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はじめに 
 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、「国際エネル

ギー消費効率化等技術・システム実証事業」のうち、「米国ニューメキシコ州におけ

る日米スマートグリッド実証」に係る事後評価について審議を行うために、当該事業

の外部の専門家、有識者等によって構成される事後評価委員会を設置した。 
本書は、「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／米国ニューメキ

シコ州における日米スマートグリッド実証」の事後評価報告書であり、同事後評価委

員会（平成 27 年 6 月 8 日）に諮り、委員からのコメントを反映し作成されたもので

ある。 
 
 
 

平成 27 年 8 月 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

評価部 
「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／米国ニューメキシコ州にお

ける日米スマートグリッド実証」 事後評価委員会 
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審議経過 
 
1. 「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／米国ニューメキシコ州

における日米スマートグリッド実証」に係る事後評価委員会（平成２７年６月８日） 
・本事業に係るこれまでの成果について報告 
・本事業についての評価 

 
2. 本事業評価委員会事務局（ＮＥＤＯ評価部）において、委員の評価コメントのと

りまとめ 
 
3. 事業評価（事後評価）報告書（案）の確定（平成２７年８月３日） 

・委員長の了承を得て確定 
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「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業／米国ニューメ

キシコ州における日米スマートグリッド実証」（事後評価）委員会」 

事後評価委員会委員名簿 

                   （平成 27 年 8 月 6 日現在） 

       氏名 所属、役職 

委員長 伊庭
い ば

 健二
け ん じ

 
明星大学 理工学部 総合理工学科 

電気電子工学系 教授 

委員長代理 片山
かたやま

 正昭
まさあき

 名古屋大学 エコトピア科学研究所 副所長・教授 

委員 

安芸
あ き

 裕
ひろ

久
ひさ

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

安全科学研究部門 

エネルギーシステム戦略グループ 主任研究員 

岡田
お か だ

 健司
け ん じ

 
一般財団法人 電力中央研究所 社会経済研究所 

エネルギーシステム分析領域 上席研究員 

島
しま

 裕
ひろし

 
株式会社 日本政策投資銀行 企業金融第１部 

技術事業化支援センター長 

敬称略、五十音順 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この章では、委員会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の下

の箇条書きは、評価委員の主な指摘事項を、参考として掲載したものである。 
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１．実証事業全体に関する評価結果 

１．１．総合評価 

電力システムを抜本的に革新し、社会実装を図る意義が増大しているなか、本事

業は次世代送配電システム技術の先駆けとして取り組まれた。本事業を通じて、デ

マンドレスポンスや HEMS・BEMS の有効性やマイクログリット導入に係わる各種関

連技術に関する有益な実証結果を得ることが出来た。国内企業の技術確立の場とし

て、海外進出の足がかりとして、また国内の制度設計への示唆として、大きな成果

があったと評価できる。構想、実証成果の双方において所期の目的を達成している

と認められる。 

世界における将来の電力系統技術の発展と普及、今後の研究開発の方向性に大き

な影響を与えている。また、国内企業が技術力を示すことができ、今後海外におけ

るインフラ事業展開に大きく貢献するものと期待される。 

 

＜肯定的意見＞ 

・地球資源の持続可能性、温暖化問題などエネルギー制約が世界共通の課題として重

要性が高まっている今日、電力システムを抜本的に革新し、社会実装を図る意義は

増大している。本プロジェクトは次世代送配電システム技術の言わば先駆けとして

取り組まれ、その構想、実証成果の双方において所期の目的を達成していると認め

られる。 

・この時期にスマートグリッド関連技術の実証が行われたことは、我が国のみならず、

世界における将来の電力系統技術の発展と普及、今後の研究開発の方向性に大きな

影響を与えている。国内企業が技術力を示すことができ、今後海外におけるインフ

ラ事業展開に大きく貢献するものと期待される。本事業は外部環境の変化にもあわ

せつつ、社会的に重要な課題を実施し、大きな成果をあげており、本事業は高く評

価される。 

・東日本大震災以降、我が国でも PV などの再生可能エネルギーの利用の重要性が増

す中、本事業を通じて、デマンドレスポンスや HEMS・BEMS の有効性やマイクログ

リット導入に係わる各種関連技術に関する有益な実証結果を得ることが出来たこ

とは、社会的な意義も大きい。本事業は、得られた実績・成果より、当初掲げられ

た最終目標を達成していると評価できる。 

・国内企業の技術確立の場として、また、海外進出の足がかりとして、また国内の制

度設計への示唆として、大きな成果があったと評価できる。2009 年に企画された当

時は、スマートグリッドの意味すらわからない状態であったが、NEDO が最初に海外

での実証をすること、国内の 19 社が参加することなど、初めてずくめのビックプ

ロジェクトであった。 

・国内とは違った環境において、大規模な実証試験を行い多くの知見を得、実証試験

の結果、国内企業の米国やそれ以外の海外展開へのきっかけを得、μグリッド 2020

の実施中心研究所 LANL (Los Alamos National Laboratory)、SNL（Sandia National 
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Laboratory）との連携の糸口を得、設置した機器が、実証終了後も活用される計画

が存在し有効性の傍証であることから基本的に成功した実証試験といえる。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・今後はより条件の難しい東南アジアにおいて、電力を中心としたインフラ技術輸出

の基盤を築くようなプロジェクトを打ち出して欲しい。 

・実証により得られたデータは実施者に帰属するとはいえ、公的資金を投入して得ら

れたものであるので、知財やノウハウに属さないものは、国内の大学、研究機関等

で活用できるよう委託先に働きかけて欲しい。 
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１．２．各論 

１．２．１．事業の位置付け・必要性について 

国際的にスマートグリッド・スマートコミュニティへの注目が集まる時期に実施さ

れており、国内外の動向を把握した上で適切な時期に実施された。外的要因が大きく

変化し続ける中で、事業の成果の最大化に向けて、常に適切に判断と見直しが行われ

てきたことは高く評価できる。 

海外の他の実証試験の多くが、省エネルギー改修やスマートメータの導入を中心と

しているのに対し、マイクログリッドやエネルギーマネジメントシステムといったシ

ステム技術、さらに実電力系統を用いた技術の実証にも取り組まれており、事業の先

進性と意義は高く評価できる。 

自然、社会環境や電力システムと運用体制が日本とは異なる米国での実施により，

日本では得られない経験を積むと共に，日本の重電技術の汎用性を示す意義があっ

た。法規制によって国内では実証ができない技術の実証だけでなく、国際標準化取得

に対する具体的な実績の積み上げや、米国パートナーや国内多業種パートナーとの協

力関係構築も、このプロジェクトが発端となって実現に向かったと思われる。 

NEDO 自身が PL(Project Leader)となってリーダーシップを発揮する体制は、本事

業がインフラを含めたシステム実証であり、相手州政府との関係構築を要するといっ

た事情を考慮すると適切であり、結果として円滑な事業運営や成果の最大化に寄与し

ている。なお、PL 個人の能力に依存する要素が大きく、他の事業への横展開に当たっ

て、事業の水準を組織として保証するための検討を引き続き行ってほしい。 

 

＜肯定的意見＞ 

・実証事業開始当時、スマートグリッドの概念すら一般的ではなかった。その中で世

界最先端といえる設備やシステムの実証を行うことは、日本の重電技術の先端性を

示す Show Case としても意義が有った。自然、社会環境や電力システムと運用体制

が日本とは異なる米国での実施により，日本では得られない経験を積むと共に，日

本の重電技術の汎用性を示す意義があった。事業開始後に発生したいくつかの大規

模な天災は、本事業の対象のスマートグリッドの重要性をより高いものとした。 

・送配電システムを革新する社会的ニーズは増している。置き換えコストの大きい大

規模、複合的な技術実証を規制制約の比較的少ない環境で実施することは方法論と

して適切かつ妥当で、企業連携の場として果たした NEDO の役割の政策的意義は認

められる。NEDO が海外実証の計画から運営まで調整機能を果たしたことは意義深い。 

・スマートグリット分野における我が国初の実証プロジェクトである本事業を通じて、

国内の実証事業では検証することのできないような系統連係技術の海外展開に係

る課題について検証できたことは、我が国の関連分野におけるスキルアップにつな

がり、本実証事業の実施は有意義であった。ニューメキシコ州の電気・天然ガス供

給会社やサンディア国立研究所やニューメキシコ大学など対象国側との連携、実証

期間中の実証事業の対称国の情勢の変化への対応など、効果的なアプローチにより、
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本事業が進められた。 

・NEDO 自身が PL (Project Leader) となってリーダーシップを発揮する体制は、本

事業がインフラを含めたシステム実証であり、相手州政府との関係構築を要すると

いった事情を考慮すると適切であり、結果として円滑な事業運営や成果の最大化に

寄与している。海外の他の実証試験の多くが、省エネルギー改修やスマートメータ

の導入を中心としているのに対し、マイクログリッドやエネルギーマネジメントシ

ステムといったシステム技術、さらに実電力系統を用いた技術の実証にも取り組ま

れており、事業の先進性と意義は高く評価できる。国際的にスマートグリッド・ス

マートコミュニティへの注目が集まる時期に実施されており、国内外の動向を把握

された上で適切な時期に実施された。外的要因が大きく変化し続ける中で、事業の

成果の最大化に向けて、常に適切に判断と見直しが行われてきたことは高く評価で

きる。 

・法規制によって国内では実証ができない技術の実証だけでなく、国際標準化取得に

対する具体的な実績の積み上げや、米国パートナーや国内多業種パートナーとの協

力関係構築も、このプロジェクトが発端となって実現に向かったと思われる。プロ

ジェクト実施前には海外で行う実証について懸念が持たれたが、完了した現在では

このプロジェクトを国が支援する必要性や、国益への寄与は高く評価されている。 

 

＜改善すべき点＞ 

・PL 個人の能力に依存する要素が大きく、他の事業への横展開に当たって、事業の水

準を組織として保証するためにはさらなる検討が必要。 
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１．２．２．実証事業成果について 

大きなトラブルなく実証システムが運転し、実際の顧客サービスを継続的に行った

ことは特筆できる成果である。大規模燃料電池の高地(1500m)の実証等、世界初と思

われる多くの優れた成果を得た。 

日米ワークショップの開催やデータマネージメントシステムの構築を通じ、実証事

業の対象国との協力体制を確立し、円滑に事業を推進した。重電やガス発電等を米国

で実証することで、国内製品の国際性を海外に示した。本実証事業で得られた成果を

米国電力中央研究所のユースケースとして登録したことや、IEEE1547 第 8 分科会への

資料投稿等は、国際標準化への議論を進める上でも我が国の関連技術の有用性への理

解を高め、当該分野における我が国のプレゼンスの向上に貢献した。従来国内市場し

か見ていなかった企業に海外展開の志向を与えた点、海外展開が不十分であった企業

を含む国内企業が海外での実施経験をつんだことにも価値がある。 

本プロジェクトは状況の変化に柔軟に対応することを認容したため、内容を陳腐化

させることなく、時代の要請に応える成果を出し続けたことは特筆できる。長期にわ

たる実証事業では、外部環境の変化に応じて技術に対する要求品質が大きく変化する

可能性があるため、柔軟かつ適切に計画を見直す仕組みの導入が必要。今後のプロジ

ェクトに活かすため、得た経験知について十分なレビューを行い形式知化してほし

い。 

なお、計画、事業開始時には世界最先端であったと言えるが、現状でも最先端かと

いうと疑問が残る。次の事業，次の技術の準備が望まれる。 

 

＜肯定的意見＞ 

・日米ワークショップの開催やデータマネージメントシステムの構築を通じ、実証事

業の対象国との協力体制を確立し、円滑な事業の推進がなされ、事業期間中に得ら

れた実績より、各実施テーマで掲げた目標を達成していると評価できる。 

・本実証事業で得られた成果を米国電力中央研究所のユースケースとして登録したこ

とや、IEEE1547（Standard for Interconnecting Distributed Resources with 

Electric Power Systems）の第 8 分科会への資料の投稿等は、国際標準化への議

論を進める上でも我が国の関連技術の有用性への理解を高め、当該分野における我

が国のプレゼンスの向上に貢献し、有意義である。 

・大規模燃料電池の高地(1500m)の実証等、世界初と思われる多くの優れた成果を得

た。重電やガス発電等を米国で実証することで、国内製品の国際性を海外に示し、

米国以外にも普及の目処をつけたことは評価できる。送配電分離の形態の米国で、

ピーク電力削減義務を配電会社が負うなど、日本とは異なるビジネスモデルを発見

したことは価値がある。製品が、パーツからシステムに拡がった企業が存在するこ

とにも着目すべき。 

・大きなトラブルなく実証システムが運転し、実際の顧客サービスを継続的に行った

ことは特筆できる成果である。その成果は，今後の日本の技術の海外展開に肯定的
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な効果を与えている。実証開始前から，標準化への関与が重視され、一定の成果が

得られている。 

・個々の機器の技術レベルは元々高かったが、複数の機器を実際に連系し、長期に運

用し続けることで、実証の価値が高まった。 

・本プロジェクト以後に様々な状況の変化があったが、本プロジェクトは状況の変化

に柔軟に対応することを認容したため、内容を陳腐化させることなく、時代の要請

に応える成果を出し続けたことは特筆すべき。 

・利害関係や競争関係のある複数の企業が、目的をひとつに定めて共同で成果を出し

たことも、今後の日本企業グループのチームワーク醸成に価値があった。 

・従来国内市場しか見ていなかった企業に、海外展開の志向を与えた点は価値がある。

従来海外展開が不十分であった企業を含む国内企業が、海外での実施経験をつんだ

ことにも価値がある。 

 

＜改善すべき点＞ 

・計画、事業開始時には世界最先端であったと言えるが、現状でも最先端かというと

疑問が残る。次の事業，次の技術の準備が望まれる。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・長期にわたる実証事業では、外部環境の変化に応じて技術に対する要求品質が大き

く変化する可能性があるため、柔軟かつ適切に計画を見直す仕組みの導入が必要。 

・今後のプロジェクトに活かすため、得た経験知について十分なレビューを行い形式

知化してほしい。 
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２．各実証テーマに関する評価 

２．１．ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証 

２．１．１．実証事業成果について 

大規模太陽光発電の出力変動を大規模蓄電池で吸収し連系線との潮流調整に活用

する技術の米国環境下での実証は，技術的にも価値が高い。現地電力会社との連携に

成功し、900 軒の住宅を対象にデマンドレスポンス実証した成果や、PV や各種電池を

含めて配電線レベルの潮流制御技術を長期にわたり実証した成果は大きい。住民対象

のデマンドレスポンス実証は，参加所帯率の高い社会実験として見ると、実施条件が

人工的であり，その結果の一般性を主張するには不十分だが、高地における太陽光電

池の出力効率について，実データを得た点は価値がある。従来受給制御をしていなか

った配電会社の実系統によりマイクログリッド・デマンドレスポンス実証を行ったこ

とは，先進性のある取り組みである。PV 転送遮断技術も将来の適用を見据えた斬新な

ものである。 

ただし、実証結果が説得力を持つためには、任意性のある部分は、できる限り社会

的に現実性のある想定をする必要がある。連系線の潮流を、蓄電池を用いて目標通り

に制御する技術については、目標値が、系統運用者または社会のコストを最小化する

といった社会的意義を考慮して設定されたのではなく、完全な意味での「実証」と言

えるかは議論の余地がある。 

 

＜肯定的意見＞ 

・本実証テーマにおける検討により、高標高地域においても導入した電池システムが

問題なく作動することが確認され、さらに提案システムにより PV の変動抑制と蓄

電池による連系線潮流の安定化が有効的に実施できたことは、配電系統側での自律

的な需給バランス制御の確立に資するものである。 

・現地電力会社との連携に成功し、900 軒の住宅を対象にデマンドレスポンス実証し

た成果や、PV や各種電池を含めて配電線レベルの潮流制御技術を長期にわたり実証

した成果は大きい。PV 転送遮断技術も将来の適用を見据えた斬新なものである。こ

の技術は国内電力への適用も関心が持たれている。容量は小さいが各種 PV の運用

記録も興味深く、国内北杜での実証の継続性もある。実施者はここで多くの経験を

積み、機器単体だけでなく運用技術を学んだと思う。現段階ではショールームとし

ての機能だけでも普及促進に寄与したことを評価すべき。 

・一般需要家から参加者を募ってデマンドレスポンス実証をされたことも、技術的な

意義だけでなく、今後の事業展開につながる知見やノウハウが獲得できた。リモー

トモニタリング技術の実証ができたことは、今後の事業展開において大きな意義と

優位性を持つものと評価できる。様々な需要家、電源および蓄電池が接続された配

電線においてマイクログリッドを構築し、連系線潮流等の制御実証を成功されたこ

とは、大きく評価できる。 

・大規模太陽光発電の出力変動を大規模蓄電池で吸収し連系線との潮流調整に活用す
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る技術の米国環境下での実証は，技術的にも価値が高い。住民対象のデマンドレス

ポンス実証は，参加所帯率の高い社会実験として見ると、実施条件が人工的であり，

その結果の一般性を主張するには不十分だが、高地における太陽光電池の出力効率

について，実データを得た点は価値がある。従来受給制御をしていなかった配電会

社の実系統によりマイクログリッド・デマンドレスポンス実証を行ったことは，先

進性のある取り組みである。転送遮断のラストワンマイル実験において Broadband 

PLC (Power Line Communication)が利用可能であるという結果は，興味深い。太陽

光発電量予測に関連して、EPRI (Electric Power Research Institute、米国電力

研究所) Use Case 登録を行った。 

・当該システムの系統に与える影響に係る技術的動作検証という点では十分に有意義

である。 

 

＜改善すべき点＞ 

・実証試験は全て実社会を反映した形で実施できることはあり得ないが、実証結果が

説得力を持つためには、任意性のある部分は、できる限り社会的に現実性のある想

定をする必要がある。連系線の潮流を、蓄電池を用いて目標通りに制御する技術に

ついては、目標値が、系統運用者または社会のコストを最小化するといった社会的

意義を考慮して設定されたのではなく、完全な意味での「実証」と言えるかは議論

の余地がある。デマンドレスポンス実証においても、CPP (Critical Peak Pricing)

におけるピーク料金の設定値が社会・経済的に妥当であるのかについて検討がなさ

れて得られた結果について、定量データとして信頼性に疑問が持たれる恐れがある。 

・使用された Narrowband PLC が，現在の標準的な方式のものと比べて性能が低い。

そのため Narrowband PLC と Broadband PLC の比較といえるデータとなっていない

ことは残念。制御用途ではエラー率だけでなく，エラーの時間分布（バースト性）

などのさらなる検討が望まれる。 

・当システムの社会的価値ないしは費用対効果を示す KPI (Key Performance 

Indicator、重要業績評価指標）をどう設定すべきかについて一歩踏み込んだ考察

を期待したい。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・プロジェクト完了後も、このサイトを継続的にテストベットとして維持して欲しい。 
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２．２．ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証 

２．２．１．実証事業成果について 

当初の家庭内への情報提供を中心としたHEMSから系統からの要請に応えるHEMSへ

と適宜目標を柔軟に変化させ陳腐化させなかったこと、また、家電機器の HEMS によ

る自動制御を実現できる先端的スマートハウスのショールームとしての価値は評価

できる。 

ただし、実際に人が住んでいる状況での実験ができなかったため、実験が模擬負荷

パターンによるものにとどまっており、需要予測技術への貢献に限界もあった。 

今後はシステムの動作確認に留まらず、総合的な検証を実際の住宅で展開すること

を期待したい。 

 

