満足と環境性能の

向上の両立を実現することができる。 

 さらに、家庭内においても、消費・発電電力量を「見える化」して省エネをよ

り意識できる環境を実現する。そして、供給逼迫時には、家庭用の蓄電池や電気

自動車（EV）に蓄えた電力を利用することが可能になる。 

 このように、IT を駆使した高度な社会インフラが、エコで安心・安全・快適な

次世代都市を支える。 

 

日立の強みを活かして、スマートな次世代都市を実現  

 都市づくりには、個々の技術だけではなく、その地域における問題・ニーズを

汲み取った最適なソリューションを提供する総合力が求められる。日立グループ
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は、社会インフラに関する豊富な経験と、社会インフラを最適にマネジメントす

る IT の技術を有している。これらの幅広い事業展開や総合力を活かし、世界各国

のプロジェフトや東日本の復興に向けて、日立は次のようなスマートな次世代都

市を提案してゆく。 

■青森県六ケ所村スマートグリッド実証実験 2010 年 9 月 実験開始 

 他社と共同で、風力発電所と太陽光発電設備のみで CO2を排出しない電力網を

構築し、住民が居住している環境下で、再生可能エネルギーを最大限に利用する

ための実験を行っている。日立は、発電所からの供給電力量と各住宅の消費・発

電電力量を測定して電力需給の制御を行うコントロールセンターの開発、太陽光

発電による余剰電力を効率的に利用するためのヒ－トポンプ給湯器（エコキュー

ト）の群制御の検証等を行っている。 

■沖縄県 電気自動車（EV）充電インフラシステム 2011 年 2 月 実用開始 

 沖縄では、世界初の民間企業ベースによる商用の EV レン

タカーサービスに、EV 充電インフラシステムを提供している。

本システムでは、IC カードを用いて、利用者認証、課金情報

等をデータセンタで一元管理する。利用者は、操作端末にカ

ードをかざして充電し、レンタカー返却時に纏めて精算する

ことができる。 

■ハワイ離島型スマートグリッド実証事業 2011 年 11 月実証

事業開始 

 離島における低 CO2社会システムの標準形構築をめざし、

ハワイ・マウイ島で再生可能エネルギーを効率よく利用する

ための実証事業に参画している。 

 具体的には、既存の電力系統と再生可能エネルギー、電気

自動車（EV）システム、蓄電池、住宅や工場のエネルギー管理システム等を連携

させ、全島を対象としたエネルギー監視制御システムを構築して、電力系統の需

給バランスの制御等を検証する。 

■天津エコシティ  

 中国－シンガポール天津エコシティ投資開発会社、中国政府及びシンガポール

政府の協力事業として、中国・天津市郊外において開発が進められている環境配

慮型都市開発プロジェフトである。 

 日立は、家庭内の電力需給を適切に制御して省エネや電力供給の安定化などを

実現するホームエネルギーマネジメントシステムを納入するとともに、既存の電
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力系統と住宅等のエネルギー管理システムとを連携させて、地域内のエネルギー

需給を最適化する地域エネルギーマネジメントシステムの開発、電気自動車（ EV）

システムの導入に関するシステム設計、開発等で協力する。 

今後も、本プロジェフトでの実績を活かし、世界各国のプロジェフトに対して、

積極的に提案を行く。 

▼富士通・三井物産が環境都市で新会社（日経 2012.2.26.） 

 顧客に 2 割節電できるシステムを提案する。 

▼丸紅など：福島復興・浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業(2012.03.06.) 

