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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。

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
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
しいテーマとＮＥＤＯは判断した。

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
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１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

■次世代送配電ネットワーク研究会
・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
・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。

◆国内外の動向（2009年当時）

■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。

■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
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。

国
内

米
国
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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）

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

集中連系型太陽光発電
システム実証研究

(FY2002-2007) 

風力発電電力系統安定化
等技術開発

(FY2003-2007)

新エネルギー等地域
集中実証研究

(FY2003-2007)

新電力ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
実証研究
(FY2004-2007) 

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) 

FY2006 FY2007 FY2008以降FY2005以前

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

分散電源の出力不
安定性の安定化策

の確立

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

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

大規模太陽光発電
所の系統連系技術

確立 4



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
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。

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

5



◆スマー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

米国：2010年以前は
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
リッド実証を展開。ピー
カンプロジェクトはその
複合型。

日本：ＭＥＴＩ社会システム実証
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
複数の企業が個別に展開して
いる。

中近東・インド・東南アジア：
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
スダールプロジェクト。

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。
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）
などがある。

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
プロジェクトが主流。

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
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。
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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。

１．事業の位置付け・必要性について （１）意義

◆NM実証の意義

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。
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１．事業の位置付け・必要性について （２）政策的必要性

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
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
・エネルギーマネジメントシステム
・電力貯蔵、蓄熱
・高効率コジェネ
・太陽光発電、風力発電

◆政策的位置付け

上位施策における、本事業の位置付け
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① スマートグリッド技術の課題検証
→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。

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。

ミ
ッ
シ
ョ
ン

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、
現地の規制などの理解が重要。

産
業
界
の
課
題

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
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スマートコミュニティの実現

海外での共同実証

政府

海外政府

機関

自治体

政策の実現

具体化のサポート

民間企業

政府機関とのネットワークを活用し、
民間企業の海外市場での取組をサポート

◆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
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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

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

日本企業 相手国企業IA

協力関係の構築

NEDO 相手国MOU

委託 協力指示

・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、コンソーシアムのリーダーとしてNEDOが最適。

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

◆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

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
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
実証実施体制の確立

２００９年４月 日米ワークショップ

２００９年９月 公募前ワークショップ ２０１０年３月 ＭＯＵ締結

◆相手国との関係構築
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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

◆相手国との関係構築

＜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＞
・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

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
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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

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

NEDO
（プロジェクトリーダー）

２．実証事業成果について （２）協力体制の妥当性

◆実施体制

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

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。 → 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
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、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
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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

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
②．ロスアラモス郡におけるスマートハウス実証

17



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）

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

負荷制御信号

ＰＶ発電データ計量

計測&制御

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
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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。

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．全体総括研究
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◆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

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

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

ロスアラモス

スマートハウス
（ロスアラモス）

事前調査 △ＭＯＵ締結

設計・製造 設備導入 実証事業

日米合同ワークショップ

2011年11月
ロスアラモス起工

式

2010年3月 MOU調印式

建築・設置工事 実証事業

実証事業設計・製造

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
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

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
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

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

開発・評価・機器製作・調達

設備導入 DR実証：1年延長

日米合同ワークショップ日米合同ワークショップ
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◆予算

（単位：億円）

FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 合計

8.9 20.1 17.2 5 1.6 52.5

２．実証事業成果について （３）事業内容と計画の妥当性

予算総額 ： ５２．５億円

実証事業設計・製造 設備導入 DR実証：1年延長
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◆成果の最終目標の達成可能状況

最終目標

（平成２６年度末）

達成状況

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。

◎

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
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、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。

◎

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

◎ 大幅達成、○達成、△達成見込み、 ☓未達
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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。

＜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。

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。

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

LAC内の系統

蓄電池

フィーダ16上
位
の
系
統

潮流を一定に制御

PV

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
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・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)

・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）

＜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。

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
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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

・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、
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。

・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、
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。

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
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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
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



「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。

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
・余りを系統へ売電

電気料金

夜の電気料金が低い時
・系統より買電
・蓄電池に充電

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

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
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・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
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

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

住宅の独立運転

＜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。

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
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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。

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
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＜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。

・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）

・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）
（～平成25年度）

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

＊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）

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
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・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）

・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)

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）

相互試験を実施

単独運転検出技術の技術交流

＜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
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。

（補足）
・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）

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
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◆情勢変化等への対応

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。

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
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◆加速財源投入実績

件名
金額

(百万円)
目的 成果

住宅地域向け
デマンドレスポ
ンス（ＤＲ）実証

140
住宅地域に設置した約1700台の
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。

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
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
協調運転

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
を検証。

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
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※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

新聞
①2009年4月 日米共同ワークショップ開催
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
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
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
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

◆成果の普及
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テレビ
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

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」

■ISGAN AWARDに入賞

■各種メディアによる紹介

アルバカーキサイトが2014年ISGAN AWARD TOP１０に入賞



■日米全体総括研究会議を開催

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）

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
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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

◆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

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。
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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

◆標準化戦略

■EPRIのユースケース登録（2011年）

１．Cooperative Control among Smart Grid and External Area EPS Energy

Management 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
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

 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。

※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。

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
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