＜肯定的意見＞ 

・本実証テーマにおける EMS と HEMS が自動連携したスマートハウスの実現に向けた

検討は、PV 導入時の自家消費モデルや ADR (Automated Demand Response) の活用

を考慮した宅内エネルギーマネジメントシステムの構築に向け、有益な成果を挙げ

ることができた。本実証テーマは、現地企業との協業や他の実施項目（マイクログ

リッド実証）とも連携を図りつつ、効果的に推進されている。 

・一般家庭はこれまで制御対象としては電力系統から見て重視されなかったが、実証

が進む中で再認識されてきた。実施者も当初の家庭内への情報提供を中心とした

HEMS から、系統からの要請に応える HEMS へと、適宜目標を柔軟に変化させ、陳腐

化をさせなかったことは評価できる。実証では多数のセンサーを用いてデータを蓄

積したので、センサーの最適設置や効果的な情報活用にも重要な知見が得られたと

思う。無人のハウス１軒が対象であったので、得られる成果には限界があるが、現

地米国で、家庭内配線も含め 100%米国仕様の実証フィールドを共同で得たことの意

味は大きい。 

・家電機器の HEMS による自動制御を実現できる先端的スマートハウスの show room

としての価値は評価できる。本事業によって、実施者は、HEMS と人間の役割分担の

重要性を認識した点は成果と言える。 

・TOU (Time Of Use) やデマンドレスポンスについての取り組みは、最終的という水

準（汎用製品化）にまで最適化、熟成されているレベルではないが、プロトタイプ

レベルの成果を得ることができていて、実証期間が限られていることを考えると十

分な水準。転送遮断等遠隔通信の実験については、開発された通信方式で通信・制

御が行われており、十分な成果と言える。 

・スマートグリッド系統下でスマートハウスの技術実証を実行したことは意義がある

ものと認められる。 

 

 

＜改善すべき点＞ 
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・残念ながら実際に人が住んでいる状況での実験ができなかったことに起因する、実

証のわかりにくさや不完全さは否めない。模擬負荷パターンによる実験は、日米の

生活モデルの差異と気象条件の差異の扱いや、料金信号の与え方等、より改善すべ

き余地があったのではないかと考える。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・実証成果がシステムの動作確認に留まっている感があるので、今後の実用化研究を

継続してほしい。例えば、快適性などシステムの効果を評価する言葉は、その普及

可能性を判断する指標となることから定義を明示してほしい。また、スマートハウ

スの諸機能が経年で人の行動にどのような影響を与えるか（省エネ行動が定着する

か、一定期間経つと価値としての認識が低減するか等）総合的な検証を期待したい。 



15 
 

２．３．アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証 

２．３．１．実証事業成果について 

400kW 級の運用中の商用ビルにおいてマイクログリッド化による無遮断での自立運

転移行を実現したことは、米国において日本の強電技術の有効性や信頼性を示した。

連系点潮流制御やデマンドレスポンス対応、太陽光発電出力変動補償等、様々な状況

を想定して実証を行い、また、FRT (Fault Ride Through) の試験も実施されており、

十分な成果を得ている。 

米国 UL 規格未取得の装置を現地で使用し性能を評価できたことは、実証事業にお

ける NEDO 等のサポートが有効であったことを示している。また、各企業が連携して

実証に取り組まれており、事業の運営および体制は高く評価できる。 

ただし、各種実証の意義が、実施者の内部だけに埋もれている感もあるので、共有

すべき情報や知見はプロジェクトの成果として効果的に内外に公表することも必要。 

システムを構成する機器等は一定の完成度を有していると考えられることから、今

後はシステム（エンジニアリング）としての効果、アウトカムを検証するようシステ

ム設計の頑健性、巧緻性等を検証する継続研究を期待したい。 

 

＜肯定的意見＞ 

・本実証テーマを通じ、我が国で独自に発展したガスエンジンによる電力供給の考え

方に基づき、米国で初めて民生用事業ビルのマイクログリッド化による無遮断での

自立運転移行を実現したこと等は、技術的な点から、再生可能エネルギー導入拡大

に伴う系統影響の緩和を考慮した電力系統の構築に資する。 

・本実証で行った燃料電池やガス発電の系統連系について、その技術規定そのものが

ニューメキシコ州の規程に無かった点は、本実証の米国における先進性を示した。

酸素分圧が低い高地で、燃料電池が想定通りの性能を発揮できることを示した点は、

技術的にも価値がある。400kW 級の運用中の商用ビルにおいて自立運転実施した点

は、米国において日本の強電技術の有効性や信頼性を示したものとして価値がある。

米国 UL 規格未取得の装置を現地で使用でき，その性能を評価できたことは，実証

事業における NEDO 等のサポートが有効であった。 

・マイクログリッドに関する実証については連系点潮流制御やデマンドレスポンス対

応、太陽光発電出力変動補償等、様々な状況を想定して実証を行い、十分な成果を

得ていると評価できる。各企業が連携して実証に取り組まれており、事業の運営お

よび体制は高く評価できる。FRT (Fault Ride Through) の試験も実施されており、

十分な成果を得ている。 

・商用ビルの電力需要が当初の予定まで増加しなかったことは残念だが、ビル１棟の

電力需要と各種電源を自由に組み合わせて実証できたことの価値は大きい。単独運

転や無瞬断切り替えなど米国では新規性の高い実証も評価できる。機器運転につい

ては高所での実証例は少なく、運用実績と運用データに価値がある。 

・熱電需要を合わせ持った商業施設を対象に EMS の技術実証を研究テーマとしたこと
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は、本事業の研究開発ステージを踏まえるに意義あるものと認められる。 

 

＜改善すべき点＞ 

・太陽光パネルの性能評価については、米国企業を含めれば先行事例があるものと考

えられるし、設置現地での評価のみでは、アルバカーキ以外のデータがある訳では

ないので、全米での事業展開を考えるとやや限定される可能性があることが懸念。 

・各種実証の意義が、実施者の内部だけに埋もれている感もあるので、共有すべき情

報や知見はプロジェクトの成果として効果的に内外に公表することも必要。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・技術的にはシステムを構成する機器等は一定の完成度を有していると考えられるこ

とから、今後はシステム（エンジニアリング）としての効果、アウトカムを検証す

るようシステム設計の頑健性、巧緻性等を検証する継続研究を期待したい。 
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２．４．全体総括研究 

２．４．１．実証事業成果について 

様々な観点からスマートグリットの推進に関する研究が、専門的な知見に基づき効

率的に実施できるよう柔軟な運営体制の下で行われたことは有意義であった。多社／

国際の共同での合意できるデータ共有方針を作った部分は評価できる。海外カウンタ

ーパートと協力して事業を進めていく上で、双方に取って意義があった。独立性の高

い個別研究の集合であるので、一括しての評価は難しいが、本プロジェクトに厚みと

多様性を持たせたことは評価できる。 

ただし、現地での実証にもっとリンクした形態であるべきであった。総括研究とい

う枠組みではなく、ハウスキーピング機能に特化した形態をとることが今後の同種の

プロジェクトでは望まれる。 

CR1 では、社会・経済的評価が、国内での学界における手法と比べると信頼性が不

十分と思った。CR4 については、研究の必要性は認められるが、成果が本事業にどの

ように貢献したのか、どのように今後活用できるのかが明らかでない。PV 出力予測技

術とサイバーセキュリティのアイテムは、成果の公表が十分されていないように思え

る。 

多社／国際の共同での合意できるデータを今後活用する施策が望まれる。 

 

＜肯定的意見＞ 

・本実証事業により得られた成果の一部の EPRI のユースケースへの登録や IEEE1517

への資料投稿は、国際標準化への議論を進める上でも我が国の関連技術の有用性へ

の理解を高め、当該分野における我が国のプレゼンスの向上に貢献し、有意義であ

る。全体総括研究では、様々な観点からスマートグリットの推進に関する研究が、

専門的な知見に基づき効率的に実施できるよう柔軟な運営体制の下で行われたこ

とは有意義であった。 

・海外カウンターパートと協力して事業を進めていく上で、実証試験に加えて総括研

究を実施したことは、双方に取って意義があり、成果についても概ね高く評価でき

る。CR (collective research) 3 では、これまでの単独運転防止技術をベースに評

価試験を行い、その結果をもとに国際標準化への取り組みをされて成果をあげられ

ており、評価できる。CR5 では、CPP (Critical Peak Pricing) と PTR (Peak Time 

Rebate) 等複数の手法について比較がなされており、研究成果は貴重で意義深い。 

・19 社で海外での事業が一つの活動として実施できたことは NEDO の役割と共に，高

く評価できる。多社／国際の共同での合意できるデータ共有方針を作った部分は評

価できる。社会実験において，通念と反する結果(opt-in の優位性）が示されてい

る点は興味深い。 

・全体総括といいながら、独立性の高い個別研究の集合であるので、一括しての評価

は難しいが、本プロジェクトに厚みと多様性を持たせたことは評価できる。 
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＜改善すべき点＞ 

・PV 出力予測技術とサイバーセキュリティのアイテムは、成果の波及効果がわかりづ

らく、やや閉鎖的で、成果の共有が十分されていないように思える。いずれも知見

を公表しにくい側面があるのは理解できるが、実施者としての成果の評価をより具

体的に行い、わかりやすく共有し、一部は成果として見える形で公開して欲しい。 

・実施主体と内容が多岐にわたっている．それぞれが，ロスアラモスやアルバカーキ

とは別の枠組みであることが，総括研究の意義を分かりにくくしている．現地での

実証にもっとリンクした形態であるべきであった。上記の枠組みの問題から，実証

との関連が不明確な独立研究的なものがあったことは残念。社会実験において，通

念と反する結果(opt-in の優位性）の結果の信頼性（継続性）や理由の考察が完全

ではない点が惜しまれる。総括研究という枠組みではなく、ハウスキーピング機能

に特化した形態をとることが今後の同種のプロジェクトでは望まれる。 

・CR1 では、社会・経済的評価が、国内での学界における手法と比べると、大雑把で

信頼性が不十分だったことが残念。例えば、太陽光発電の経済効果を算出する際に、

太陽光発電がすべて化石燃料発電を代替したと想定して平均的な化石燃料単価に

より化石燃料削減費を算出しており、効果が過大に評価されている。二酸化炭素排

出削減量は、一律の排出原単位を用いて算出されており、やや現実性に欠ける。蓄

電池の充放電による損失も評価されるべき。さらに、電力会社にとっての費用と社

会費用の低減効果についても分析がなされていれば、本事業の社会的な意義を評価

でき良かった。 

・CR4 については、研究の必要性は認められるが、本課題は単独に実施されており、

成果が本事業にどのように貢献したのか、どのように今後活用できるのかが明らか

でない。CPP におけるピーク料金の設定値が社会・経済的に妥当であるのかについ

て検討がなされていないため得られた結果について、定量データとして信頼性に疑

問が持たれる恐れがある点が残念。今後も 5年程度継続すれば研究意義は格段に大

きくなると思われるが、継続できないのは残念。 

・米国における３つの実証事業を総括するという位置付けではあるが、全体構成、各

論でのテーマ設定は総じて Appendix の色彩が強く、実証事業を総括する洞察を十

分には引き出していないという心象を持った。3.11、エネルギー自由化などの社会

的な外部環境の変化、実証期間を通した技術革新の状況を踏まえた示唆、あるいは

隣接する技術分野との融合など俯瞰的かつ補完的なテーマを設定すべきであった。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・多社／国際の共同での合意できるデータを使い捨てにするのではなく，今後活用す

る施策が望まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 評価対象実証事業 



１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。
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本 紙 
最終更新日  2015 年 5 月 21 日 

プログラム（又は施

策）名 
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業 

プロジェクト名 
米国ニューメキシコ州おける日米スマートグリッド

実証 
プロジェクト番号 P09023 

担当推進部/担当者 スマートコミュニティ部 担当者 鈴木賢一、奥田圭輔、高井俊彦 （2015 年 6 月現在） 

事業の概要 

再生可能エネルギーの普及や省エネルギー技術の進展、デマンドレスポンスなどのスマートグリッド

の新たなエネルギーソリューションの実現は世界共通の課題となっている。本実証事業では、米国の

ニューメキシコ州において、これらの新たな技術に係る実証試験を行うことにより、今後のスマートコ

ミュニティの実現の道を開拓していくものであり、以下の 4 つの実施項目からなる。 

 

（Ⅰ） ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証 

2～5MW 程度の配電線において、太陽光発電（ＰＶ）2MW 程度（日本側 1MW 程度設置）、蓄電池１

MW 程度を集中的に導入し、配電線の系統構成を切換えることによりＰＶ導入比率を変えることの可能

な配電線にて、ＰＶ出力の変動吸収を可能とするＥＭＳと情報通信技術を構築・実証する。また、スマー

ト配電機器（情報通信機能を持った配電機器等）を導入し、高い信頼性を有する配電系統を構築・実証

する。 

 

（Ⅱ） ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証 

ＰＶ（3kW 程度）と蓄電池（20kWh 程度）、蓄熱機器、ＩＴ家電といった需要家機器、スマートメータ技

術とリアルタイムプライシングを組み合わせたＥＭＳ、宅内・宅外通信システムを有するスマートグリッド

ハウスを構築する。 

 

（Ⅲ） アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証 

電力系統から切り離されても自立運転可能なビル(600kW 程度)需要地システムを、蓄電池、ガスエ

ンジンコージェネ、燃料電池、蓄熱槽、ＰＶ(100kW 程度)等により構築し、高い信頼性を有する供給体

制を実証する。また、配電系統内に設置されたＰＶの変動を、ビル側ＥＭＳと系統側ＥＭＳを連系するこ

とにより吸収できることを実証する。 

 

（Ⅳ） 全体総括研究 

スマートグリッド全体とりまとめ、ＰＶ等分散電源の評価、単独運転検出装置など分散電源保安技

術、サイバーセキュリティ及び情報通信技術、モデリング・シミュレーション技術と言った分野において、

ニューメキシコ州側の総括研究と連携して全体総括研究を実施する。 

1 ． 事 業 の 位 置 付

け・必要性 

(1) 意義 

NEDO は 2000 年代より再生可能エネルギーの系統連系に係る技術開発を推進してきた。再生可能

エネルギーの導入の必要性が世界的に高まっている昨今、NEDO が展開してきた再生可能エネル

ギーの系統連系技術を軸とし、スマートグリッドの実証試験を海外現地（特に市場として有望な米国）

において実現することで、我が国の技術水準の高さを立証することが重要である。 

この背景を踏まえて、PV などの再生可能エネルギーが大量導入された配電線において、情報通信

技術を用い、蓄電池や蓄熱等の需要側機器を協調制御することにより、再生可能エネルギーの出力

変動による影響を最小化するような配電線規模でのマイクログリッドを構築することにより、以下のよう

なことが期待できる。 

 

 我が国では規制等により実施が困難な技術や我が国と異なる環境における各種装置の性能を

検証し、我が国における今後のスマートグリッド研究開発にデータ・知見をフィードバックする。 

 我が国のエネルギー機器の現地実系統への導入・実証を通じ、我が国機器メーカが認知され、

世界展開への足掛かりを構築する。 

 本実証研究で得られる様々なデータを有効に活用することにより、早急に進んでいるスマートグ

リッド標準化活動に資する。 

(2) 政策的必要性 

我が国においては、低炭素社会の実現のため、再生可能エネルギーの導入を更に加速する必要が

ある。この実現に向けて、再生可能エネルギーの大量導入時の課題解決を行っていくためには、国内

の実証事業だけでは検証できないような課題の検証が必要である。 

また、海外での経験・実績がない我が国のスマートグリッド技術の向上のためには、海外現地でのイ
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ンプメンテーションの経験を踏むことにより、日本とは異なる事業環境（政策・規制、市場、社会、技術）

に対する理解を深めることが重要である。 

以上の政策的背景から、我が国で積み上げてきた系統連系技術を中心に、日本のスマートグリッド

技術を環境の異なる海外で実証し、技術的課題を検証するとともに、我が国企業にとって、海外におい

ての実績を作る「場」の創成と提供を行うことが重要である。 

(3) NEDO 関与の必要性 

我が国のスマートグリッドに係る産業は海外での実績がないために、民間企業だけでの実証を海外

で行うことが難しかったために、NEDO の G to G のスキームを活用して現地での実証試験を確立する

必要があった。また、本実証事業の有する以下の性質により、本実証事業に対しては、従来のプロジェ

クト以上の NEDO の関与が必要であった。 

 

 本実証事業は 2000 年代より NEDO がリードしてきた再生可能エネルギー系統連系技術を軸

に、スマートグリッド技術へと昇華させるものであり、これまでの経験を活かした適切な技術マネ

ジメントが必要となる。 

 海外での実証事業を成功させるために、相手国との良好なリレーションシップが必要であり、その

ためには、政府間協力体制の構築が重要である。 

 本実証事業は、スマートグリッド分野における我が国初の海外案件であり、19 社の企業が集結し

た。このコンソーシアムのリーダとして NEDO が最適であった。 

2．実証事業成果 

 

 

事業の目標 

以上の事業の位置づけ・必要性を踏まえて、本実証事業では事業の最終目標を以下の 4 点に据え

ている。 

 

a. ＰＶが大量導入された配電線において、配電系統側で自律的に需給バランスを確立する上での

蓄電技術を実証するとともに、デマンドレスポンスの効果を計測し、有効性を実証する。 

b. ＰＶなどの再生可能エネルギー大量導入時に必要と考えられる余剰電力を吸収する ADR の効

果を最大限発揮するような宅内エネルギーマネジメントシステムを、ＰＶと蓄電池、蓄熱機器など

を導入した実証ハウスにおいて具体化し、実証する。 

c. 高信頼度供給を実証する自立運転が可能なビルを構築するため、BEMS を開発し、その有効性

を実証試験により検証する。また、BEMS がＰＶ出力変動を吸収するようなアンシラリー供給を行

う実証試験を実施することにより、再生可能エネルギーの有効活用が可能な電力系統の構築に

資することとする。 

d. 総括研究を通して、マイクログリッドが系統に及ぼす効果、信頼性、経済性及び環境性に関する

影響を定量的に検証する。また、スマートグリッドに必要となる保安技術、情報技術を検証し、評

価方法を確立する。あわせて、並行して進められるスマートグリッド標準化活動を支援するデー

タ、知見をまとめることで、我が国のスマートグリッド関連国際標準化活動に貢献する。 

 

事業の計画内容 

主な実施事項 Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy Ｈ26fy  

① ロスアラモスにおけるマイクログ

リッド実証 
    

 

 

（DR 実証 

1 年延長） 
 

② ロスアラモスにおけるスマートハウ

ス実証 
 

     

③ アルバカーキ市における商業地域

マイクログリッド実証       

④ 全体総括研究     

 

 

（DR 実証 

1 年延長） 

 

 

予算 

（単位：百万円） 

 

 
契約種類：委託 

会計・勘定 Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy Ｈ26fy 総額 

特別会計（需給） 890 2,010 1,720 500 160 5,250 

総予算額 890 2,010 1,720 500 160 5,250 

体制 

経産省担当原課 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

プロジェクトリーダ 

PL     : NEDO スマートコミュニティ部 諸住哲 

サブ PL : (株)東芝 電力システム事業部 スマートグリッド

技術責任者 林秀樹 
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委託先 

（株）東芝 

（再委託先：国立大学法人京都大学） 

（株）日立製作所 

清水建設（株） 

京セラ（株） 

シャープ（株） 

日本ガイシ（株） 

日本電気（株） 

（株）明電舎 

富士電機（株） 

東京瓦斯（株） 

三菱重工業（株） 

古河電気工業（株） 

古河電池（株） 

（株）サイバーディフェンス研究所 

（再委託先：（一財）電力中央研究所） 

（株）関電工 

（再委託先：（一財）電気安全環境研究所） 

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 

伊藤忠商事（株） 

（株）NTT ファシリティーズ 

（再委託先：国立大学法人東京工業大学） 

アクセンチュア（株）  

 

2．実証事業成果 

(1) 相手国との関係構築 

本実証事業では、相手国政府のカウンターパートであるニューメキシコ州政府と 2009 年 4 月に、日

米ワークショップを開催し、2010 年 3 月に MOU を締結し、ニューメキシコ側のステークホルダとの強

力なリレーションシップを構築することに成功している。実証試験の中では、ニューメキシコ側からは以

下の協力を頂くことで、実証試験の展開を円滑なものとできた。 

 

＜州政府、郡の政策・規制面での協力＞ 

・ロスアラモス、アルバカーキサイトの固定資産税免除 

・ロスアラモスサイトのソーラーパネル敷設工事に関する売上税免除 

 

＜ロスアラモスサイトにおける実証展開に当たっての協力＞ 

・実証サイトの設計協議、技術アドバイス 

・スマートハウスの建築、スマートハウス周辺の光ケーブルの施設 

・PV サイト（Landfill）の土地提供、整地 

・スマートメータの導入（約 1700 台）   

・DR 実証の住民ボランティア募集、窓口 など 

 