丸紅株式会社をプロジェクトインテグレータとする、東京大学、三菱商事株式

会社、三菱重工業株式会社、株式会社アイ・エイチ・アイ  マリンユナイテッド、

三井造船株式会社、新日本製鐵株式会社、株式会社日立製作所、古河電気工業株

式会社、清水建設株式会社および、みずほ情報総研株式会社からなるコンソーシ

アムは、経済産業省からの委託事業である浮体式洋上ウィンドファーム実証研究

事業に採択された。 

 本実証研究事業は、福島県沖の海域に、浮体式風力発電機 3 基と洋上サブステ

ーション 1 基を建設して行う。2011 年度中に開始する第 1 期実証研究事業では、

2MW のダウンウィンド型浮体式洋上風力発電設備 1 基と、世界初となる 66kV 浮体

式洋上サブステーションおよび、海底ケーブルを設置する。2013 年度から 2015

年度にかけて行う第 2 期実証研究事業では、7MW 級浮体式洋上風力発電設備 2 基

を追加設置する。 

  福島県では、東日本大震災の被害からの復興に向けて、再生可能エネルギーを

中心とした新たな産業の集積・雇用の創出に大きな期待を寄せており、本実証研

究事業を契機に、風車産業の一大集積地となることを目指している。本実証研究

事業は、“漁業と浮体式洋上ウィンドファーム事業の共存”を大きな一つのテー

マとしており、周辺海域の漁業関係者との対話・協議を通じ、将来の事業化を模

索している。 

  また、本実証研究事業を行うことで浮体式洋上風力発電のビジネスモデルを確

立することは、大規模浮体式洋上ウィンドファームの事業展開を実現させること

に大きく寄与するものと考えている。更には、世界で初めての浮体式洋上ウィン

ドファームのノウハウを蓄積し、海外プロジェクトに展開することによって、日

本の主要な輸出産業の一つに育成することにも繋がると考えている。 
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10. 電気の流れと自由化 

我が国の電力の質（電圧、周波数、安定供給）は世界的にも誇れる水準にあり、電力網の

グリッド化は進んでいる。しかし、それは電力会社内の状況であり、電力の自由化を阻んで

いるとも言える。そして、再生可能エネルギーの円滑な導入や自家発電設備の有効活用など

の観点から電力の自由化を求める機運が高まってきている。 

 

電力の小売り部分自由化の概要 

2000年 3月より、特別高圧で受電される顧客（使用規模が原則 2,000キロワット以上、

標準電圧 20,000ボルト以上）が電力の購入先を自由に選ぶことができる「電力の小売り部

分自由化」がスタートした。 

「電力の小売り部分自由化」の範囲は段階的に拡大し、2004年 4月からは高圧（標準電

圧 6,000ボルト）で受電され、需要場所ごとの契約電力が 500キロワット以上の顧客が対象

となった。また、2005年 4月には高圧で受電され、契約電力が 500キロワット未満の顧客

も対象となった。 

ＲＰＳ(Renewables Portfolio Standard)再生可能エネルギーの利用割合基準が設定され

た。 
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10－1. 電力自由化のトップ企業エネット 

エネットは NTTファシリティーズ、東京ガス、大阪ガ

スの 3社が株主。 

電力販売規模は 300万 kW以上で、電力自由化され

た新規事業者の中では約 50%の圧倒的シェアを誇る。

（2010年度現在） 

事業展開エリアは全国(北陸・四国・沖縄電力を除

く)で日本最大の特定規模電気事業者。 

供給している顧客は学校の他、公共施設、商業施設、

事務所、工場等、約 7,000件。 

特定規模電気事業者としてはこの他にダイアモンドパワー（株）など約50社。 

 

また、一般社団法人 日本卸電力取引所を通じての電力の売買が活発化している。東京電

力の電気料値上げ通告を契機に、取引所への問い合わせが活発化し、需要を満たせない状況

にある。企業によっては自衛策として発電機を設置する傾向にある。しかし、燃料代の高騰

が足かせとなっている。 

 