＜アルバカーキにおける実証展開に当たっての協力＞ 

・実証サイトの設計協議、技術アドバイス、系統連系協議 

・実証ビルの提供（制御室）、分散電源サイトの土地提供 

・PNM 蓄電サイトとの協調運転共同研究 など 

 

＜その他の協力＞ 

・ユースケース共同作成、実証サイトの見学対応協力 など 

 

以上のような協力体制の下進められた実証事業の成果は、日米のスマートグリッドを展開していく

に当たり有意義なものとなっており、ケーススタディに示される通り、米国側のステークホルダは実証

試験の成果に非常に満足しており、実証試験における協働作業という経験は日米両者の更なる接点

強化に大きく資するものであった。 
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(2) 協力体制の構築 

本実証事業は、NEDO をプロジェクトリーダとして、当該分野における日本のリーディングカンパ

ニー19 社と、ニューメキシコ州の電気事業者である LAC DPU (Department of Public Utilities, Los 

Alamos County )と PNM Resources を始めとするニューメキシコ州側のステークホルダが進めてきた

ものである。 

下図表に示す通り、本実証事業は 4 つのワークパッケージから構成されており、19 社の企業それ

ぞれが強みを有する技術を担当している。日本企業側のシステムは、ロスアラモスサイトでは LAC 

DPU の設置するスマートメータと連携し、アルバカーキサイトでは PNM が設置した大容量 PV と大容

量蓄電池システムと連携することで、ニューメキシコ州側のステークホルダとの協働を展開してきた。 

 

（Ⅰ） ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証
（Ⅱ） ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証

（Ⅲ） アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証

（Ⅳ） 全体総括研究

NEDO
（プロジェクトリーダー）

μＥＭＳ

東芝

太陽光発電システム

京セラ／日立

蓄電池

ＮＧＫ／日立
ＨＥＭＳ

京セラ／シャープ
／NEC

スマートハウス

ＰＬＣ転送遮断

ＮＥＣスマートメーター

ＬＡＣ

スマートグリッド化によりニーズ
が発生した小規模電力事業者向
けμＥＭＳの実証 （東芝）

数日レンジのＰＶ発電予測の確
立（ＣＴＣ）

配電線レベルの大規模実系統を対象と
したデマンドレスポンス実証(東芝）

鉛蓄電池によるＰＶ短周期変動吸収の実証(日立）

ＮＡＳ電池と異種電池とのハイブリッド運転の実証
（ＮＧＫ）

国内大型インバータの海外展開
のための実証 (日立）

米国の未利用地(ゴミ捨て場）な
どでのメガソーラ建設の実績作り
（京セラ）

見える化以降の高機能自
動化ＨＥＭＳの実証
(シャープ、京セラ）

国内で実験できないＰＬＣ
による住宅の高速遮断の
実証(ＮＥＣ）

負荷制御信号

遮断信号

計測&制御

ＤＲ信号
電気使用量計量

μＥＭＳ

東芝

ＢＥＭＳ

清水建設／東京ガス

蓄電池

古河電池／電工 ガスエンジン

三菱重工

ＰＶ／バッテリーサイト

ＰＮＭ

鉛蓄電池の昼夜で充放電するサイクル
運転利用での容量管理技術の確立
(古河電池、電工）

ＰＶ

シャープ／明電舎

研究所で培ったビルマイクログリッド技
術の実証。(清水建設）

ビルマイクログリッド技術の実証展開
(東京ガス） 国内向けガスエンジンの海外展開の

可能性の検証(三菱重工）

燃料電池

富士電機

ＰＣＳへのフォルトライドス
ルー機能の付加と実地での
実証(明電舎）

負荷制御信号

ＰＶ発電データ計量

計測&制御

効果取りまとめ

東芝／日立

モデルシミュレーション

東芝／ＮＥＣ

サイバーセキュリティ

サイバーディフェンス研
究所／電中研

分散電源評価

ＮＴＴ－Ｆ／京セラ

三菱重工／富士電機

保安技術

関電工／ＪＥＴ

データマネージメント等

アクセンチュア

伊藤忠

ユースケースをＥＰＲＩ／ＮＩＳＴに打ち込み。（ＰＮＭと協調）

マイクログリッドの挙動を模擬するツールなどの開発。

現地納入の日本製品のサイバーセキュリティ試験の実施。

ＰＶ性能評価実施(サンディアと協同）

＊PV評価の分析サポート：東京工業大学

日本の単独運転検出手法の標準化活動

（サンディアと評価方法の比較や、ＩＥＥＥ１５４７．８への打ち込み）

データマネージメントシステム、ＪＰＲＣ（研究テーマ管理委員会）の
管理運用。

企業サポート、米国側との折衝。

ＮＥＤＯによる１９社の統括とりまとめ支援。

 
図表１ 実証試験の実施体制 
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(3) 事業内容・計画の妥当性 

本実証事業では、「2.実証事業成果」の「事業の目標」に示す a.から d.の最終目標をブレークダウン

し、「事業の計画内容」及び「予算」に示す計画を入念に検討し、その計画に基づいた適切な設計、機

器調達・製造、設備導入を実施することにより、2012 年 5 月にアルバカーキサイトでの運用が、また

2012 年 9 月にロスアラモスサイトでの運用が開始され、一年半以上の実システムによる検証を行うこ

とができている。これらの最終目標については、「(4) 事業内容・計画の達成状況と成果の意義」に示

す通り、実証試験の円滑な遂行により、目標の大幅な達成が実現された。 

5 か年の実証期間の中では、米国におけるスマートグリッドの議論が進むにつれ、下図表に示すよ

うな情勢の変化があった。本事業では下図表の右に示す計画のチューニングを行ったことにより、こ

のような情勢の変化に対して適切に対応している。 

 

情勢 対応

➤ロスアラモス郡会議のスマートメータ導入決

議の遅れ、DR実証開始が遅延。

DR実証のみ1年間契約（米国側LAC、LANLと

のMOU,資産譲渡契約の延長および委託先の

契約変更）を延長し、2年間のデータ取得期間

を確保。

➤状況に対応したフレキシブルな研究開発体制

の変更

DR実証の統計分析の専門的知識を持つ京都

大学の参画。

➤2013年夏からのDR実証開始に向けたボラン

ティアの募集

DR実証ボランティアを集めるため、LACと協力

して個別訪問などによりPRし、住民900軒

（1700軒中）を招集。2014年10月に成果を報

告する住民説明会を実施。

➤実証試験の計画段階において、米国側の事
情で実施できなかったが、DOEファンドにより蓄

電サイトが開始し、改めてガスエンジンと燃料電
池による蓄電池容量の削減効果を実証したいと
の米国側からの提案あり。

PNM PIサーバを介して受渡しする必要があり、
NEDO(TSB) PIサーバが既にPNM PIサーバ
から受信している計測情報の逆方向通信を実
装する改造を実施。

 
図表２ 実証試験中の情勢の変化及びそれへの対応 

 



  

1-8 

 

(4) 事業内容・計画の達成状況と成果の意義（省エネ・CO2 削減効果を含む） 

「2.実証事業成果」の「事業の目標」に示される 4 つの最終目標 a.～d.に対応するロスアラモス郡に

おけるマイクログリッド実証、ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証、アルバカーキ市における商

業地域マイクログリッド実証、全体総括研究にかかる予算はそれぞれ約 26 億円、約 6 億円、約 13 億

円、約 8 億円（工事費を含む）となっている。この予算の投入の結果、以下のように最終目標 a.～d.は

全て大幅に達成される結果となった。 

 

●最終目標 a.について 

ロスアラモスサイトにおけるμEMS の導入により、PV の大量導入に伴う発電量の変動を、NAS 電

池と鉛電池を連携制御して吸収し、対象系統の需給バランスを確保する連系点潮流の一定制御を実

現した。また、900 件の参加者を得て、デマンドレスポンスの有効性が検証された。この取組により、

LAC サイトの PV の発電により、年間 1500[t]の二酸化炭素排出削減効果があったと試算することが

できる。この成果により、当該 EMS は、今後の再生可能エネルギーの大量導入の系統対策として有

効なソリューションとなりうることが立証されている。 

数 MW クラスの実配電系統上のマイクログリッドの世界初のデモンストレーションとなったこの経験

は、我が国の当該 EMS における技術力を、米国をはじめとする世界各国に知らしめるところとなり、

海外からの引合案件の増加や、ソリューションに対する信頼度の向上をもたらしている。また、海外に

おいての実証試験を行ったことで、海外案件を進めていく上でのプロセスの体得に寄与し、我が国の

産業に対するフィードバックも得られている。 

 

●最終目標 b.について 

ロスアラモスサイトに PV と蓄電池を併設した家庭において、エネルギー利用を自動制御する

HEMS をスマートハウスに導入し、実証を行った。また、OpenADR などの規格が開発される前に、μ

EMS と連携することにより、電力会社が需要側蓄電池を有効利用するというコンセプトを実証した。

EMS と HEMS が完全に自動連携するのは本実証事業が世界初の試みであり、時代を先取りした実

証試験は米国市場に対して多大なインパクトを与えている。 

スマートハウスは当初、消費者に理解されていなかったコンセプトである。ケーススタディに示され

る通り、本実証事業は、消費者に新たな家庭内エネルギーマネジメントに対する「気づき」を与え、当

該技術の魅力を十分に伝えており、市場創出という観点から非常に意義の大きいものとなっている。 

 

●最終目標 c.について 

アルバカーキでの取り組みでは、米国では初めてとなる民生業務用ビルのマイクログリッドを構築

し、無瞬断での自立運転への移行を実現したこと、及びマイクログリッド全体として電力システムに貢

献するというコンセプトを立証できたことにより、民生業務用ビルの新たなエネルギーマネジメントの道

を切り開いた。この点に置いて、本実証試験は米国における BEMS 市場の開拓の可能性を示唆した

ものである。 

また、PNM、サンディア国立研究所、ニューメキシコ大学などの米国側ステークホルダと密に連携を

図って実証試験を行ったことにより、事実上スマートグリッドに関する日米双方の公的資金が入った初

めての共同プロジェクトの機会となった。この協働作業により、アルバカーキサイトでの取り組みは

2014 年の ISGAN AWARD の TOP10 に選出され、我が国の当該分野におけるプレゼンス向上に大き

く貢献した。 

 

●最終目標 d.について 

全体統括研究においては、本実証事業に関して、様々な観点から今後のスマートグリッドの進展を

促進する研究がなされた。特に国際標準化という観点では、本実証事業に係る以下の 5 つのユース

ケースを整理し、EPRI の Use Case Repository に登録するとともに、日本企業にとってユースケース

を理解する最初のプロジェクトとなった。 

 

 Cooperative Control among Smart Grid and External Area EPS Energy Management 

Systems 

 Cooperative control among ABQ_μEMS ,US Battery system and BEMS 

 BEMS control of DERs and HVAC equipment in a commercial  building which enables 

islanding operation and demand response 

 Equipment Control within Smart House by HEMS 

 PV output forecasting 

 

また、関電工がサンディア国立研究所と協力して実施した単独運転検出技術の検討では、分散型電

源の多数台連系時に有効な方式である「ステップ注入付周波数フィードバック方式」を IEEE 1547.8 に

提案した。このような取り組みを通じて、スマートグリッドの国際標準化に多大な貢献を行っている。 
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実施方針に関する事

項 

 

作成時期 平成 22 年 3 月 制定 

変更履歴 平成 25 年 9 月 改訂 
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プロジェクト用語集 
 
用語 意味 

ADR Automated Demand Response の略。自動化されたデマンドレスポンスを指す。 

BEMS 

Building Energy Management Systems（ビル エネルギー マネジメント システム）の略称。ビル内

のエネルギー使用状況や設備の運転状況、室内環境(温度、湿度、CO2 濃度)などをきめ細かくコ

ントロールすることにより、ビル全体のエネルギー消費量を削減。 

EMS Energy Management System の略。エネルギーを統合的に管理するシステムを指す。 

FRT 
Fault Ride Through の略。電力システム事故時において、分散型電源が一斉脱落することを防ぐ

ために、瞬時電圧低下等の際に分散型電源の運転継続を可能とさせる機能を指す。 

HEMS 

Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）の略称。家庭内

のエネルギーの見える化、管理を行うと共に、家電機器をネットワークでつなぎ、コントロールする

システム。 

PLC Power Line Communication の略。電力線搬送通信。電力線を通信回線としても利用する技術。 

μEMS 

グリッド内で生じる電力の変動をグリッド内で吸収し、電力系統への影響を小さくする電力需給制

御技術で、総合エネルギー需給計画、経済負荷配分制御、リアルタイム負荷周波数制御機能の

３つの機能で構成される。 

アンシラリーサービス 
電力品質（周波数や電圧）を維持するために電力系統運用者が日々行っている、周波数制御な

どの系統運用を行っていく上で必要となるサービスのこと。 

インバータ 
太陽光発電等の直流電源などを、交流の電力システムに連系させるための変換器。PCS (Power 

Conditioning System)とも呼ぶ。 

サイバーセキュリティ 

サイバー攻撃に対する防御行為。コンピューターへの不正侵入、データの改竄(かいざん)や破

壊、情報漏洩(ろうえい)、コンピューターウイルスの感染などがなされないよう、コンピューターや

コンピューターネットワークの安全を確保すること。 

スマートグリッド 電力インフラと通信インフラを融合させた次世代のエネルギー供給システムのこと。 

スマートコミュニティ 
IT ネットワークと次世代エネルギーの利用を通じて「スマートな（賢い）社会システム」を実現する

という概念。 

スマートハウス 

IT(情報技術)を使って家庭内のエネルギー消費が最適に制御された住宅を指し、太陽光発電シ

ステムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エネルギーマネジ

メントを行うことで、CO2 排出の削減を実現する省エネ住宅。 

スマートメータ 
需要側に取り付け、電力に関するデータの収集を行い、電力使用量を電力事業者に自動送信で

きる高機能電力メータ。 

ダックカーブ 

再生可能エネルギーの大量導入された電力システムにおいて、需給のマネジメントが難しくなる

ことを指す。カリフォルニア州における時間別「実質」電力需要のグラフの、2013 年から 2020 年

にかけての変化がアヒル（Duck）に似ていることから、このように呼ばれる。 

デマンドレスポンス（DR: 

Demand Response） 

需要家側がピーク時の電力消費を抑えるなどし、電力の安定供給や需給バランスを取るために

行われる取り組みのこと。 

マイクログリッド 既存の大規模発電所からの送電電力にほとんど依存しない小規模な電力系統のこと。 

ユースケース 
システムの振る舞いを記述した文章。システムの要求定義を行っていく際に作成される文書であ

り、現在のスマートグリッドの国際標準化の中で重要な役割を担う。 

単独運転検出技術 電力系統事故時に分散型電源を速やかに解列するための技術。 
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NEDO、東芝、京セラ、清水建設、
日立製作所、シャープ、日本ガイシ、
日本電気、明電舎、富士電機、東
京瓦斯、三菱重工業、古河電気工
業、古河電池、サイバーディフェン
ス研究所、伊藤忠テクノソリューショ
ンズ、伊藤忠商事、関電工、NTT
ファシリティーズ、アクセンチュア

ロスアラモスにおける取組

アルバカーキにおける取組

μ EMS

PV

蓄電池

HEMS

スマートハウス

PLC
転送遮断

負荷制御信号

遮断信号

監視・制御

デマンドレスポンス信号・
電気使用量計量

ニューメキシコ州
ロスアラモス郡
ロスアラモス国立研究所
サンディア国立研究所
ニューメキシコ大学
 PNM
Mesa Del Sol

スマート家電
etc

監視

制御

一般家庭（900件）
スマート
メータ

μ EMS

大容量
PV

大容量
蓄電池

蓄電池

ガスエンジン

ＰＶ

燃料電池

商業ビル（MESA DEL SOL）

監視・制御

負荷制御信号

データ計測

データ計測・連携
電力会社のPVサイト

コントローラ BEMS1

BEMS2

BEMS

 
図1 米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証の全体像 

ケーススタディ：ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証 

その１ － ロスアラモスにおける取組 

Case study: Japan－U.S. Collaborative Smart Grid Demonstration Project in New Mexico 

Part 1  Efforts in Los Alamos 

 
入江 寛（三菱総合研究所） 

 

1. イントロダクション 

 2009年度から 2014年度の間、米国のニューメキシコ州では、

スマートグリッドに係る米国と日本の共同研究としての実証試

験「米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証」

が実施されてきた。これは、NEDO の「スマートコミュニティ海

外実証プロジェクト」の第 1 号案件であり、ニューメキシコ州

のロスアラモスとアルバカーキという二つのサイトにおいて、

NEDOをプロジェクトリーダとして、19社の日本企業とニューメ

キシコ州の政府、電気事業者、研究機関等が合同で取り組んだ

ものである。将来における再生可能エネルギーの大量導入に向

けて、スマートグリッドの構築を行ってきたこの取組では、実

証試験を進めていく経験の中で、今後日米におけるスマートグ

リッドを展開していく上でのいくつかの重要な示唆が得られて

いる。 

 本資料は、二つのサイトのうち、ロスアラモスでの実施内容

に焦点を当て、この取組から明らかになった示唆をケーススタ

ディとして取りまとめたものである。 

 

2. ロスアラモスにおける取組 

 ロスアラモスサイトでは、今後増加していく再生可能エネル

ギーの完全なるマネジメントを行うこと、及びエネルギードメ

インにおける需要家への新たな価値提供を行うことを目的とし

たシステムが構築されている。図 1 に示すように、構築された

システムの中核をなすのは、次世代のエネルギーマネジメント

システムであるμEMS (Micro Energy Management System)であ

る。μEMSは後述するように、①蓄電池のハイブリッド制御によ

る再生可能エネルギーマネジメント機能と、②デマンドレスポ

ンス機能を有している。また、スマートハウスは、需要家のニ

ーズに合わせて、宅内のエネルギー機器の運用最適化を行うと

ともに、電力システムとの連携を可能にしている。 

 本ケーススタディでは、以上のロスアラモスサイトにおける

主要な取り組みを、以下の3つの視点から記載を行っている。 

 

 統合的なエネルギーマネジメントシステム（μEMS） 

 ロスアラモスに構築されたスマートハウス 

 高速PLCによる転送遮断システムの構築 
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連系点（PCC）

 
図2 ロスアラモスサイトの構成 

3. 統合的なエネルギーマネジメントシステム（μ

EMS） 

3.1 System Overview 

 ロスアラモスサイトでは、配電線レベルでのエネルギーマネ

ジメントシステムが確立されている。このシステムは東芝が主

体となって構築したものであり、TA-3変電所、Townsite変電所、

バッテリサイト（今回新たに構築）、LACオフィス、NEDOハウス

（今回新たに構築）を対象に、太陽光発電（1MW）やエネルギー

貯蔵（NAS電池（1MW / 6MWh）、鉛蓄電池（0.8MW / 2.3MWh））な

どのDER及びμEMSやMDMS (Meter Data Management System)を

導入している。システム全体の構成を図2に示す。 

 このエネルギーマネジメントシステムの中核をなすのはμ

EMSである。μEMSは以下の機能を有するエネルギーマネジメン

トシステムであり、配電レベルでのエネルギーマネジメントを

トータルにサポートしている。 

 

 予測機能（需要・太陽光発電出力） 

 需給計画機能 

 需給制御機能 

 ハイブリッド蓄電池の最適制御機能 

 上位系統システムとの協調 

 デマンドレスポンス機能 

 

μEMSによるマイクログリッドマネジメント 

 μEMSの需給マネジメントの基本コンセプトを図3に示す。今

回の実証事業では、EMSによってマネジメントされる単位を一つ

のマイクログリッドとして捉えており、そのマイクログリッド

のPCCの潮流を一定に保つことを目的としている。PCCの潮流を

一定に保つ、即ちマイクログリッド内の需給のバランスために、

負荷やPVの出力などの変動に対して、ハイブリッド蓄電池（NAS

と鉛蓄電池）を最適に制御することで対応するというのが基本

コンセプトである。各蓄電池の制御コンセプトは、エネルギー

貯蔵の特性に鑑み、長周期変動分を NAS 電池が担当し、短周期

変動分を鉛蓄電池が担うというものになっている。 

 

前日の需給計画

需給制御（ハイブリッド蓄電池制御）

負荷（需要）予測 PV発電量予測

NAS電池の運用計画（充放電計画）

長周期の変動をNAS電池で抑制 短周期の変動を鉛蓄電池で抑制

 
図3 μEMSの需給マネジメントの基本コンセプト 

 

 長周期変動を担うNAS電池については、SOC (State of Charge)

も管理幅内に計画することで、長期的に安定した運用が可能と

なる。 

 構築されたμEMS の制御パフォーマンスを示す実証試験結果

を図 4 に示す。一定に保たれる PCC 潮流の目標値は、電力シス

テム全体の設備の有効活用を図るために、マイクログリッド内

の負荷率の最大化を目的関数として算出されている。 
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2013年5月25日（晴天） 2013年4月20日（曇天）

負荷率: 制御なし 79.7% ⇒ 制御あり 90.2% 

連系線潮流

電池制御がない場合の
連系線潮流（計算値）

Battery SOC

SOC上限（90%）

ピーク電力削減効果

負荷率: 制御なし 83.5% ⇒ 制御あり 95.1% 

SOC下限（10%）

 
図4 μEMSの実証試験結果 

 

 結果からわかるとおり、μEMSによる負荷及び PV発電のマネ

ジメントを行うことで、マイクログリッド内の需給変動は緩和

され、PCCの潮流は完全にフラットとなっていることが見て取れ

る。また、NAS電池のSOCも運転管理幅内に収まっていることが

わかる。 

 

デマンドレスポンスシステムの構築 

 μEMSにはもう一つの重要な機能がある。それは、自身の管理

区域内の需要家のデマンドレスポンス機能である。ロスアラモ

スサイトでは、1,600 世帯にスマートメータが設置されており、

その中から 900 世帯がデマンドレスポンス実証に参加をしてい

る。 

 本実証試験では、図 5に示すように、μEMSと MDMSが連携し

て、需要家のデマンドレスポンスを可能にしている。需要家は

Webポータルや In Home Displayによって、消費の見える化や、

実績の確認を行うことができる。 

インホーム
ディスプレイ
（IHD）

参加者PC携帯

μEMS
（東芝）

実証データ管理システム
（東芝ソリューション）

ポータル
サイト

スマートメータ
（ランディス・ギア社）

MDMS/HES
（ランディス・ギア社）

気象予測と需要予測に基
づき、デマンドレスポンス

を発行

スマートメータの
データを管理

インセンティブ
計算

PC・携帯に
価格情報を表示

IHDに
価格情報を表示

デマンド・レスポンス

デマンド・レスポンス

管理情報

メータ情報

価格
情報

価格情報

メータ情報

価格
情報

価格
情報

 

図5 デマンドレスポンスに係るシステム 

 この実証において適用されたデマンドレスポンスのプログラ

ムは3つある。即ちOpt-in CPP、Opt-out CPP、Opt-out PTRで

ある。CPPとはピーク時間帯は電気代が通常レートより高く、オ

フピーク時間帯は通常レートより低い料金メニューであり、PTR

は過去消費量より計算される「ベースライン」を設定し、ピー

ク時間帯の使用電力量が、そのベースラインよりも少ない場合、

ポイントが加算されるという料金メニューである。この二つの

料金メニューとOpt-in（自由参加型）とOpt-out（自由退出型）

の組み合わせで上記の3つのプログラムが出来上がっている。 

 実証は 2013年度、2014年度の夏季（7月～9月）と冬季（12

月～2月）のそれぞれ3か月間実施されており、それぞれの期間

において、設定した基準を満たした平日の最大15日にわたって

デマンドレスポンスのイベント日を設定している。 

 

表1 実証試験で適用されたデマンドレスポンスメニュー 

グループ 初期値 Opt-in Opt-out 

Opt-in CPP Flat CPP - 

Opt-out CPP CPP - Flat 

Opt-out PTR PTR - Flat 

Control(比較対象) Flat - - 

 

 実証試験では、Opt-in CPPの選択確率は64%、Opt-out CPPの

CPP 選択確率は 98%、Opt-out PTR の選択確率は 97%と、非常に

高い確率で需要家がデマンドレスポンスのプログラムを選択し

ている。2013年の夏季実証、冬季実証の結果をそれぞれ表 2に

示す。最大の効果が得られているのは、夏季のOpt-in CPPであ

り、TOT 効果（Treatment on the Treated:トリートメントを受

けた場合のネット・ピークカット効果）は 10.49%と、非常に高
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い負荷削減効果となっている。先に示した選択確率を考慮した

ITT効果（Intention to Treat：選択確率 × TOT効果）は夏

季の CPPにおいて 6.9%となっており、選択確率を含めても大き

な効果が得られた。 

 

表2 2013年のデマンドレスポンス実証の結果 

 グループ ITT効果 TOT効果 

夏

季 

Opt-in CPP -6.90% -10.49% 

Opt-out CPP -4.59% -4.71% 

Opt-out PTR -4.06% -4.17% 

冬

季 

Opt-in CPP -4.78% -7.12% 

Opt-out CPP -4.27% -4.41% 

Opt-out PTR -3.26% -3.37% 

* TOT効果：Treatment on the Treated。トリートメントを受けた場合のネット・

ピークカット効果。 

* ITT効果：Intention to Treat。選択確率 × TOT効果。 

 

3.2 Key Findings – Lessons Learned 

 このロスアラモスにおける統合的なエネルギーマネジメント

システムの構築の経験は、次に示す3つの示唆を我々に与える。 

 

Point (1): RESハイペネトレーションに対するソリューション

の確立 

 μEMSのハイブリッド蓄電池（鉛蓄電池、NaS電池）の制御に

より、大容量のPVの出力変動を緩和し、電力システムへの影響

を最小化するソリューションが確立されている。μEMSが対象と

している系統容量が約 5MWであるのに対し、PVは 1MW導入され

ている。この点について、東芝の工藤謹正氏は以下のように言

及している。 

 

工藤謹正氏のコメント 

今回の実証試験では、配電線レベルで見れば、PVの電力システ

ムに占める導入割合は重負荷時で20%となり、軽負荷時には50%

となる。このようなPVのハイペネトレーションケースにおいて

も、確実に再生可能エネルギーをマネジメントすることができ

るソリューションを確立できたことに満足している。 

 

 また、Los Alamos National Laboratory (LANL)の Scott 

Backhaus氏も、実証試験を振り返り、以下のように語る。 

 

Scott Backhaus氏のコメント 

実証試験の中で、μEMSが配電線レベルで PVの出力変動をコン

トロールできることが立証された。今回の実証試験で構築され

たμEMSは、再生可能エネルギーの大量導入に向けた非常によい

ソリューションであると信じている。 

 

 

 日本の状況について言えば、2013 年度末時点での既導入量と

設備導入待ち容量（設備認定を受けているが導入には至ってい

ない待ち容量）を合わせると 71.33GW にも上ることが太陽光発

電協会（JPEA）によって報告されている（図 6）。このようなハ

イペネトレーション時においても、今回のμEMSは有効的に再生

可能エネルギーをマネジメントし、確かなソリューションとな

るであろう。 

 

2013年度末時点での
導入量と導入待ち容量

既導入量

14.31

導入待ち容量

57.02

合計
71.33GW

 
 Source: 太陽光発電協会資料1 

図6 日本のPVの普及状況 

 

Point (2): 非常に効果的であったデマンドレスポンス 

 μEMS によって実装されたもう一つの機能であるデマンドレ

スポンスの実証試験では、夏季のOpt-in CPPで、クリティカル

ピーク時における負荷削減効果が最大 10.49%にも上るという結

果が得られた。この数字は、米国における他の実証試験での成

果に比べても非常に大きな削減効果であるということができる。 

 ここで注目しなければならないのは、実証サイトであるロス

アラモスは、高地であり、夏季においても比較的涼しく、エア

コンの利用が比較的少ないという特徴である。エアコンの利用

が少ないということは、各需要家の電力削減余力が少ないこと

を意味する。このような環境において、10%のピーク需要削減効

果があったことは、注目に値する。 

 この点について、実証試験ではアンケート分析が行われてい

る。その結果からは、ロスアラモスは、学術研究都市であり、

高学歴かつ高収入な家庭が多いため、デマンドレスポンスの意

義を深く理解し、積極的な貢献を行った家庭が多かったという

ことが示唆されている。 

 日本においても、2011 年の福島の事故により、原子力発電が

稼働停止に陥った。これ以降、最大電力となる夏季のピーク時

では電力需給はひっ迫している。この難局を何とか乗り切れて

いることの大きな理由には、需要家一人一人が、「節電」の重要

性を意識し、電力システム運用を支えていることが挙げられる。 

 米国と日本、電気事業環境が置かれている状況は異なるもの

                                                   
1 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf 

/002_02_00.pdf 
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の、需要家自身が電力システム運用への積極的な関心と貢献の

意識が芽生えてきている。今回の実証事業では、先進的な技術

のみならず、需要家を交えた電力システム運用の在り方を包括

的に検討していくことが今後重要であることを教えてくれた。 

 以上のような結果は、地域の電気事業者である Los Alamos 

County の Department of Public Utility (LAC-DPU)にとって、

新たな発見が多く含まれるものであり、次なる展開に向けた意

思決定に多大な影響を与えるものとなっている。LAC-DPU の

Robert Westervelt氏、Julie Williams-Hill氏は以下のように

語る。 

 

Robert Westervelt氏、Julie Williams-Hill氏のコメント 

NEDO とのパートナーシップを組む前は、LAC-DPU は平凡な電気

事業を営んでいた。我々は、資源が限られた小さな電気事業者

であり、リスクを取らない結果、電気事業を取り巻く急速な変

化に対応していなかった。NEDOとパートナーシップを組むこと

で初めて、今回の実証試験の多大な価値に気が付いた。電力安

定化のために、蓄電池を用いて大規模 PVの管理をμEMSで行う

というコンセプトは我々にとって目新しいものであった。更に、 

今回のデマンドレスポンスの実証試験を通じて、需要家の行動

様式について非常に理解が深まった。デマンドレスポンスの実

証は、ロスアラモスの供給エリアにおけるピーク負荷削減の最

適な方法を明らかにした。 

実証試験前は、どのような結果になるかがわからなかったが、

今は、マイクログリッドを確実に管理するためにμEMSを現実の

世界で利用することの有用性を理解している。 

以上の結果、我々は今回の実証試験で築かれた技術の他のフィ

ーダへの拡張や、新しいマイクログリッドの構築、再生可能エ

ネルギーの拡大、デマンドレスポンスの統合と言った検討を行

っている。 

 

Point (3): 更なる展開に向けてのイシューの特定 

 μEMS のハイブリッド蓄電池制御は再生可能エネルギーハイ

ペネトレーション時の電力システム運用の確かなソリューショ

ンとなりうる。また、デマンドレスポンスも電力システムマネ

ジメントの一手法として実に有効であることが今回の実証試験

から明らかになった。 

 これらの二つの手法は、μEMSの中でそれぞれ別々の取り組み

として実証されているが、プロジェクトの中では、これらのソ

リューションの統合による効果に関する研究、東芝によって実

施されている。図 7 はその研究の一例であり、コストが課題で

ある蓄電池に対して、デマンドレスポンスを統合することで、

少ない蓄電池で済むという効果が指摘されている。 

 このように、我々は利用できる複数のエネルギーソリューシ

ョンを統合し、最適なエネルギーマネジメントを実現しなけれ

ばならない。エネルギーソリューションにはそれぞれの特性（例

えば蓄電池は電力のコントロールに非常に有効であるが高価で

あり、デマンドレスポンスは比較的安価であるが、需要家意志

による不確実性を伴うなど）があり、また今回の実証試験で確

立されたもの以外にも、電気自動車や水素エネルギーなど複数

の選択肢が存在する。 

 

 

図7 デマンドレスポンスの統合による蓄電池容量削減効果 

 

これらのエネルギーソリューションは、イノベーションによ

って、時代と共に特性が変わる可能性もあるし、その種類も増

えていくかもしれない。不確実な将来に向けたシステム構築の

在り方を検討していく上でのヒントとして、LANL の Scott 

Backhaus氏は以下のように語ってくれた。 

 

Scott Backhaus氏のコメント 

実証試験は成功裏に終了し、再生可能エネルギーのハイペネト

レーションに向けた次世代のシステムが構築できている。今後

このような取り組みを拡大していき、多様なソリューションに

対応したスケーラブルかつフレキシブルなシステムを追及して

いくことで、先進的なシステムの更なる普及が望めるであろう。 

 

 今回の実証試験は成功に終わっているが、その成果には、将

来に向けた拡大の余地がある。東芝を始めとして、この課題に

取り組みつつあるが、我々は今回の成功を足元として、引き続

き将来のエネルギーシステムを追及していく必要がある。 

 

4. ロスアラモスに構築されたスマートハウス 

4.1 System Overview 

 このケーススタディで対象とするロスアラモスサイトでの二

つ目の取り組みは、住宅のエネルギーマネジメントを行う「ス

マートハウス」である。この取り組みは、日本の京セラが主体

となり、シャープと日本電気の 3 社の共同で実施したものであ

る。 

 今回構築されたスマートハウスは、現地の標準的な 4 人家族

を想定した一件の戸建て住宅であり、今回の実証試験用に新築

された物件である（図8）。 
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図9 スマートハウスのエネルギーシステム 

 

 延べ床面積は、230m2（ガレージを除く）であり、ダイニング

キッチン、リビングルーム、ガレージの他、3つの部屋がある間

取りとなっている。3つの部屋は、京セラ、シャープ、NECそれ

ぞれのデモルームとして割り当てられた。 

 

 

図8 スマートハウスの外観 

 

 このスマートハウスのエネルギーシステムを図 9 に示す。今

回のスマートハウスには、3.44kW の住宅用太陽光発電と 24kWh

のリチウムイオン電池が設置されており、これらのエネルギー

機器は一つの「ハイブリッドコントローラ（Power Conditioning 

System: PCS)」によって家庭内エネルギーシステムに接続され

ている。また、日本では普及が進んでいるヒートポンプ給湯器

（300L）の他、集中型エアコンや LED 照明、各種スマート家電

が導入されている。 

 これらのエネルギー機器及び家電の他、スマートハウス内に

は複数のセンサ（温湿度、人感、電力）が設置されており、こ

れらすべてを有線・無線の情報通信ネットワークで結ぶことで、

家庭内のエネルギーマネジメントが可能となっている。この情

報通信ネットワークの中心となるのは、3社がそれぞれ準備した

HEMS (Home Energy Management System)と、インタフェース変

換のためのスマートゲートウェイ（SGW）である。 

 HEMS は、家庭内のエネルギー最適化を行うためのコントロー

ラであり、以下の３つの機能がある。 

 

 時間帯別料金（TOU: Time of Use）に応じたエネルギー消

費最適化 

 系統側μEMSからのデマンドレスポンス信号に応じた使用

電力削減 

 スマートハウスの自立運転 

 

TOUに応じたエネルギー消費最適化 

 時間帯によって変化する電気料金（TOU）に応じて、家庭内の

エネルギーコストを最小化する制御である。図 10 に示す通り、

電気料金や PV 発電予測、負荷実績、給湯使用実績等を考慮し、

家庭の電力コストを最小化するための蓄電池、給湯器、家電の

制御を行う機能を有する。特に家電の制御については、センサ

情報などをもとに、居住者の快適さ（日常の生活）になるべく

支障を来さないように配慮するための学習機能が付与されてい

る。 

 この制御による実証結果を図 11 に示す。図 11 の上段に示さ

れる仮想の TOU 料金を設定し、実証試験を行った結果、電気料

金が安い時間帯において電力を最大限消費し、電気料金が高い

時間帯では電力システムに対して売電を行うことで、最大で一

日20ドルの利ざやを得ることが可能という結果となっている。 
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図10 HEMSのエネルギーマネジメント 

 

仮想のToUレート

レート区分 ToU0 ToU1 ToU2 ToU3 ToU4 ToU5

売電単価(cent/kWh) 15 25 45 65 85 99

買電単価(cent/kWh) 10 20 40 60 80 90

スマートハウスの
電力売買実績

（2013年9月25日）

上記の実績から
言えること

 PVと蓄電池を導入することで、一日あたり11.5$の収入を得る
 PVと蓄電池を導入しないケースに比べて、一日あたり20.5$の利ざや
（PVと蓄電池を導入しないケースでは、一日あたり9$の支出）

 系統の負担を軽減すると共に、使用者にも大きな経済効果が見込める結果
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図11 TOU制御の実証結果 

 

μEMSからの要請に応じた電力抑制 

 この機能は、HEMSが電力システム側のμEMS（前章に示した東

芝のソリューション）と連携を行うことで、電力システム側か

らのニーズに対応した家庭内エネルギー消費の削減を行うもの

である。μEMS から発令される「デマンドレスポンス信号」は、

電力システムの状況に応じて、電力使用量の削減要求を依頼す

るものとなっている。スマートハウスのHEMSは、この信号を受

け取ることで、スマートハウスのグリッドとの受電点における

電力値の目標値を作成し、太陽光発電と蓄電池の充放電を、ハ

イブリッドコントローラを介して制御を行う。 

 この制御を行った時の結果の例として、2013年 12月 20日～

22日における実証試験結果を図12に示す。横軸は、μEMSから

のデマンドレスポンス信号を受けて、HEMS で算出した受電点電

力量の目標値であり、縦軸は応答結果としての実績である。こ

の図から、HEMS、ハイブリッドコントローラによる制御が、目

標に対してほぼ追従できていることが示されており、系統側か

らのニーズに答えていることがわかる。 

 

実
績

受電点電力の目標値

売電

買電

kW

kW

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞPCS出力定格

 

図12 μEMSからの要請に応じた制御の結果 

（2013年12月20日～22日） 

 

スマートハウスの自立運転 

 この機能は NEC のソリューションに実装されている機能であ

り、電力システムにおいて何らかの不具合が生じた際に、電力

システム側からの指令により、スマートハウスがPVと蓄電池を

活用して自立運転に移行し、電力システム側が復旧した際には、

通常の連系運転に再度移行するというものである。 

 自立運転制御の一連のシーケンスを図13に示す。電力システ

ムからの解列指令は、NEC が実装した通信ユニット（Micro DX、

Slave Unit）を通じて、HEMS （図 13 では Supply Stabilizer

と表記）、スマートゲートウェイに伝達され、自立運転に移行す

る。自立運転時には、電力システムの状態（どのくらいの時間

で復旧するか）を都度収集し、得られた予想復旧時間に応じて、

HEMSがスマートハウス内のPV、蓄電池、スマート家電の最適な

運転計画を立て、長時間の自立運転を可能とするシステムとな

っている。 

 

Master
Control Unit

Micro-DX Slave Unit
Supply
Stabilizer

Smart
Gateway

LAC Office Garden Smart House

遮断指令 自立運転指示
自立運転モード
で運転開始

遮断
遮断指令

定周期 停電レベルに合わせた
家電の制御

停電レベル

ハウス内情報

再接続
再接続指令 再接続指令 再接続準備指示 系統連携指示

通常運転モード
で運転開始

準備完了通知準備完了通知

再接続通知
（開閉器：閉）

遮断通知
（開閉器：開）

 

図13 自立運転制御のシーケンス 

 

4.2 Key Findings – Lessons Learned 

 以上のスマートハウスの実証試験を行った経験から言える教

訓は二つある。 
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Point (1): 家庭のエネルギーソリューションのマーケットポ

テンシャルの開拓 

 このスマートハウスのプロジェクトは、米国において家庭の

エネルギーマネジメントが多大なマーケットポテンシャルを有

するということを明らかにしたという点において、日米双方に

とって重要な意味を持つ。ロスアラモス郡は、スマートハウス

の完成後、応募者に対して見学ツアーを実施している。この見

学ツアーの参加者のスマートハウスに対する評価は、予想以上

に高評価であった。LAC-DPU の Robert Westervelt 氏、Julie 

Williams-Hill氏は、見学ツアー当時を振り返り、以下のように

語っている。 

 