新丸ビルの例（2009年12月09日） 

三菱地所と出光興産は9日、三菱地所所有の「新丸の内ビルディング」で使うすべての電

気を、出光が供給する風力や太陽光などの自然エネルギー（再生可能エネルギー）でつくっ

た電気で賄う契約を締結した。これにより、新丸ビルの二酸化炭素（CO2）の排出量削減効

果は年間約2万トンになる。ビルのCO2排出量がこれまでの約1/3に削減される。これまでも

大丸有のグリーン電力利用は、話題となっているが、その先をゆく「生グリーン電力」であ

る。 

グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス（生物資源）などの再生可能エネルギーに

より発電された電力のことで、電気そのものの価値に加え、「環境付加価値」を持っている

と考えられる。これまでのグリーン電力利用は、その「環境付加価値」を取引のできる証書

の形に置きかえた「グリーン電力証書」を購入することで、グリーン電力を使用していると

みなされるというもので、グリーン電力そのものを利用しているわけではない。これに対し

て「生グリーン電力」は、グリーン電力そのものを、発電所から需用者に直接送るというも

の。需用者はグリーン電力を「みなし」ではなく、自身が使用する電気として、直接使用す

ることができる。 
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再生可能エネルギー100％の「グリー

ン電力」を直接需要地が受電する取り組

みは国内初という。 

東京都では、2010年4月より地球温暖

化対策の一環として、大規模なビルや工

場などにCO２排出量の削減義務を課す

「キャップ＆トレード制度」を全国で始

めて導入することを決定しており、新丸

ビルは、今回のグリーン電力の活用によ

り、CO2排出量を現在の3分の1程度にま

で減らすことが可能となり、東京都の規

制を守れる見通しである。 

この電力供給元である青森にある風

力発電所は六ヶ所村二又風力発電所で

は風力発電設備（１，５００ＫＷｘ３４台計５１，０００ＫＷ）とＮＡＳ電池（２，０００

ＫＷｘ１７ユニット）とを組み合わせて出力の平準化を図っている。東電との契約では送電

入口と受電入口とで３０分単位で電力量を一致させる義務があるが平準化はそれに寄与し

ている。 

東京都は東電の値上げに対抗するため中部電力に都庁舎使用電力の７割の電力供給を打

診した。東京都は既に東京ガスから３割の電力供給を受けている。（日経（夕）2012.2.25. ） 
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10－2. 再生可能エネルギー買取制度 

第177回（2012.1.24.開会）通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」が成立した。 

この法律は、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて

発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平

成２４年７月１日からスタートする。 

電気事業者が買取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収

することとしており、電気料金の一部として、国民の負担となる。 

 

10－3. 超伝導ケーブルによる送電ロスの低減 

住友電気工業や住友精密工業により高温超伝導ケーブルの開発が進められており送電ロ

スの低減（5％→2％）が期待されている。 

韓国では済州島と本土（距離100ｋｍ）との間に普通の高圧直流送電線がすでに敷設され

ており、日本と韓国（60Ｈｚ）の間に、英国とフランスの問にあるような直流高圧線で接続

できれば中国（50Ｈｚ）も含めて電力の相互利用が可能となり、アジア全域にスマートグリ

ッドの基盤が構築されることとなる。超伝導ケーブルが実用化されればその効果は大きい。 
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10－4 電力需要の日変動 

 電力需要の日変動の季節的変化を下図に示したが夏場のピークをカットできれば発電

所の数を抑えることができる。この点でスマート化によってピークカットとピークシフトが

できれば大きな意義がある。 

 