Robert Westervelt氏、Julie Williams-Hill氏のコメント 

当該プロジェクトの見学ツアーに参加した個人や企業の関心

は、圧倒的にスマートハウスに寄せられた。特にHEMSが自動で

電力コストを最適化できる点、家電の制御ができる点、長時間

の自立運転ができる点が見学者にとって魅力的であった。 

「どうしたらこのHEMSを購入できるのか」、「いつこのような家

電が購入できるのか」、「いつになったら市場投入されるのか」

と言った声を頂いた。 

米国においてスマートハウスを実証したことによって、スマー

トグリッドが如何に需要家にとって有益なものであるか、即ち

電気料金の節約や環境負荷低減への貢献と言った個々人の目標

達成の助けとなるか、ということを需要家が学んでくれたと考

えている。 

今回の実証試験は、電気事業における大きな変化に需要家を取

り込む良い機会となった。 

 

 
図14 スマートハウス見学会の様子 

 

 日本では、東日本大震災以降、家庭のエネルギーマネジメン

トソリューションの市場が立ち上がりつつある一方で、このよ

うなソリューションが日本以外の市場において受け入れられる

か否かについては、定かではなかった。その第 1 の理由は、日

本のソリューション提供者にとって、スマートハウスに対する

ニーズが明らかになっていなかったからである。また、米国の

消費者としては、そもそもスマートハウスがどのようなものか、

言葉ではわかっても実感のないものであるという課題があった。 

 HEMS などのソリューションの米国における市場創出のために

は、まずは消費者がこのソリューションを知り、欲するという

ことが第1歩となる。 今回のスマートハウスの構築は、米国の

消費者がスマートハウスを体感できる環境を整備したことによ

り、彼らが未来のエネルギーマネジメントの形を知り、それを

欲するきっかけを作り上げたという点で、今後のスマートグリ

ッドの拡大に大きく寄与するものであると考察される。 

 

Point (2): 快適性・利便性を損なうことがないソリューション

の確立 

 系統連系時のスマートハウスの運転について、今回の実証試

験では、①TOUに応じたエネルギー消費最適化と、②系統側μEMS

からのデマンドレスポンス信号に応じた使用電力削減という二

つの主要な機能を有するHEMSの技術を確立している。これらの

HEMSの機能のパフォーマンスを考える上で重要なのは、HEMSは

居住者の生活の快適性を損なわないで、これらの機能を実現す

るように制御が設計されている点にある。 

 通常、TOUでエネルギーコストを最小化するためには、ピーク

時間帯（即ち、需要家が最も電力を消費したくなる時間帯）に

おいて、消費を行わないようにすることが必要となる。つまり、

需要家のエネルギー使用に対して制約がかかり、電気料金が高

い時間帯では需要家はエネルギー消費を我慢しなければならな

い。更に、これをマニュアルで実現することを考えれば、常に

電気料金を意識する必要があり、いわば「エネルギー消費のた

めに生活をする」という現象が起きてしまう。 

 今回構築したスマートハウスのHEMSは、太陽光発電やエネル

ギー貯蔵、スマート家電を統合的に運用し、なおかつ制御ロジ

ックの中でQOL (Quality of Life)を制約条件として追加するこ

とで、需要家を上記のような煩雑さから解放している。実証試

験の期間中、スマートハウスには人が住んでいないものの、現

地の標準的な 4 人家族の生活における一連の電力消費パターン

をスマート家電で模擬しており、この電力消費は「所与の条件」

として、HEMS の制御とは分離をしている。つまり、先に示した

スマートハウスの実証試験の結果は、そこに住んでいる人の電

力消費に影響を及ぼさない前提での数値となっている。京セラ

の木内一也氏は、この点について以下のように語ってくれた。 

 

木内一也氏のコメント 

住空間として、快適な環境を提供することが住宅の必要要件で

ある。今回構築したスマートハウスでは、この点に十分に配慮

し、最大限快適性を求めた。 

これを前提として、エネルギーコスト最適化、電力システムへ

の貢献において高いパフォーマンスが得られたことに実証試験

の意義がある。 
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 電気料金を意識せず、普段通りに生活を行っているのに、自

動的にエネルギーコストが最小化されたり、電力システムの運

用に貢献できたりすることが米国の消費者にとって魅力的であ

るのは、先述の通りである。このようなソリューションを構築

した意義は大きく、今後更なる消費者への訴求が望まれる。 

 

5. 高速 PLCによる転送遮断システムの構築 

5.1 System Overview 

 ロスアラモス実証のケーススタディとして取り上げる最後の

トピックは、高速 PLC による転送遮断システムの構築である。

この技術は、電力システム側の指令に基づいて、高速かつ高信

頼に、広域の需要家設備を一斉に遠隔操作するものであり、ス

マートハウス実証と合わせて、NECによって確立された。 

 構築されたシステムの概要を図15に示す。情報の発信元とな

るのは電力システム側に設置された Master Control Unit であ

り、このユニットが停止解列や復旧と言った信号を生成し、発

信する。Master Control Unitから発信された信号は、需要家近

傍の柱上に設置の中継設備であるMicro-DXを介して、需要家側

に設置されたSlave Unitに送られる。Slave Unitは信号を受け

取り、需要家の開閉器を操作し、操作完了を電力システム側に

向けて応答する。 

 

 
図15 転送遮断システムの構成 

 

 この実証試験では、高速PLCの他に、比較対象として低速PLC

及び無線ネットワーク（915 MHz）をラストワンマイルの通信方

式として実装している。それぞれの通信方式について、2013 年

1月から 2014年 2月までの実証試験における計測結果を表 3に

示す。高速性という観点では、高速 PLC は平均レスポンス時間

が 5.6msec となっており、非常に高速なシステムが構築できて

いる。また、通信の信頼性という観点では、全方式で 1%未満の

パケットエラーレートが確保されている。信頼性については、

エラー時における Master Control Unit からの再送機能などを

付加することで、更なる向上が望める。 

表3 高速PLC及び他の通信方式の計測結果 

通信方式 
レスポンス時間 

（平均）[msec] 

エラーレート 

（平均）[%] 

高速PLC(MHz) 5.6 0.589 

低速PLC(kHz) 239.2 0.146 

無線(915MHz) 9.4 0.080 

 

 また、実証試験ではパケット集約、優先伝送等の対策により、

ネットワーク高負荷状況下においても効率的、安定的な通信が

実現可能である事も確認できている。同時に、ランニング試験

からは、温度変化等の厳しい環境下においても長期運用に耐え、

信頼性の高い通信が実現可能である点を確認する事ができた。 

 

5.2 Key Findings – Lessons Learned 

 高速 PLC を始めとするこの実証試験からは、ラストワンマイ

ル通信における高速 PLC の有効性が明らかとなっており、以下

のことが言える。 

 

Point (1): 高速PLCの電力システムアプリケーションへの適用

可能性 

 日本においては、実証試験当時、高速 PLC は屋内に使用が限

定されており、屋外での使用は禁止されていた。利便性が高い

と考えられていた高速 PLC を、日本の実環境で実証試験が行え

ない中、米国においてその有効性を実証することができた点に

意義がある。その後、日本では総務省が 2015年2月7日に電波

法施行規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集を

行っており、高速 PLC の屋外利用の関係省令等の改正に向けて

検討を行っている2。今後使用が認められれば、スマートグリッ

ドの通信ネットワークのパワフルなオプションとなりうること

が今回の実証試験で明らかになった。 

 ここで想定している高速 PLC によるスマートグリッドの通信

は、マルチキャストの方式であり、無数の分散型電源や需要家

などを対象に、電力システム側から一括で通信による管理、制

御を行うことをサポートする技術となる。今回の実証試験の成

果からは、このような電力システムからの遠隔集中制御を高速

かつ高信頼で行うことができることが明らかとなっており、こ

れまで通信で実現することが難しかった機能（例えば、確実か

つ高速に実現されなければならない分散型電源の単独運転防止

など）を通信で行うことができる可能性が提示されている。ま

た、実証試験の中では、遠隔遮断というアプリケーションに着

目した機能検証を実施しているが、今回構築したソリューショ

ンは、他にも遠隔起動や出力/消費量の制御と言ったアプリケー

ションにも適用できる技術である。 

 日本においては、大量に導入される太陽光発電について、系

統の状況に応じて出力を制御する議論がなされているところで

                                                   
2 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000041.html 
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ある3。このような、通信によって、無数の需要家周辺設備を遠

隔で制御するというニーズは今後日本でも米国でも増えていく

であろう。我々は、今回の取り組みのように、将来を見据えた

技術開発/実証試験の経験を上手く活用し、将来の電力システム

を形作っていく必要がある。 
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図1 米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証の全体像 

ケーススタディ：ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証 

その２ － アルバカーキにおける取組 

Case study: Japan－U.S. Collaborative Smart Grid Demonstration Project in New Mexico 

Part 2  Efforts in Albuquerque 

 

入江 寛（三菱総合研究所） 

 

1. イントロダクション 

 2009年度から 2014年度の間、米国のニューメキシコ州では、

スマートグリッドに係る米国と日本の共同研究としての実証試

験「米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証」

が実施されてきた。これは、NEDO の「スマートコミュニティ海

外実証プロジェクト」の第 1 号案件であり、ニューメキシコ州

のロスアラモスとアルバカーキという二つのサイトにおいて、

NEDOをプロジェクトリーダとして、19社の日本企業とニューメ

キシコ州の政府、電気事業者、研究機関等が合同で取り組んだ

ものである。将来における再生可能エネルギーの大量導入に向

けて、スマートグリッドの構築を行ってきたこの取組では、実

証試験を進めていく経験の中で、今後日米におけるスマートグ

リッドを展開していく上でのいくつかの重要な示唆が得られて

いる。 

 本資料は、二つのサイトのうち、アルバカーキでの実施内容

に焦点を当て、この取組から明らかになった示唆をケーススタ

ディとして取りまとめたものである。 

 

2. アルバカーキにおける取組 

 アルバカーキにおける取組では、Mesa Del Sol 地区にある

「Aperture Center」という商業ビルを対象に、ビルのエネルギ

ーマネジメントシステム（BEMS）を構築し、マイクログリッド

として運用することで、施設のエネルギー供給の最適化、及び

マイクログリッドとしての電力システム運用への貢献の可能性

についての研究を実施してきた。 

 清水建設が製作したBEMSには、2つの制御アルゴリズム(清水

建設、東京ガス）が組み込まれている。ここでは、それぞれの

制御アルゴリズムをBEMS1(清水建設)、BEMS2(東京ガス）と呼ぶ。

BEMS1とBEMS2は、制御対象とする機器は同一であるが、互いに

異なった目的を有する。 

 本ケーススタディでは、以上のアルバカーキサイトにおける

主要な取り組みを、二つの BEMSの視点から記載を行っている。  

 

 BEMS1：マイクログリッド全体としての電力システム運用

への貢献 

 BEMS2：他サイトとの連携運転 
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図3 BEMSのコンフィグレーション 

 
Source: 筆者撮影 

図2 Aperture Center building at Mesa Del Sol 

 

3. BEMS1：マイクログリッド全体としての電力システ

ム運用への貢献 

3.1 System Overview 

 一つ目の取り組みは清水建設が主体となってMesa Del Sol地

区の Aperture Center に構築した BEMS1 である。このシステム

のコンフィグレーションを図 3 に示す。分散型電源として、ガ

スエンジン発電機(240kW)、リン酸型燃料電池(80kW)、太陽光発

電パネル(50kW) 、蓄電池(BESS: 160kWh) が設置され、熱源系

として空冷式冷凍機(70USRT)、吸収式冷凍機(20USRT)および冷

水蓄熱槽(75m3)、温水蓄熱槽(110m3)などの機器が設置されてお

り、これらを BEMS1 によって制御して、電力と熱エネルギーを

商業ビルに供給する構成となっている。 

 この BEMS1 の持つ能力は二つある。即ち、①連系時には連系

点（PCC: Point of Common Coupling）の潮流を、外部から自由

な値に設定し、その設定値となるように BEMS1 内の分散型電源

を制御するという機能（連系運転モード）と、②系統停電時等

にはビルの自立運転が可能であり、連系⇔自立運転を無瞬断で

自由に行き来できるという機能（自立運転モード）である。 

 連系運転モードにおける制御ロジックを図 4 に示す。この制

御では、ビル内の各々の分散型電源の特性を踏まえて、PCCの電

力を一定に保つために、カスケード状に指令値を与えていくこ

とで、各電源のパフォーマンスを最大限活用しながら運用を行

うことが可能となっている。ある日の BEMS1 の運用実績を図 5

に示す。2年間にわたって、実負荷の下で各種の実証試験を行な

い、機器の調整や問題点の改善を図った結果、連系点潮流一定

制御の精度は、制御目標値に対する受電点電力の標準偏差で2kW 

程度まで改善されている。 
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図4 連系運転モードの制御手法 

 

 また、自立運転モードは受電点の遮断器を開放して、系統か

らの電力供給を受けない状態において、実証システムだけで商
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業ビル全館の電力および熱需要を賄う運転を行なうものであり、

ロジックは図6に示す通りである。 
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図5 連系運転モードの実績例 
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図6 自立運転モードの制御手法 

 

 自立運転モードの実証試験結果の例を図 7 に示す。自立運転

時の電圧変動は全ての運転時間帯で 480V±10%以内の目標に収

まり、また、周波数は 60Hz±0.3Hz 以内の目標に対して目標範

囲内への滞在率が98%以上となり、長時間にわたって目標とする

電力品質を維持した安定的な自立運転を実現できている。 
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図7 自立運転モードの実績例 

3.2 Key Findings – Lessons Learned 

 清水建設の森野仁夫氏が語るように、BEMS1による実証試験を

実施し、マイクログリッドとしての基本的なパフォーマンスが

十分に得られたことが確認できている。 

 

森野仁夫氏のコメント 

2010年から2年間の実証システム構築、その後2年間の実証試

験と、アルバカーキサイトでの実証事業に参加した日本企業 9

社は、米国側カウンターパートの大きな協力を得て、所期の目

的を達成できた。 

当社としては、米国においてマイクログリッドを構築し、BEMS

を駆使した無瞬断での自立運転と連系復帰、系統側と協調した

DR制御、冷凍機による電力変動補償制御など、各種のマイクロ

グリッド制御技術を成功裏に実証できたことで、今後の展開に

大きな自信を得た。 

 

 この経験からは以下のような4つの教訓が得られるだろう。 

 

Point (1): 電力システム運用に貢献するマイクログリッド 

 まず重要なことは、ここで確立されたBEMSシステムは、電力

システムの運用に、マイクログリッド単位で貢献することが可

能ということである。ビルを一つのマイクログリッドとして捉

えた際、連系運転モードはマイクログリッドの PCC における潮

流を、あらかじめセットされた目標値となるように制御するも

のである。この実証試験では、PCCの目標値は時々刻々と変化さ

せることができ、それに応じてビル内の分散型電源を制御する

ことで、目標値に対して追従する試験を行っている。 

 これは、マイクログリッドが、自身の負荷に対応しながらも、

外部から見れば、一つの制御可能なオブジェクトとして扱うこ

とができることを意味している。つまり、負荷に対応するマイ

クログリッドが、VPP（バーチャルパワープラント）として機能

することが可能なシステムを今回構築したのである。この点に

ついて、地域の電力会社であるPNMのJonathan Hawkins氏は以

下のように語っており、今回の実証試験が電力会社にとっても

有意義であったことが伺える。 

 

Jonathan Hawkins氏のコメント 

マイクログリッドと電力会社の関係性を明らかにしたいという

理由で、実証試験に積極的に関与した。今後増加していくであ

ろうこのシステムに対して、まずは理解を深めることが重要で

あり、マイクログリッドにどのようなことができるのか、また

マイクログリッドと電力会社はどのような協力ができるのかと

いうことを見極める必要がある。 

その点において、今回の実証試験は非常にたくさんのことを

我々に教えてくれた。今後も引き続き、この研究を進めていき

たいと考えている。 
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 ここで留意すべきは、「マイクログリッドかつ VPP」という特

徴である。今回のシステムの特徴は、連系時には電力システム

の運用に貢献し、なおかつ電力システム停電時には自立運転に

無瞬断で移行するという特徴があるのである。現在、米国、日

本では、システムが「レジリエンス」であることが求められて

いる。今回の実証試験において、2つの特徴を同時に兼ね備える

システムを構築できたということの意味は大きい。 

 このようなマイクログリッドの確立、実証について、実証の

サイトであるビルのディベロッパーである Mesa Del Sol の

Manuel Barrera氏は以下のように語る。 

 

Manuel Barrera氏のコメント 

今回の実証試験は、我々にとっても非常に良い経験であり、マ

イクログリッドの価値を再発見できた。マイクログリッド化に

よって、物件の価値が向上すると考えており、初期投資がかか

ったとしても、長期的な価値は担保されると確信している。 

ディベロッパーとしては、今後もサステナビリティに関心のあ

る顧客に魅力的なサービスを提供するために、今回の実証試験

の成果を有効活用していきたい。 

現在ニューメキシコ州では、PVや蓄電池等のコミュニティレベ

ルでの共同利用が規制によって禁止されている。今回の実証試

験の成果は、このようなスキームが可能であることを実システ

ムで立証したものであり、規制を変えていくための材料として

有効であると確信している。 

 

 今回の実証事業では、マイクログリッドの有効性を技術的に

検証したものであるが、Manuel Barrera 氏が指摘するように、

我々は今回の成果をもとに、規制サイドへの働きかけなど、今

後のマイクログリッドのビジネス拡大に向けた取組を行ってい

くことが必要である。 

 

Point (2): マイクログリッドの系統連系規格に向けて 

 新興の技術であるマイクログリッドは、技術の発展段階にあ

り、現在のところ、IEEE 1547.4などのガイドが存在するものの、

電力システムとマイクログリッドの接続に関する要件は議論の

中にあり、規格が整備されていない状況にある。 

 マイクログリッドの系統連系に関する規格が存在しない中、

今回の実証事業では、手探りの中、マイクログリッドの連系点

（PCC）に関するリクワイアメントを検討してきた。PNM 

Resourcesの Jonathan Hawkins氏は当時を振り返り以下のよう

に語る。 

 

Jonathan Hawkins氏のコメント 

通常米国の電力会社は PCCにおいて IEEE 1547に合致すること

を要求するが、マイクログリッドは自立運転を行うかもしれな

いという点で、PCCにおける要求事項の設定が非常に難しい。PNM

はこの点を明らかにしたくて、実証試験の最初の段階から積極

的にプロジェクトに参入した。 

マイクログリッドの自立運転時には、連系点において早急に解

列し、電力システム側に供給を行わないようにすること、連系

点のスイッチの短絡容量を十分に大きくしなければならないこ

となどが明らかとなり、その実装に向けて、検討を進めてきた。 

非常に大変な作業であり、NEDOやプロジェクト参入企業が大変

苦労したと振り返る。 

 

 上記のコメントの通り、実証システム導入段階において非常

に高いハードルがあったが、最終的には電力会社側、システム

構築側の双方が納得するシステムが構築され、実証試験開始に

至り、実りの多い成果を得ることができた。現在、米国の分散

型電源の系統連系規格である IEEE 1547 は改定作業中であり、

マイクログリッドの議論も含めた検討がなされているところで

ある。今回の経験は、今後のマイクログリッドの系統連系の規

格を整備する上で、非常に有効な材料となるであろう。 

 

Point (3): マイクログリッドシステム設計への示唆 

 今回構築された BEMS1 は、複数の特性の異なるエネルギーリ

ソースのハイブリッドシステムである。ハイブリッドシステム

を設計するに当たっては、様々な制約がある。その制約を満足

しながら、最適な運用を行うための制御方式について、この実

証事業で確立されたBEMS制御システムは一つのソリューション

を提供している。 

 実証事業で導入された分散型電源のステップ応答特性を表 1

に示す。この表を見る限り、最も応答速度の速いBESSを中心に

設計を行うことが理に適っているが、一方でBESSは高コストで

あり、その容量を最小化することが望ましい。 

 

表1 各分散型電源の応答特性の違い 

DER 
Response Time 

(Approximately) 
変化率 

燃料電池 
10min 

(40kW→80kW) 
0.064kW/sec 

ガスエンジン 
5min 30sec 

(90kW→240kW) 
0.45kW/sec 

BESS 
30msec 

(0kW→90kW) 
3000kW/sec 

冷凍機 
4min 30sec 

(30kW→70kW) 
0.15kW/sec 

 

 このようなコストとパフォーマンスのトレードオフを考慮し

た上で、「カスケード制御システム」は構築されている。即ち、

高価なBESSは他の発電リソースで対応できない電力分を補償す

るという方策である。 

 また忘れてはならないのは、マイクログリッドの制御は、有

効電力の制御のみの考慮だけでは不十分であるということであ
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る。今回の BEMS1 カスケード制御システムでは、当初有効電力