10-5 分散

型電源のメリ

ット 

 燃料電池

（エネファー

ム）のように電

気と熱を同時

に利用する場

合、エネルギー

効率が良く分

散型電源とし

ての活用が考

えられる。 
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11. スマートグリッドの各国の状況 

11－1. 米国 

オバマ政権はスマートグリッドをクリーン・ニューディール政策の中核として位置づけた。

これはオバマ政権が再生可能エネルギーの大量導入を前に、米国の電力供給ネットワークが

危機的状況に追い込まれていたことに着目し、スマートグリッドを経済の活性化、雇用の確

保、そしてエネルギー安全保障に利用したのだと考えるべきである。スマートグリッドの導

入は世界的な動きであるが、米国の動向は必ずしも世界の動きと同じではない。アメリカ合

衆国ではカリフォルニア州の電力危機やニューヨークの大停電をきっかけに、送配電網の整

備を求める声が大きくなった。2003年の大停電事故の 1ヵ月前に、米エネルギー省は

「Grid2030」という送配電網の近代化に関するレポートを発表していた。2007年 12月には

「スマートグリッド」関連の投資資金補助や試験プロジャクトの予算に 1億米ドルを拠出す

ることを法律で決めた。バラク・オバマ大統領の就任 1ヵ月後の 2009年 2月には、景気刺

激策である「米国再生・再投資法」(American Recovery and Reinvestment Act, ARRA) の

一部として、「スマートグリッド」関連分野に 110億米ドル（日本円で 1兆 1000億円相当）

を拠出することを決めた。これが今日、米国の通信と IT機器メーカーの間まで広がったス

マートグリッド・ブームのきっかけとなった。 

オバマ大統領は、アメリカ連邦議会 に対して、代替エネルギーの生産を 2009年からの 3

年間で 2倍にし、新しい「スマートグリッド」を建設するための法案を通過させるために遅

滞なく行動するように要請した。 

化石燃料と温暖化ガスの排出削減はエネルギー安全保障や地球温暖化問題の対策の 1つ

として、多くの政府が推進しているが、米国の電力消費量を 5%削減できれば、5,300万台分

の自動車に相当する化石燃料の節約と温暖化ガス排出量の削減が実現するといわれており、

その実現手段の 1つにスマートグリッドが有効ではないかと期待されている。 

スマートグリッドによる米国国内の電力網の変化は、概ね 3段階の過程を経ると考えられ

る。最初は 2009年から始まっているスマートメーターの導入であり、既に全米では 8州を

除く 42の州政府が政策での何らかの形でスマートメーターへの取り組みを示しており、一

部は取付け段階にある。第 2段階は 2011年から 2020年頃までの期間で、無線や有線通信に

よって家庭内の電気を使用する機器類の電力使用を遠隔操作することが想定されている。ス

マートメーターをこの電力遠隔制御ネットワークのノードとする計画もあり、多様な家電製

品に無線 LANや電力線通信のような機能を持たせることで電力制御だけにとどまらない新

たな付加価値を製品に与えられる。このため、従来は映像・音響機器といったデジタル機器

だけが家庭内ネットワークの対象だと見られていたのが、冷蔵庫や洗濯機まで加わる状況と

なり、多くの家電メーカーが将来の大きなビジネスチャンスに興味を示している。また電気

自動車やプラグインハイブリッド車も充放電を行う家庭内での大きな蓄電池としてこれら

の機器に加わる。第 3段階では 2030年頃までに、あらゆる機器類が自律的な負荷制御を行

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89
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うような状況が想定されており、配電網内に大規模な蓄電施設が設けられると考えられてい

る。 

米国でのこういった動きに対応して、米国内の企業だけでなく日本を含む世界中の企業が

将来の大きな市場を目指して自社の持てる技術を宣伝している段階である。 

米国の電力供給事業者は、スマートメーターの設置を急ピッチで進めている。連邦政府か

ら補助金が出ているし、各州の公益事業委員会もスマートメーター設置によって効果的に電

力需要を抑制しようと考えているからである。スマートメーターが設置された地域では、時

間別に電気料金が変わるようになっている。しかし、電気の使用状況を消費者にわかりやす

く知らせるモニターの商品化や普及が課題である。モニターの指示で制御できる電気機器の

商品化もこれからという段階である。したがって、スマートメーターの取付によって、どれ

ほど消費量やピーク電力の抑制できるかが実証されるには、もう少し時間がかかる。送配電

系統の新設や増強は、「どこに実施するのが最も効果的か」が検討されている段階である。

一つの例として、2010年 5月にメイン州の公益事業委員会が、セントラル・メイン・パワ

ーが提案した 14億ドルの送電系統増強計画を承認し、新しく 345,000Vの送電線を敷設し

て、系統容量をこれまでの 2倍にするというものである。これほどの増強は 1971年以来だ

と報じられており、米国では送電系統へ投資が行われてこなかったことが伺える。このプロ

ジェクトは 2010年 6月に着工し、2015年に完成することになっている。送電系統強化に

向けた連邦政府の予算が本格的な実施に移されつつある。送電線の増強プログラムが完成す

るまでには何年もかかるので、雇用を確保する効果も大きいと期待されている。米国エネル

ギー省は、2030年までの電力消費量全体の 20％を風力発電からの電力でまかなうためにど

うすればよいかを、2007年から検討している。そして、2010年 1月に東部の送電系統につ

いての、5月には西部の送電系統についての膨大な報告書を出した。報告書によると、大き

な投資が必要だが、それを上回るメリットがあり、克服できない問題はないという結論を出

している。また、東部については風力発電で 30％、西部については風力発電と太陽光発電

を合わせて 35％を目指した検討も行っている。 

11－2. 欧州 

欧州でも北海油田の枯渇による EU域内自給率の低下、老朽化する石炭火力や原発の閉鎖、

エネルギー源のロシア依存の高い中欧・東欧諸国の EU加盟、頻発するロシア・ウクライナ

のガス紛争など「エネルギー安全保障の位置付けが高まっている。英国とイタリアでは、電

力料金の不払いに対応するためスマートメーターの導入を進めている。スマートグリッドの

観点では、EU（欧州連合）に加盟している国を主体に眺めてみると欧州の場合には英国やア

イルランドが欧州大陸から海を隔てて離れているし、スカンディナビア諸国は陸続きだとは

いえ、海を隔てた距離の方が短くなっている。欧州ではこうした地理的な条件が電力供給ネ

ットワークに大きな影響を与えており、欧州諸国はそれぞれ主権国家であるが、電力を常時

輸出入するなど送電系統が欧州全体で一体化しており、今後は送電系統をさらに強化してス

マートグリッド化しようという方向にある。高圧直流送電も各地で敷設されている。 

英国は「2020年までに二酸化炭素排出量を 1990年の 20％減」とする EUの目標に対し、

30％減にしようとする動きになっている。これを反映して、洋上風力発電の建設と、その電

力を陸上に輸送する高圧海底送電線の建設も具体化されつつある。 



２６ 

 

ドイツは、洋上風力発電による電力を国内各地に送るために、国を縦断する 800kmの高圧

送電線を建設する計画を推進している。 

デンマークは、2011年までに消費エネルギーの 20％、2020年までに 30％を再生可能エネ

ルギーでまかなう計画を掲げている。デンマークには電力供給事業者が 75社あり、第 2位

の SEAS－NVEはスマートグリッドヘの取り組みを早くから始めている。同社は 2009年 5月

からスマートメーターの取付を開始し、2011年には全顧客の約 35万世帯に行き渡らせる計

画である。ここで使用されるホームエネルギーシステムは日本のパナソニックとの共同開発

である。 

スマートグリッドの推進については、EUレベルのエネルギー・環境政策が各国独自のも

のと整合されなくてはならない複雑さがあるが、各国は導入が拡大せざるを得ない風力発電

を円滑に受け入れるために、歩調を合わせて送電系統整備を進めるよう努力するであろう。

ドイツやフランスでは、風力発電の出力変動を平滑化するために、電気自動車の蓄電池を積

極的に利用しようとする動きも始まっている。 

 

11－3. 新興国 

中国に代表される世界の新興国は、めざましい経済成長を実現している。経済活動が盛ん

になれば、エネルギー需要、中でも電気の需要が高まる。ところが、その需要に対応するだ

けの発電、送電、配電の設備が十分に準備されていないため、停電が当たり前になる危険性

があり「新しい送電系統を大規模に導入するのならスマートグリッドを」ということになる。  

世界で一斉に「スマートシティ」の実証実験が始まった。有名なところではアラブ首長国連

邦の「マスダール・シティ」、オランダの「アムステルダム・スマートシティ」、中国の「天

津エコシティ」などがあるが、これらは氷山の一角にすぎない。実は 200 を超えるプロジ

ェクトが世界中で進行している。 
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