情報から各分散型電源の有効電力を制御していくという指針で

あった。しかし、課題となったのはビルの負荷の特徴である。

ビルの負荷にはエレベータが含まれており、そのエレベータの

運転により、大きな突入電流が流れており、これに起因してPCC

の電力が大きく変動することが判明した。 

 これに対し、この実証事業では、BESS に有効電力制御機能の

みならず、無効電力制御機能を付加することで対策を行ったこ

とで、パフォーマンスが向上している。 

 これ以外にも、実証試験を行ったことにより、様々な気づき

があった。ニューメキシコ大学のAndrea Alberto Mammoli教授

は、実証試験を行うことの意義について以下のように語ってく

れた。 

 

Andrea Alberto Mammoli教授のコメント 

マイクログリッドのような複雑性の多いシステムは、理論だけ

ですべてを説明することは難しく、実際のシステムを構築し、

運用することで初めて理解できることが多くある。 

今回もマイクログリッドの設計面、保守・運用面で、実際にや

ってみなければわからないことが多々あった。その意味で、ま

ずは実証試験をやってみるということは非常に有意義であり、

我々は今回得られた知見を土台として、更なる飛躍を行ってい

かなければならない。 

 

Point (4): 熱負荷の電力系統安定化貢献のケイパビリティ 

 最後に、熱負荷の電力システム安定化への貢献のケイパビリ

ティが十分に示されている。今回の実証事業では、熱負荷とし

て冷凍機を導入しており、この冷凍機の電力消費量を外部より

制御することで、「需要応答する機器」としてマイクログリッド

の制御に統合している。 

 冷凍機の制御への統合によって、全体の制御パフォーマンス

は向上する。もしくは、一定の制御パフォーマンスを期待する

のであれば、高コストであるBESSの容量を最小化できるという

特徴がある。図8は冷凍機の制御への統合による必要となるBESS

容量の削減効果を表したデータとなるが、この結果からは 36%

のBESS容量の削減が見られるということがわかる。 

 ここで重要なのは、冷凍機のサービスクオリティである。冷

凍機は電力システムの運用のために導入されているのではなく、

「ものを冷やす」という本来の役割がある。この機能が損なわ

れるのであれば、電力システム運用への貢献と、本来のサービ

スクオリティを保つことがトレードオフとなってしまう。 

 本実証事業では、この点について非常に興味深い結果が得ら

れている。図 9 は冷凍機の BEMS1 統合時における冷凍機の冷凍

機能を測定したものであるが、TCOP（運転効率）や冷水出口温

度に大きな影響を与えないことが明らかとなっている。一般的

に熱エネルギーは時定数が大きい。従って、サービスクオリテ

ィを損なうことなく、電力システム制御への統合が可能になる

のである。熱エネルギーの最大限の有効利用が望まれる。 
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図8 冷凍機のBEMSへの統合によるBESS容量削減効果 
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図9 統合制御される冷凍機のTCOPと冷水出口温度 

 

4. BEMS2：他サイトとの連携運転 

4.1 System Overview 

 二つ目の取り組みは東京ガスが主体となって進めた BEMS2 の

プロジェクトである。このBEMS2もMesa Del Sol地区のAperture 

Centerに構築されたものである。なお、先述の清水建設のBEMS1

と東京ガスの BEMS2 は同じハードウェア内に実装された別々の

システムである。 

 BEMS2 の制御システム全体のコンフィグレーションを図 10、

図11に示す。電気設備については、清水建設のBEMS1を取り巻

くコンフィグレーションと基本的に構成は同じであり、ガスエ

ンジンや燃料電池、PV、蓄電池、熱源系から構成される。また、

BEMS2の運転モードが、①連系運転モードと②自立運転モードの

二つがある点も BEMS1 と同様である。しかし、東京ガスの取り

組みでは、電力会社である PNM が保有し、運用している大規模

の PV プラント(500kW)と大規模のエネルギー貯蔵（鉛蓄電池、

500kW-500kWh）が重要な意味を持つ。これらのPNMの設備はMesa 

Del Solサイトから 2kmほど離れた「Prosperity Site」に位置

しているが、Aperture Centerが受電しているのと同じフィーダ

に連系されている。 
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図13 協調制御のパフォーマンス 
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図10 BEMS2のシステム全体のコンフィグレーション 

（連系運転モード） 
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図11 BEMS2のシステム全体のコンフィグレーション 

（自立運転モード） 

 

 連系運転モードについては、東京ガスのBEMS2の取り組みは、

電力システムサイド、即ちマイクログリッドの外に設置された

大規模なPVプラントと大規模なエネルギー貯蔵を制御対象とし

ている。一方、BEMS1では、マイクログリッドに含まれる小規模

のPVと小規模のエネルギー貯蔵を対象としていた。 

 大規模エネルギー貯蔵（蓄電池）は、PV プラントの変動緩和

のために、PNMが系統側に設置しているものであるが、前述の通

り、蓄電池は高コストである。 

 今回の実証試験では、この大規模蓄電池の容量をなるべく少

ないものとするために、BEMS2によって制御されるガスエンジン

と燃料電池を系統側に設置される大規模蓄電池と協調制御を行

うというものであり、東京ガスと米国サンディア国立研究所が、

清水建設、東芝、PNMの協力の下、研究を実施したものである。 

 このBEMS2の制御ロジックを図12に示す。PVプラントの出力

の変動をまずガスエンジンによって補償し、系統側に設置され

ている大容量蓄電池は、PV プラントとガスエンジン、燃料電池

の3つの出力の差分を補償するというスキームとなっている。 
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図12 ガスエンジンと系統側蓄電池の協調制御 

 

 この協調制御を施した際の実証試験の結果を図13に示す。協

調制御を行うことで、協調制御を施さない時に比べて、系統側

の蓄電池の容量が少なくて済む（14%程度削減）、即ち蓄電池容

量の削減効果があることが見て取れる。これは実証試験による
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結果であるが、通信遅れ等の影響があることに留意しなければ

ならない。図14に示す、実データに基づく検証では、この協調

制御について、通信遅れ等がない場合には、最大で17.7%の蓄電

池容量の削減効果を生むポテンシャルを有するということが示

されている。 
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図14 実測データに基づく蓄電池容量削減効果の検証 

 

 また、自立運転モードについては、制御対象は清水建設の

BEMS1と同様であるが、制御の考え方が異なる。東京ガスのBEMS2

では、図15の制御ロジックに示される通り、ガスエンジンを自

立運転の主力として捉えており、自立運転時の負荷変動などを、

なるべくガスエンジンが取りに行くという制御の方針である。 
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図15 東京ガスのBEMS2の自立運転ロジック 

 

 このBEMS2の自立運転方式による実証試験結果を図16に示す。

負荷が急激に変動した場面においても、ガスエンジン等の分散

型電源で安定的な供給が行えていることが見て取れる。 
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図16 東京ガスのBEMS2の自立運転結果 

 

4.2 Key Findings – Lessons Learned 

 BEMS2による実証試験からは、以下のような3つの教訓が得ら

れるだろう。 

 

Point (1): 共同研究による経験からの知見 

 今回東京ガスがサンディア国立研究所や PNM と協力して構築

した BEMS2による取組は、Mesa Del Solのビルマイクログリッ

ドと、PNMの大容量 PVサイトの連携を可能とするものであり、

マイクログリッド分野において、日米それぞれのシステムを融

合して運用した初めての経験となる。この意義について、サン

ディア国立研究所の Abraham Ellis 氏は以下のように語る。プ

ロジェクトにおける協働により、技術課題に対する相互理解が

深まり、コンセプトや今後の展開に対するビジョンの共有が図

られた。今回のように、需要家、メーカ、研究者、電力会社が

協力して、実際のハードウェアをもとに実証試験を実施したこ

とは、今後のスマートグリッドの発展に大きく資する材料とな

る。 

 

Abraham Ellis氏のコメント 

日本側やニューメキシコのステークホルダとの共同研究はサン

ディア国立研究所にとっても非常に重要な位置づけにあり、成

功したプロジェクトである。 

今回の経験は、日本側、米国側の様々なステークホルダが共同

研究を行うことで、ビジョンの共有を図り、共通の協働領域を

みいだしたことは、当該分野における今後の両国の協力に大き

く貢献するものである。 

マイクログリッドは効率の向上、再生可能エネルギーの最大限

の利用、レジリエンスなシステムの構築を可能にする、電力供

給の近代化に資する技術である。 

今回の実りの多い成果を基盤として、更なる研究を進めていき

たいと考えている。 

 

 この共同研究からは、異なるサイトにある複数の分散型電源

が、一つの目的のために制御できるということが立証されてい

る。この点において実証試験は成功裏に終了しているが、同時
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に実証試験をやってみて初めてわかることもあった。サンディ

ア国立研究所の Abraham Ellis 氏は、特に今後通信に関する要

件を検討していく上で重要なフィードバックがあったと振り返

っている。 

 

Abraham Ellis氏のコメント 

実証試験の舞台となったプロスペリティーサイト（PNMの大規模

PVと蓄電池のサイト）とMesa Del SolのAperture Centerは距

離的に離れており、遠隔通信のためのリクワイアメントがキー

イシューとなった。また、電力会社が需要側の分散型電源を制

御できるのかという点にも興味があった。二つのシステムは相

互運用に設計されておらず、制御のために通信を確立すること

は非常に難しい課題であった。 

得られた成果をもとに、今後インタフェースの在り方を検討し

ていかなければならないと感じている。 

 

 先述の通り、シミュレーションによる蓄電池の削減効果は

17.7%程度であったのに対し、実際に構築されたシステムのパフ

ォーマンスは、通信の遅れなどの影響により、シミュレーショ

ンの結果よりも少なくなっている。Andrea Alberto Mammoli 教

授の先のコメントの通り、実証試験をやってみて初めてわかる

ことは多い。所期の成果が得られたと同時に、実証試験の経験

から得られた示唆は、今後の我々の財産となっていく。 

 

Point (2): 系統貢献に対するガスエンジンの性能の立証 

 今回東京ガスがサンディア国立研究所や PNM と協力して構築

した BEMS2による取組は、PVなどの間欠性電源の変動緩和のた

めに、ガスエンジンや燃料電池などのコージェネレーションシ

ステムが大いに有効であることが立証された。これらの分散型

電源を部分負荷運転として、調整マージンを取り、適切な制御

を加えることで、系統側で必要となる対策が削減されるという

ことが言えるのである。このプロジェクトをリードしてきた東

京ガスの進士誉夫氏は、この点について以下のように語ってい

る。 

 

進士誉夫氏のコメント 

今回の実証試験において、意図していた結果が立証されたこと

に満足している。 

ガスエンジンや燃料電池等、本来発電設備として需要家の皆様

に導入される機器が、発電設備としての機能を損なうことなく、

電力システムの安定化にも貢献できていることが、ニューメキ

シコという場において、サンディア国立研究所や PNM の協力を

得て立証されたことは、このソリューションの普遍性の立証と

いう点において重要な意味を持つ。 

 

 一般的に、PV のハイペネトレーションに向けてのソリューシ

ョンであるエネルギー貯蔵などは、電力システム安定化を目的

として、その目的を達成するために新規に導入されるものであ

る。一方で、ここでは、需要家が既に導入しているガスエンジ

ンや燃料電池などを電力システムの安定化に用いるということ

を考えている。これらの既設置のコージェネレーションシステ

ムが、本来の発電設備としての有効な働きを行うと同時に、電

力システムの制御の安定化に貢献することで、分散型電源の有

効性は今後更に高まるであろう。 

 ここで注目すべきは、ガスエンジンや燃料電池の電力システ

ム運用への貢献に伴う発電効率低下の議論である。もし部分負

荷運転による影響で、発電効率の低下が著しい場合は、電力シ

ステムへの運用貢献は難しいであろう。この実証事業では、こ

の点について興味深い結果が得られている。図17はガスエンジ

ンと燃料電池の部分負荷運転特性である。ガスエンジンは部分

負荷運転を行うことで、発電効率自体は下がるが、排熱回収効

率が上がるという特性を持っている。燃料電池については、部

分負荷運転に伴い、排熱回収効率は下がるが、逆に発電効率は

向上する。即ち、双方の分散型電源とも、部分負荷運転を行う

ことで全体の総合効率が低下してしまう影響は少ないのではな

いかと考えることができる。このような特性からも、ガスエン

ジンや燃料電池の電力システム運用への貢献が、電力システム

運用の全体最適の観点からも十分に検討余地のあるものである

ことが言える。 
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(b) Fuel Cell 

図17 ガスエンジンと燃料電池の部分負荷特性 
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Point (3): ガスエンジンを主力とした自立運転の可能性 

 マイクログリッドの自立運転の議論を行う際、蓄電池などの

エネルギー貯蔵がその議論の中心にあることが多い。蓄電池は

応答が早いため、清水建設の BEMS1 はこれを十分に活用した自

立運転の方式を確立している。 

 東京ガスの BEMS2 の自立運転では、あえてエネルギー貯蔵の

高い能力を用いることなく、ガスエンジンを主軸とした自立運

転方式を確立していることに注目すべきである。ガスエンジン

は蓄電池などに比べると、応答速度は遅いのが難点であるが、

今回の実証試験では、ガスエンジンが、自立運転しているマイ

クログリッドの電力マネジメントを十分に行えるという可能性

を示しているのである。 

 マイクログリッドの設計の際、エネルギー貯蔵を含めた統合

的なシステムにするか、もしくはガスエンジンなどの CHP のみ

で構成されるシステムにするか、それは設備導入者の意思決定

に多分によるが、アルバカーキで行われた2つの実証試験では、

上記の二つのソリューションが提供されているのである。 
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２．評価委員会における説明資料 
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「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」

（事後評価）米国ニューメキシコ州における日米スマート
グリッド実証

資料５

「米国ニ メキシコ州における日米「米国ニューメキシコ州における日米

スマ トグリ ド実証」（事後評価）スマートグリッド実証」（事後評価）
（２０１０年度～２０１４年度 ５年間）

プロジェクトの概要

NEDO
スマ トコミ ニティ部

２０1５年 ６月 ８日

スマートコミュニティ部

２０1５年 ６月 ８日

複製を禁ず
1

１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆社会的背景と事業の目的

社会的背景

・日本国内の電力／エネルギー産業の飽和が予想される中 従来 ドメス

◆社会的背景と事業の目的

・日本国内の電力／エネルギー産業の飽和が予想される中、従来、ドメス
ティックな産業であった重電産業を国際的な産業にする課題があった。

・そのような中、世界的に再生可能エネルギーが増大する中、再生可能エネ
ルギ の有効利用手段の つとしてマイクログリッドが注目されていたルギーの有効利用手段の一つとしてマイクログリッドが注目されていた。

・オバマ政権の第１期の政策目標である、スマートグリッドの導入形態の一つ
として、このマイクログリッドが、日本の先行技術として米国での実証にふさわ

と 判断 た

事業の目的

しいテーマとＮＥＤＯは判断した。

事業の目的

我が国のエネルギー・環境分野における優れた技術力を強みに、エネル
ギー技術・システムを海外に積極的に展開・普及し、民生・運輸などの省エネ
ルギ 再生可能エネルギ 分野での省エネ ＣＯ２削減効果も期待できるスルギー・再生可能エネルギー分野での省エネ・ＣＯ２削減効果も期待できるス
マートコミュニティ分野への足がかりをつけ、我が国産業分野の重要な技術と
する。
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１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆国内外の動向（2009年当時）

■次世代送配電ネットワーク研究会
ネ ギ 庁電力 ガ 事業部に設けられた次世代送配電ネ ト ク研究会にお 出力変動する

◆国内外の動向（2009年当時）

・エネルギー庁電力・ガス事業部に設けられた次世代送配電ネットワーク研究会において、出力変動する
再生可能エネルギーの系統連系については、資源技術的側面の検討が開始。

■国際標準化に関する研究会

国
内

・経済産業省産業技術環境局において、次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会
が開始。

■スマートグリッド構築への動き
・2001年のカリフォルニア電力危機や、2003年の北米大停電などを契機に、スマートグリッド構築への動き
が始まり、再生可能エネルギー促進や電気の利用効率化へのニーズにより加速。

■グリーンニューディール政策
・米国バラク・オバマ大統領により提言された温室効果ガス排出削減、再生可能エネルギーの電力比率
の向上、スマートグリッドの構築（送電網増強、スマートメーターの設置）など。

米
国

向 、 グリッ 構築（送電網増強、 タ 設置）な 。

■NM州におけるグリーングリッドイニシアティブ
・かねてより経済産業省と協力関係を築いていた米ニューメキシコ州政府は、統合的なスマートグリッドの
技術開発及び実証を推進するべく グリーングリッドイニシアティブ（以下 ＧＧＩという）を立ち上げ ニュー技術開発及び実証を推進するべく、グリ ングリッドイニシアティブ（以下、ＧＧＩという）を立ち上げ、ニュ
メキシコ州内５つのサイトで実証研究を展開することを計画。

3

１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆NEDOの取り組み（2009年当時）◆NEDOの取り組み（2009年当時）

再エネの系統連系や高効率コジュネなどエネルギーの適正な組み合わせによる
安定した電力・熱の供給、単独運転検出装置などの実証を通じて、知見を積み上げ

FY2006 FY2007 FY2008以降FY2005以前

集中連系型太陽光発電
システム実証研究

(FY2002-2007) 

太陽光発電が集中
的に導入された時の
系統安定化技術の

開発

風力発電電力系統安定化
等技術開発

(FY2003-2007)

分散電源の出力不
安定性の安定化策

の確立

新エネルギー等地 域
集中実証研究

(FY2003-2007)

自然エネルギーとこ
れらを補完する各種
分散型電源の組合
せによる需給制御

新電力ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
実証研究
(FY2004-2007) 

分散型電源の多量
導入のための系統

側制御
品質別電力供給シ

ステムの開発

大規模電力供給用太陽光発
電系統安定化等実証研究

(FY2006-2010) 

ステムの開発

大規模太陽光発電
所の系統連系技術

確立 4



１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆日本技術の海外展開

日本の持 先進的な技術を海外展開する

◆日本技術の海外展開

日本の持つ先進的な技術を海外展開する
日本は、スマートコミュニティ分野の要素技術である、太陽光パネル、蓄電池、

電気自動車など技術的有意性を有している。
→ただし、機器単体での輸出については、まだ確立しているとは言い難く、

社会インフラでの使い方を実証しながら売り込む必要がある。

現地国ニーズに合わせて最適化
エネルギ 供給インフラに関しては 現地の技術的構成 規制など様々な条エネルギー供給インフラに関しては，現地の技術的構成、規制など様々な条

件の下、カスタマイズが必要である。

システム技術をパッケージとして海外へ展開システム技術を ッケ ジとして海外 展開
最適化したシステム技術をパッケージとして、海外へ展開するが、 相手国企

業との融合、日本企業の現地化と言った課題と向き合いながら海外展開を行う。
5

◆スマ トコミュニティの世界比較

１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆スマートコミュニティの世界比較

米国：米国：2010年以前は

ボルダ プロジ クト

ＮＥＤＯニューメキシコ実証ＮＥＤＯニューメキシコ実証 ：：

ＣＥＭＳシステムからＨＥＭＳ、ＢＥＭＳまで一
貫してマイクログリッドを構成して連携させる ボルダープロジェクト

などのスマートメータ
の導入プロジェクトが
主流。2010年以降、ハ

リケ ン被害の影響を

欧州：欧州：再生可能エネルギー
の比率が高い社会を想定し
た需要家側対策に注目した
実証が主流。

貫してマイクログリッドを構成して連携させる
スマートグリッド技術実証に、デマンドレスポ
ンスのような社会実証を組み合わせた実証。

リケーン被害の影響を
受けてサンタ・リタ刑務
所マイクログリッドプロ
ジェクトなどマイクログ
リ ド実証を展開 ピ

代表的なものは、ドイツのＥ
－Ｅｎｅｒｇｙプロジェクト、デン
マークのＥｃｏＧｒｉｄ ＥＵプロ
ジェクト(ボーンフォルム島）

リッド実証を展開。ピー
カンプロジェクトはその
複合型。

などがある。

日本：日本：ＭＥＴＩ社会システム実証中近東・インド・東南アジア：中近東・インド・東南アジア：
中国中国 津 シ プ に代表されるＣＥＭＳ，ＢＥＭＳ、

ＨＥＭＳの実証が主流。ＣＥＭＳ
はデマンドレスポンス管理用に
設置され、ＢＥＭＳ，ＨＥＭＳは

中近東 東南 ジ中近東 東南 ジ
脆弱な電力インフラをカバー
する、発展する都市・工業地
帯のインフラ投資型プロジェ
クトが主流。代表的なのはマ

中国：中国：天津エコシティプロ
ジェクトに代表される都市開
発に投資を呼び込むネタと
して、スマート化を織り込む
プ ジ クトが主流 複数の企業が個別に展開して

いる。

流。代表
スダールプロジェクト。 プロジェクトが主流。
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１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆NM実証の意義◆NM実証の意義

年代 展開 た 生 能 ネ ギ 系統連系技術を２０００年代ＮＥＤＯで展開した再生可能エネルギーの系統連系技術を
根本に、欧米で話題となったスマートグリッドを具現化することで、日
本の技術水準の高さを現地にて実証する。

①我が国では規制等により実施が困難な技術や我が国と異なる環境における各
種装置の性能を検証し、我が国における今後のスマートグリッド研究開発にデー
タ・知見をフィードバックする。

②我が国 ネ ギ 機器 現地実系統 導入 実証を通じ 我が国機器メ②我が国のエネルギー機器の現地実系統への導入・実証を通じ、我が国機器メー
カが認知され、世界展開への足掛かりを構築する。

③本実証研究で得られる様々なデ タを有効に活用することにより 早急に進んで③本実証研究で得られる様々なデータを有効に活用することにより、早急に進んで
いるスマートグリッド標準化活動に資する。

7

１．事業の位置付け・必要性について （２）政策的必要性

◆政策的位置付け◆政策的位置付け

上位施策における 本事業の位置付け

経済産業省「技術戦略マップ２００９」（エネルギー分野）の「総合エネルギー
効率向上」および「新エネルギー開発・導入促進」に掲載されている以下の

上位施策における、本事業の位置付け

効率向上」および 新エネルギ 開発 導入促進」に掲載されている以下の
技術の実証、導入促進に寄与するもの。

・新電力供給システム・新電力供給システム
・エネルギーマネジメントシステム
・電力貯蔵、蓄熱
高効率コジ ネ・高効率コジェネ

・太陽光発電、風力発電

8



１．事業の位置付け・必要性について （２）政策的必要性

◆政策的位置付け

① 日本のスマートグリッド技術が環境の異なる海外での経験 実績がな
産
業

◆政策的位置付け

① 日本のスマートグリッド技術が環境の異なる海外での経験、実績がな
い。

② インフラ系では「実績」がものを言う。社会インフラシステム事業では、
規制など 解が重

業
界
の
課現地の規制などの理解が重要。課
題

① スマートグリッド技術の課題検証① グリッ 技術 課題検証
→積み上げてきた系統連系技術を中心に、日本のスマートグリッド
技術を環境の異なる海外で実証し、技術的課題を検証する。ミ

ッ
シ

② 海外展開支援
→我が国企業にとっての実績を作る「場」の創成と提供。

シ
ョ
ン

9

◆NEDOの関与の意義

１．事業の位置付け・必要性について （３）NEDOの関与の必要性

政府機関とのネットワークを活用し

◆NEDOの関与の意義

政府機関とのネットワ クを活用し、
民間企業の海外市場での取組をサポート

海外での共同実証政策の実現

民間企業

海外での共同実証
政府

海外政府

政策の実現

海外政府

機関

自治体

具体化のサポート

スマートコミュニティの実現
10



１．事業の位置付け・必要性について （３）NEDOの関与の必要性

◆「実証の場」の創出◆「実証の場」の創出

・案件毎に相手国政府・自治体との間で合意を形成し、その下で両国の企業が案件毎に相手国政府 自治体との間で合意を形成し、その下で両国の企業が
協力関係を構築する「実証の場」を創出。

・スマートグリッド分野における我が国初の海外案件であり、19社の企業が集結
し コンソ シアムのリ ダ としてNEDOが最適

実証試験 実証試験

し、コンソーシアムのリーダーとしてNEDOが最適。

基礎調査
実証試験

（FSフェーズ）
実証試験

（実証フェーズ）
MOU締結LOI締結

NEDO 相手国MOU

日本企業 相手国企業IA

委託 協力指示

日本企業 相手国企業IA

協力関係の構築
11

19社

２．実証事業成果について （１）相手国との関係構築の妥当性

成 年 側 者 機◆実証事業の俯瞰図 平成22年3月、米国側関係者7機関
と実証事業に関するMOUを締結。
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２．実証事業成果について （１）相手国との関係構築の妥当性

年 月

◆相手国との関係構築

2009年2月
経済産業省、ＮＥＤＯ、ＡＩＳＴミッション派遣
サンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所 と会合
2009年4月

政府 プ 催

２００９年４月 日米ワークショップ

ニューメキシコ州政府と日米ワークショップ開催
（於アルバカーキ）
2009年6月～8月
ＮＥＤＯ実証サイトの選定と概略計画策定
2009年9月
ＮＥＤＯの事業計画を公表する日米(公募前）ワークショップを開催
（於東京・京都）
2009年11月
ＮＥＤＯ実証事業公募
2010年3月
ＭＯＵ締結
2010年6月

２００９年９月 公募前ワークショップ ２０１０年３月 ＭＯＵ締結

実証実施体制の確立

13

２．実証事業成果について （１）相手国との関係構築の妥当性

◆相手国との関係構築◆相手国との関係構築

米国パートナーと協力関係を構築し、円滑に実証事業を推進

＜州政府、郡＞
・ロスアラモス、アルバカーキサイトの固定資産税免除
・ロスアラモスサイトのソーラーパネル敷設工事に関する売上税免除ロスアラモスサイトのソ ラ パネル敷設工事に関する売上税免除

＜ロスアラモス＞
・実証サイトの設計協議、技術アドバイス実証サイトの設計協議、技術アド イ
・スマートハウスの建築、スマートハウス周辺の光ケーブルの施設
・PVサイト（Landfill）の土地提供、整地
・スマートメーターの導入（約1700台）
・DR実証の住民ボランティア募集、窓口 など

＜アルバカーキ＞
・実証サイトの設計協議、技術アドバイス、系統連系協議
・実証ビルの提供（制御室）、分散電源サイトの土地提供
・PNM蓄電サイトとの協調運転共同研究 など

その他
・ユースケース共同作成、実証サイトの見学対応協力 など 14



２．実証事業成果について （２）協力体制の妥当性

◆実施体制

委託研究の形態をとるが、ＮＥＤＯがプロジェクトリーダーとなり、推進

◆実施体制

NEDO
（プロジェクトリーダー）

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

② ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証

③ アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証

④ 全体総括研究

15※実証に当たっては、LACやPNM等と協力関係を構築

◆事業の目標（最終目標）

２．実証事業成果について （３）事業内容・計画の妥当性

◆事業の目標（最終目標）

a. ＰＶが大量導入された配電線において、配電系統側で自律的に需給バランスを確立す
る上での蓄電技術を実証するとともに、デマンドレスポンスの効果を計測し、有効性をる上での蓄電技術を実証するとともに、デマンドレスポンスの効果を計測し、有効性を
実証する。 → ①

b. ＰＶなどの再生可能エネルギー大量導入時に必要と考えられる余剰電力を吸収するなどの再 可能 ネルギ 大量導入時 必要と考えられる余剰電力を吸収する
ADRの効果を最大限発揮するような宅内エネルギーマネジメントシステムを、ＰＶと蓄
電池、蓄熱機器などを導入した実証ハウスにおいて具体化し、実証する。 → ②

c. 高信頼度供給を実証する自立運転が可能なビルを構築するため、BEMSを開発し、そ
の有効性を実証試験により検証する。また、BEMSがＰＶ出力変動を吸収するようなア
ンシラリー供給を行う実証試験を実施することにより、再生可能エネルギーの有効活用
が可能な電力系統の構築に資することとする。 → ③

d. 総括研究を通して、マイクログリッドが系統に及ぼす効果、信頼性、経済性及び環境
性に関する影響を定量的に検証する また トグリ ドに必要となる保安技術性に関する影響を定量的に検証する。また、スマートグリッドに必要となる保安技術、
情報技術を検証し、評価方法を確立する。あわせて、並行して進められるスマートグ
リッド標準化活動を支援するデータ、知見をまとめることで、我が国のスマートグリッド
関連国際標準化活動に貢献する ④関連国際標準化活動に貢献する。 → ④
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２．実証事業成果について （３）事業内容・計画の妥当性

◆実施内容 ① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

鉛蓄電池によるＰＶ短周期変動吸収の実証(日立）

ＮＡＳ電池と異種電池とのハイブリッド運転の実証

◆実施内容 ①．ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証
②．ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証

ＮＡＳ電池と異種電池とのハイブリッド運転の実証
（ＮＧＫ）

太陽光発電システム 蓄電池
μＥＭＳ

東芝

太陽光発電システム

京セラ／日立

蓄電池

ＮＧＫ／日立
ＨＥＭＳ

スマートハウススマートハウス

負荷制御信号

計測&制御

京セラ／シャープ
／NEC

ＰＬＣ転送遮断

ＮＥＣスマートメーター

ＬＡＣ

遮断信号

ＤＲ信号
電気使用量計量

スマートグリッド化によりニーズ
が発生した小規模電力事業者向
けμＥＭＳの実証 （東芝）

数日レンジのＰＶ発電予測の確

国内大型インバータの海外展開
のための実証 (日立）

米国の未利用地(ゴミ捨て場）な

どでのメガソ ラ建設の実績作り 見える化以降の高機能自

国内で実験できないＰＬＣ
による住宅の高速遮断の
実証(ＮＥＣ）

数日レンジのＰＶ発電予測の確
立（ＣＴＣ）

配電線レベルの大規模実系統を対象と
したデマンドレスポンス実証(東芝）

どでのメガソーラ建設の実績作り
（京セラ）

見える化以降の高機能自
動化ＨＥＭＳの実証
(シャープ、京セラ）
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２．実証事業成果について （３）事業内容・計画の妥当性

◆実施内容 ③．アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証◆実施内容

μＥＭＳ ＢＥＭＳ

清水建設／東京ガス

蓄電池

古河電池／電工 ガスエンジン

三菱重工
負荷制御信号

東芝
清水建設／東京ガス 三菱重工

ＰＶ／バッテリーサイト

ＰＶ

シャープ／明電舎

燃料電池

富士電機

ＰＶ発電データ計量

計測&制御

ＰＮＭ

鉛蓄電池の昼夜で充放電するサイクル
運転利用での容量管理技術の確立

シャ プ／明電舎

研究所で培ったビルマイクログリッド技
術の実証 (清水建設）

ＰＣＳへのフォルトライドス
ルー機能の付加と実地での
実証 明電舎） (古河電池、電工）術の実証。(清水建設）

ビルマイクログリッド技術の実証展開
(東京ガス） 国内向けガスエンジンの海外展開の

可能性の検証(三菱重工）

実証(明電舎）

18



２．実証事業成果について （３）事業内容・計画の妥当性

◆実施内容 ④ 全体総括 究

効果取りまとめ ユ スケ スをＥＰＲＩ／ＮＩＳＴに打ち込み （ＰＮＭと協調）

◆実施内容 ④．全体総括研究

効果取りまとめ

東芝／日立

モデルシミュレーション

ユースケースをＥＰＲＩ／ＮＩＳＴに打ち込み。（ＰＮＭと協調）

マイクログリッドの挙動を模擬するツールなどの開発。

東芝／ＮＥＣ

サイバーセキュリティ

ク グリッ 挙動を模擬す な 開発。

現地納入の日本製品のサイバーセキュリティ試験の実施。

サイバーディフェンス研
究所／電中研

分散電源評価

ＰＶ性能評価実施(サンディアと協同）

＊PV評価の分析サポート：東京工業大学

ＮＴＴ－Ｆ／京セラ

三菱重工／富士電機

保安技術

日本の単独運転検出手法の標準化活動

（サンディアと評価方法の比較や、ＩＥＥＥ１５４７．８への打ち込み）
保安技術

関電工／ＪＥＴ

データマネージメント等

クセ チ

データマネージメントシステム、ＪＰＲＣ（研究テーマ管理委員会）の
管理運用。

アクセンチュア

伊藤忠
企業サポート、米国側との折衝。

ＮＥＤＯによる１９社の統括とりまとめ支援。
19

◆研究開発のスケジュール

２．実証事業成果について （３）事業内容と計画の妥当性

◆研究開発のスケジュール

実証期間 ：平成21年度（2010年度）～25年度（2014年度） 約5年間
※一部実証：デマンドレスポンス実証のみ2015年3月末まで実施実 実 実

米国側関係者7機関（※）と実証事業
に関するMOUを締結し、実証事業を
開始。
※ニューメキシコ州政府 サンディア国立研究所 ロ

2012年11月：ワークショップで実証事業の振り返り
や今後の方向性を議論。
2013年12月：実証関係者及びスマートグリッド関
連の米国研究者を集め（約140名） 実証事業の

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

2010年3月 MOU調印式

※ニューメキシコ州政府、サンディア国立研究所、ロ
スアラモス国立研究所、ニューメキシコ電力会社、ロ
スアラモス郡、メサデルソル、ニューメキシコ大学

連の米国研究者を集め（約140名）、実証事業の
成果発表および情報交換を実施。
2014年11月：IREDサイドイベントとして日米ワーク
ショップ開催

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

全体計画

アルバカーキ

事前調査 △ＭＯＵ締結 日米合同ワークショップ 日米合同ワークショップ日米合同ワークショップ

アルバカ キ

ロスアラモス

スマートハウス

設計・製造 設備導入 実証事業

実証事業設計・製造 設備導入 DR実証：1年延長

スマ トハウス
（ロスアラモス）

2011年11月

建築・設置工事 実証事業

2012年5月 2012年9月

開発・評価・機器製作・調達

2011年11月
ロスアラモス起工

式

2012年5月
アルバカーキ運開式

2012年9月
ロスアラモス運開式
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◆予算

２．実証事業成果について （３）事業内容と計画の妥当性

◆予算

予算総額 ： ５２．５億円

（単位：億円）

予算総額 ： ５２．５億円

FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 合計

実証事業設計・製造 設備導入 DR実証：1年延長

8.9 20.1 17.2 5 1.6 52.5
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◆成果の最終目標の達成可能状況

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆成果の最終目標の達成可能状況

最終目標 達成状況

（平成２６年度末）

①ＰＶが大量導入された配電線において、配電系統側で自律的に需給バランス
を確立する上での蓄電技術を実証するとともに、デマンドレスポンスの効果を計
測し 有効性を実証する

◎
測し、有効性を実証する。

◎

②ＰＶなどの再生可能エネルギー大量導入時に必要と考えられる余剰電力を吸
収する ADRの効果を最大限発揮するような宅内エネルギーマネジメントシステ

◎
ムを、ＰＶと蓄電池、蓄熱機器などを導入した実証ハウスにおいて具体化し、実
証する。

◎

③高信頼度供給を実証する自立運転が可能なビルを構築するため、BEMSを
開発し その有効性を実証試験により検証する。また BEMSがＰＶ出力変動を

◎
開発し、その有効性を実証試験により検証する。また、BEMSがＰＶ出力変動を

吸収するようなアンシラリー供給を行う実証試験を実施することにより、再生可
能エネルギーの有効活用が可能な電力系統の構築に資することとする。

◎

④総括研究を通して、マイクログリッドが系統に及ぼす効果、信頼性、経済性及
び環境 性に関する影響を定量的に検証する また トグリ ドに必要となび環境 性に関する影響を定量的に検証する。また、スマートグリッドに必要とな
る保安技術、情報技術を検証し、評価方法を確立する。あわせて、並行して進め
られるスマートグリッド標準化活動を支援するデータ、知見をまとめることで、我
が国のスマートグリッド関連国際標準化活動に貢献する。

◎

◎ 大幅達成、○達成、△達成見込み、 ☓未達
22



２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

再生可能エネルギー（太陽光）の大量導入に伴う発電量の変動を、μEMSによりNAS電池
と鉛電池を連携制御して吸収し、連携点での潮流を一定に制御することを実現。

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

＜意義＞
米国内に2000社はあると言われる地域配電組合、公営電力会社は、電力卸売り市場から時間帯別
に価格差のある電力、予備力(バックアップ）を購入している。このＥＭＳ技術により、例えば安い時間
帯に電力を購入するなどにより経済性が出ると言われている。
また蓄電池を利用したEMS技術は、夕刻時のダックカーブ問題の緩和に貢献。

潮流を一定に制御

LAC内の系統

フィーダ16上
位
の

蓄電池

系
統

PV

実際の需要（赤線）に対して、昼間は多くを太
陽光からの発電、および、夜間にためた蓄電
池からの放電でまかなう。卸電力料金が高い時間帯
その結果、価格の安い夜間の電力購入量を
増やし、価格の高い昼間の電力購入量を減ら
せる。※太陽光の変動吸収を、大きな変動の吸収をNAS電池が、また、細かな変動の吸収を鉛

電池が行う。

卸電力料金が高い時間帯
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２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

＜配電系統の変動吸収＞

・再生可能エネルギーが大量に導入された配電系統を潮流管理と需給バランスの両方を見るマイクロ
グリッド技術は 配電系統が一電力会社で運用されている北米や開発途上国（シンガポ ルを除く）向け

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

グリッド技術は、配電系統が一電力会社で運用されている北米や開発途上国（シンガポールを除く）向け。
ロスアラモスは『数MW規模の配電線で行ったマイクログリッドの世界最初のデモンストレーション』に。

・配電フィーダー規模のマイクログリッドの実現 過去最大級の配電線マイクログリッド (東芝）

・未利用地でのＰＶ設置技術の取得 許認可手続きや設置ノウハウを取得(京セラ）

・日本仕様汎用インバータの海外展開の実証 実際に北杜仕様のＰＣＳが動作（日立）

・マイクログリッドにおけるＬＬ(ロングライフ）鉛蓄電池の活用 海外引き合い増加(日立）

・改良型NAS電池の運転 火災事故による不評のリカバリー（日本ガイシ）

・高速ＰＬＣ転送遮断の通信速度／信頼性の評価 今後の日本国内の導入議論待ち（NEC)高速 転送遮断 通信速度 信頼性 評価 今後 本国 導入議論待 （ )

・翌日予測に利用できるＰＶ発電予測システムの開発 米国ＬＡＮＬにないノウハウを実証（ＣＴＣ）
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２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証① ロスアラモス郡におけるマイクログリッド実証

・実際に、ロスアラモス郡に居住している約900軒の住宅を対象に、2013年から2年間にわたるデマン
ドレスポンスの効果を計測。

・デマンドレスポンスを導入する時を想定し どのように需要家がプログラムを選択するか・デマンドレスポンスを導入する時を想定し、どのように需要家がプログラムを選択するか、
どの程度デマンドレスポンスが需要削減効果があるか等を検証。実際にデマンドレスポンス
の導入時にどのようなやり方が良いか必要な知見となる。

・翌日の気温や電力需給の予測に基づき、デマ
ンドレスポンスを実施し、PC・携帯電話やイン
ホームディスプレイ（IHD）に電力価格を表示。

・各家庭の電力使用量の増加が予想される夕方
の時間帯に「エアコンの温度設定を変更する」、
「外出時間を調整する」などの節電行動を促し、外出時間を調整する」などの節電行動を促し、
ピーク時間帯の電力消費を最大で約10%抑制
できることを検証。

ダイナミック・プライシング（CPP：ペナルティ方式,PTR：インセンティブ方式）

CPP PTR

ダイナミック・プライシングへの参加率を含めたCPP,PTRを比較
O t i 方式 デフォルトがFl tレ ト CPP/PTR の選択が可能
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Opt-in方式：デフォルトがFlatレート、CPP/PTRへの選択が可能
Opt-out方式：デフォルトがCPP/PTR、Flatレートへの選択が可能

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

② ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証

「見える化」より発展した、分散電源や蓄電池を持つ家を自動制御するHEMSが、電力会社
のμEMSの要求（料金信号および負荷制御信号）を考慮しながら連携制御する実証を実現。

＜意義＞
市販されている見える化主体のHEMSの発展系とされる、自動化ＨＥＭＳに導入される技術を先取りして
確立。オンサイト電源（ＰＶ）の地産地消化ニーズの高まりに伴い、市場導入される可能性が大。

現地の生活パターンを元に、快適性を損なわず、料金信号に
合せてスマートハウス内のエネルギー機器と負荷を制御

電気料金

昼の電気料金が高い時
・PVから電気供給
・蓄電池から電気供給

夜の電気料金が低い時
・系統より買電
・蓄電池に充電 蓄電池から電気供給

・余りを系統へ売電
蓄電池に充電
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２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

＜スマートハウス＞
・EMSとHEMSが完全自動連携した世界初の実証。

今後多数のHEMSのアグリゲーション技術と組合せて、北米、ヨーロッパ展開可能な技術である。

・HEMSによる自動エネルギー管理の実現 現在商用となっている見える化ＨＥＭＳの後継の次世代ＨＥＭＳの実証。

各社HEMS事業に反映（京セラ、シャープ）

負荷制御信 連携制御 今後 側 制御 れ 精度向 が必 京・負荷制御信号によるμEMS - HEMS間の連携制御 今後、HEMS側の制御遅れの精度向上が必要（京セラ）

・ＰＬＣ転送遮断を使った住宅を独立運転し、家のPVは系統から独立して運転継続

電力供給信頼度の高い住宅向けソリューション（NEC）

太田実証で培った単独運転検出技術（主系統の停電時 PV自らが判断して止まる技術）と競合するが 将来の可能性太田実証で培った単独運転検出技術（主系統の停電時、PV自らが判断して止まる技術）と競合するが、将来の可能性
を鑑みて実施。 ※日本の電力関係者は将来技術として認識している。また、IECでドイツはこの技術を盾に日本の単独運転標準化を拒否した

住宅の独立運転

μＥＭＳ

配電線上を信号が伝送
遮断信号が届くと、ブレーカーが開放され住宅が
独立運転に移行し、家のPVと蓄電池は系統から
独立して運転継続する 27

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

③ アルバカーキ市における商業地域マイクログリッド実証

米国では初めて民生業務用ビルのマイクログリッド化による無瞬断での自立運転移行を実現。

＜意義＞
安価なシェールガス普及の中、ガスエンジン等を利用し、電力を自活できるビルモデルのビジネス展
開が期待される。
※「マイクログリッドの市場」は公共設備や教育機関向けマイクログリッドの他、商業施設や産業施設向けマイクログリッド、また軍向け
マイクログリッドやオフグリッドマイクログリッド（系統電力網に接続されていないタイプ）がある。また、国・地域別では、現在、アメリカが
主流であるが、今後は世界の各地域に分散していく模様。

ガスエンジン、燃料電池、蓄電池を制御し、
連系⇔自立運転へ移行時に電圧と周波数
を安定的に制御
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＜ビルの無瞬断での自立運転＞

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

＜ビルの無瞬断での自立運転＞

・電力系統の弱い米国では、停電時でもビルが系統から切り離されても自らの電源で電力供給できる
自立運転に関する関心が極めて高く、無瞬断での自立運転への移行実績を示せたのは大きい。
・ガスエンジンによるビルの電力供給は日本独自に発達した概念であり、米国では初めての実証。

ち うど リケ ン被害による停電の問題とシ ルガス普及による自家発電の スト有利性から 広ちょうどハリケーン被害による停電の問題とシェールガス普及による自家発電のコスト有利性から、広
範囲なマーケット展開ができる技術となった。

＜ガスエンジンによる協調運転＞

再生 能 ネ ギ 変動補償とし 蓄電池より安 手段とし 小さな は 機動性・再生可能エネルギーの変動補償として、蓄電池より安い手段として小さなコミュニティでは、機動性の
高いガスエンジンで補償できることは国内では八戸実証で示されているが、世界に先駆けた実証と
なっている。

グ・商業ビルでのマイクログリッドの実現 日本国内の複数ビルの受注に繋がる(清水建設）

日本では六本木ヒルズなど採用されている技術であるが、米国では非常に珍しい技術である。

・国産ガスエンジンの高地・生天然ガス利用実証 米国展開の自信を得た(三菱重工）

・鉛蓄電池深サイクル運転時の容量管理技術実証 スマグリ市場展開の可能性の見出した（古河電池・電工）・鉛蓄電池深サイクル運転時の容量管理技術実証 スマグリ市場展開の可能性の見出した（古河電池・電工）

・ガスエンジンによるＰＶ変動吸収の実証(実機ベース）（～平成25年度）※ 再生可能エネルギーの変動吸収用
としてガス供給事業の認知度向上を期待（東京ガス） ※米国側との協力による実証項目

・ＰＶインバータのＦＲＴ(*)機能の実地実証 PV導入が盛んな欧州市場でのインバータ技術用件に追従(明電舎）
成 年度（～平成25年度）＊FRT：フォルトライドスルー（系統擾乱時における運転継続性能）

ビル並置ＰＶシステムガスエンジン、燃料電池、蓄電池、蓄熱総設置エリア 29

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

④ 全体総括研究

＜EPRIにユースケースの登録＞
スマートグリッド、スマートコミュニティに関する研究成果をNIST／EPRIへのユースケースとして日本

で初めて登録した。国際標準化への議論を進めるための足がかりとすると共に、今後の他の事業にお

・ユースケースのＥＰＲＩ登録 日本初の事例（東芝 他）

・サイバーセキュリティ評価(アタック試験） サイバー演習の重要性を各メーカーが認識（サイバーディフェンス）

で初めて登録した。国際標準化 の議論を進めるための足がかりとすると共に、今後の他の事業にお
けるユースケース作成・登録を行うためのモデルケースとなるよう、ノウハウを蓄積した。

(

・単独運転検出技術の技術交流 日米間試験方法の違いの本質を分析、ＩＥＥＥに仕込み中（関電工）

・ＰＶ初期劣化特性の把握 化合物系のＣｄＴe（テルル化カドミウム）はＣＩＳ（銅, インジウム, セレン）等と類似特性であることを把握

（NTTファシリティーズ)
（補足）

ケ 実証等に関するシ テム構成や実施内容を特定の トに従 て記載した標準化議論の土台になる資料・ユースケース：実証等に関するシステム構成や実施内容を特定のフォーマットに従って記載した標準化議論の土台になる資料
なお、EPRIのユースケースに登録するには、実システムが存在していることが必須。

・NIST:National Institute of Standards and Technology（米国立標準技術研究所）
・EPRI:Electric Power Research Institute （米国電力研究所）
・IEC:International Electrotechnical Commission（国際電気標準会議）
・IEEE:The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.（米国電気電子学会）

単独運転検出技術の技術交流

相互試験を実施

サンディア国立研究所の単独運転検出装置の実験設備(8台分） 赤城試験所にあったＮＥＤＯの単独運転検出装置の実験設備(30台分） 30



◆情勢変化等への対応

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆情勢変化等への対応

情勢 対応

DR実証のみ1年間契約（米国側LAC LANLと

➤ロスアラモス郡会議のスマートメータ導入決

議の遅れ、DR実証開始が遅延。

DR実証のみ1年間契約（米国側LAC、LANLと

のMOU,資産譲渡契約の延長および委託先の

契約変更）を延長し、2年間のデータ取得期間

を確保。

➤状況に対応したフレキシブルな研究開発体制 DR実証の統計分析の専門的知識を持つ京都

の変更 大学の参画。

➤2013年夏からのDR実証開始に向けたボラン

DR実証ボランティアを集めるため、LACと協力

して個別訪問などによりPRし 住民900軒➤2013年夏からのDR実証開始に向けたボラン

ティアの募集

して個別訪問などによりPRし、住民900軒

（1700軒中）を招集。2014年10月に成果を報

告する住民説明会を実施。

➤実証試験の計画段階において、米国側の事
情で実施できなかったが、DOEファンドにより蓄

電サイトが開始し、改めてガスエンジンと燃料電

PNM PIサーバを介して受渡しする必要があり、
NEDO(TSB) PIサーバが既にPNM PIサーバ
から受信している計測情報の逆方向通信を実

池による蓄電池容量の削減効果を実証したいと
の米国側からの提案あり。

から受信している計測情報の逆方向通信を実
装する改造を実施。
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◆加速財源投入実績

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆加速財源投入実績

金額
件名

金額
(百万円)

目的 成果

住宅地域向け 住宅地域に設置した約1700台の
居住している約900軒の住宅を対象に、2013
年から2年間にわたるデマンドレスポンス実証

デマンドレスポ
ンス（ＤＲ）実証

140 スマートメータを利用し、デマンドレ
スポンス実証を行う。

年から2年間にわたるデマンドレスポンス実証
を行い、各家庭の夕刻の電力消費を最大で
約10%抑制できることを実証。

アルバカーキ
サイトのPNM
蓄電サイトとの

4
DOEファンドによる蓄電サイト
と連動し、アルバカーキの実
証ビルとの協調運転を実施

需要側電源（ガスエンジン）を利用して、
再生可能エネルギー（PV）の変動吸収
を行うための系統用蓄電地容量の削減蓄電

協調運転
証ビルとの協調運転を実施。

を行う 系統用蓄電 容 削減
を検証。

32



※平成26年度4月27日現在

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆成果の普及 ※平成26年度4月27日現在

新聞
①2009年4月 日米共同ワークショップ開催

◆成果の普及

テレビ
2011年5月 テレビ東京 「WBS」

■各種メディアによる紹介

①2009年4月 日米共同ワ クショップ開催
日経新聞、産経新聞、フジサンケイビジネスアイ、日刊工業新聞
②2010年1月 実証事業の事前調査委託先決定
日経新聞、日経産業新聞、フジサンケイビジネスアイ、日刊工業新聞
③2010年6月 日米共同プロジェクトの着工
読売新聞、日刊工業新聞

2011年5月 テレビ東京 WBS」
2012年5月 NHK （ニュース）
2013年2月 フジテレビ 「FNNスピーク」

ラジオ
2011年7月 NHKラジオジャパン読売新聞、日刊 業新聞

④2012年5月 アルバカーキ市の実証サイト始動
日刊工業新聞

⑤2012年5月 「技術の集大成 本格化へ」
日刊工業新聞 （理事長インタビュー ※NM実証への言及あり）

⑥2012年9月 ロスアラモス郡のスマートグリッド実証サイト始動

2011年7月 NHKラジオジャパン

専門誌（スマートグリッド関連）
2012年4月 インプレス「インプレスSmart Gridニューズレター」

日経新聞
⑦2013年5月27日掲載予定 「スマートコミュニティＪａｐａｎ２０１３開幕迫る 」
日刊工業新聞 （理事長インタビュー ※NM実証への言及あり）
⑧2014年6月12日 「スマートグリッド時代の到来㊦ 電力ビッグデータ 行動を分析 新サービス
日本企業 英で挑戦,」 「NEDO 米実証の成果発表」、「NEDO 米次世代網の実証が終了 変
動制御など確認」
日刊工業新聞、日刊産業新聞、電気新聞
⑨2015年4月6日 DRで電力消費を最大10%抑制/NEDOなど実証
化学工業日報
⑩2015年4月7日 住民自ら電力消費調整/900軒連携し10%削減/NEDO 米で実証

経産業新日経産業新聞
⑪2015年4月8日 電力消費10%抑制/NEDOが米で需要応答実証
日刊工業新聞、日経産業新聞、電波新聞

■ISGAN AWARDに入賞
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■ISGAN AWARDに入賞

アルバカーキサイトが2014年ISGAN AWARD TOP１０に入賞

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆実証事業マネジメント

■日米全体総括研究会議を開催

◆実証事業マネジメント

総回数： ８回 （2011年 1回、2012年 2回、2013年 3回、2014年 2回）

出席者：CR１、CR5メンバー、米国パートナー、NEDO

■NEDO主催による「ワークショップ」開催

2012年11月14,15日 NM 122名参加

2013年12月4,5日 NM 150名参加

2014年11月21日 京都 86名参加

出席者：NM実証関係者および日米外部有識者

（DOE、NIST、米国国立研究所、NREL、大学など）

34



２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆実証事業マネジメント◆実証事業マネジメント

■NEDOによる交渉・取り纏め

・海外実証は相手国政府等との交渉が必要なため、NEDOが対米交渉の前面に立つこ

とになり、さらに、日本側の19社の委託先をNEDOが取りまとめ、これらがプロジェク

ト全体の管理についてもNEDOがリーダシップを発揮することに繋がっている。

・参加各社からは、NEDOが相手国、参加企業間の調整でリーダシップを発揮したこと

が、プロジェクトが円滑に進んだ要因として評価。NEDOが管理者としてではなく、受、 滑 要 評価。 管 者 、受

託企業のパートナーとしてプロジェクト運営するスタイルの有効性が示せた。

35

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

◆標準化戦略◆標準化戦略

■EPRIのユースケース登録（2011年）■EPRIのユ スケ ス登録（2011年）

１．Cooperative Control among Smart Grid and External Area EPS Energy
M t S tManagement Systems

２．BEMS control of DERs and HVAC equipment in a commercial  building
Which enables islanding operation and demand response

３．Equipment Control within Smart House by HEMS
４．PV output forecasting

■IEEE1547.8への単独運転防止機能の打ち込み

 分散化電源の多数台連系時における能動的単独運転検出装置の相互干渉に分散化電源 多数台連系時 おける能動的単独運転検出装置 相 干渉
関する技術課題、および日本における新型単独運転検出装置（ステップ注入
付周波数フィードバック方式）の技術内容の投稿
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実証事業を通じたCO2および化石燃料費の削減効果

２．実証事業成果について （４）事業内容・計画の達成状況と成果の意義

実証事業を通じたCO2および化石燃料費の削減効果

 CO2削減効果CO2削減効果

 LACサイトのPVの発電により、年間1500[t]のCO2の削減を試算。

 化石燃料費の削減効果

 LACサイトのPV削減率の平均が日本の平均（12%）を超える20%となり、
PVの発電により 年間約48000[＄]の化石燃料の削減を試算PVの発電により、年間約48000[＄]の化石燃料の削減を試算。

※スマートグリッド自体は制御システムであるため直接的にCO2削減効果はなく、その導入に
より接続量が増える再生可能エネルギーに由来するCO2削減効果を記述している。
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 参考資料２ 評価の実施方法 

 



 １．評価方法 
 
評価委員会においては、当該事業の推進部署及び実施者からのヒアリングと、それ

を踏まえた委員会委員による評価コメント作成及び実施者側等との議論等により評

価作業を進めた。 
 
２．評価項目・評価基準 
 
評価委員会においては、次に掲げる「評価項目・評価基準」で評価を行った。 



「NEDO 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業/米国ニューメキシ

コ州における日米スマートグリッド実証」（事後評価）評価委員会に係る評価項

目・評価基準 

 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

 (1) 意義 

・ 対象技術について、国際的な技術水準や競合技術の状況が適切に分析され、我

が国が強みを有するものといえるか。（実証の状況を踏まえ再確認）  

 

(2) 政策的必要性 

・ 我が国の省エネルギー、新エネルギー技術の普及が促進され、世界のエネルギ

ー需給の緩和を通じた我が国のエネルギーセキュリティの確保にしするもの

であったか。また、温室効果ガスの排出削減に寄与するものであったか。（実

証の状況を踏まえ再確認）  

・ 当該フロー全体を通じて、インフラ・システム輸出の受注や普及に繋がる見通

しが立っているか。（実証を踏まえ再確認）  

・ 同時期以前に既に同じ地域で、同じ技術の実証や事業展開がなされていなかっ

たか。 

（実証を踏まえ再確認） 

・ 政府のインフラ・システム輸出推進等の政策の趣旨に合致していたか。（実証

を踏まえ再確認）  

・ 対象国政府との政治・経済的な関係を考慮した効果的なアプローチとなってい

たか。（実証状況を踏まえ再確認）  

  

 (3) NEDO 関与の必要性 

・ 民間のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、公

的資金による実施が必要とされるものであったか。とりわけ、技術的な不確実

性の存在、普及展開を図る上での運転実績の実績、実証を通じた対象国におけ

る政策形成・支援の獲得など、実証という政策手段が有効であったか。（実証

状況を踏まえ再確認）  

 

 

２．実証事業成果について 

 (1) 相手国との関係構築 

・ 対象国における政府関係機関は、実証事業を実施する上で、適切であったか。  

・ 対象国における政府関係機関より、電力、通信、交通インフラ、土地確保等に

関する必要な協力が得られたか。  

・ 当該実証事業は、対象国における諸規制等に適合していたか。 



・ 対象国と日本側との間で、適切な役割分担及び経費分担が構築されたか。  

・ 対象国において、必要な資金負担が得られたか。  

・ 対象国と日本側との間で当該プロジェクトにおいて、今後の発展に資する友好

関係が構築できたか。  

 

(2)協力体制の構築 

・ 委託先と対象国のサイト企業との間で、実証事業の実施に関し協力体制が構築

されたか。サイト企業は必要な技術力・資金力を有しているか。  

・ 委託先は、実証事業の実現に向けた体制が確立できているか。当該事業に係る

実績や必要な設備、研究者等を有しているか。経営基盤は確立しているか。  

 

 (3) 事業内容・計画の妥当性 

・ 実証事業の内容や計画は具体的かつ実現可能なものとなっていたか。想定され

る課題は解決が図られたか。  

・ 実証事業に必要な機器が適切に選定され、有効に利用されたか。 

・ 委託対象経費について、金額規模は適切か。  

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化に向けた取組が適

切に検討されているか。  

・ 想定される実証事業に係るリスクがあった場合、これらリスクに係る回避策が

適切に行われたか。  

・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に機敏

かつ適切に対応しているか。 

 

 (4) 事業内容・計画の達成状況と成果の意義（省エネ・CO2 削減効果を含む） 

・ 事業内容・計画を達成しているか。 

・ 未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ、目標達成までの課題

を把握 

し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果として評価できるか。 

・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果につい

ては、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がっている場合は、

海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

・ 実証事業に係る省エネ効果、CO2 削減効果は妥当な水準であったか。 

 

３．普及可能性について 

 (1) 成果の競争力 

・ 成果について、対象国やその他普及の可能性がある国において潜在的な需要見

込みがあるか。将来的に市場の拡大が期待できると考えられるか。（調査実績

を例示できることが望ましい。） 



・ 成果について、普及段階のコスト水準や採算性は妥当と考えられるか。また、

実証事業終了後から普及段階に至るまでの計画は明確かつ妥当なものになっ

ていると考えられるか。 

・ 成果について、競合他者に対する強み・弱みの分析がなされているか。特に、

競合他者に対して、単純な経済性だけでない付加価値（品質・機能等）による

差別化が認められるか。 

・ 想定される事業リスクが棚卸されているか。その上で、これらリスク係る回避

策が適切に検討されているか。 

 

 (2) 普及体制 

・ 営業、部材生産、建設、メンテナンスなどの役割分担毎に、技術提携や合弁会

社の設立など、ビジネスを実施する上での体制が検討されているか。（既に現

地パートナーとの連携実績がある、現地又は近隣地に普及展開のための拠点設

置につき検討されていることが望ましい。） 

・ 当該事業が委託先の事業ドメインに合致している、又は経営レベルでの意思決

定が行われているか。 

 

 (3) ビジネスモデル 

・ 対象国やその他普及の可能性がある国での普及に向けて、具体的かつ実現可能

性の高いビジネスプランが検討されているか。 

・ 対象国やその他普及の可能性がある国において、普及に資する営業活動・知的

財産活動・標準化活動が適切に検討されているか。 

・ 日本企業が継続的に事業に関与できるスキームとなっていることが見込まれる

か。 

・ 標準化の獲得が普及促進に資すると考えられる場合、標準化を考慮したビジネ

スプランが検討されているか。  

 

 (4) 政策形成・支援措置 

・ 対象国やその他普及の可能性がある国において、普及のための必要な政策形

成・支援措置が検討されるよう働きかけを行っているか。また、新たな政策形

成・支援措置が実現されたか。 

 

(5) 市場規模、省エネ・CO2 削減効果 

・ 2020 年及び 2030 年時点における当該技術による市場規模、省エネ効果、CO2 削

減効果は妥当な水準となっているか。 


