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Ｐ１０００８
 

（エネルギーイノベーションプログラム） 

「蓄電複合システム化技術開発」基本計画 

 

スマートコミュニティ部 蓄電技術開発室 

 

本基本計画は、平成２２年度から平成２６年度まで独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）が実施する事業内容として策定されたが、業務

見直しにより平成２２年度末でＮＥＤＯの事業としては終了することとなった。このため、

本基本計画は平成２２年度末で廃止し、平成２３年度以降の内容についてはＮＥＤＯは実施

しない。 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

 ①政策的な重要性 

経済産業省では分散電源の大量導入による将来的な系統の不安定化に対する取り組みを、

「新成長戦略（基本方針）」（2009年12月閣議決定）における｢グリーン・イノベーションによる環境・

エネルギー大国戦略｣の中で「次世代エネルギー・社会システム実証」として実施する予定である。

本プロジェクトは上記の関連プロジェクトとして実施するもので、主にその中核技術となる需要側に

設置する蓄電池及びその利用技術の研究開発を行うものであり、「次世代エネルギー・社会シス

テム実証」の中で、非常に重要な位置づけとなっている。 

また、本プロジェクトで取り組む「電力貯蔵（蓄電池）」と「エネルギーマネージメント」は技術戦略

マップ「エネルギー分野」の「総合エネルギー効率の向上」及び「新エネルギーの開発・導入促進」

においても重要技術として位置付けられている。 

 

 ②我が国の状況 

我が国ではエネルギーセキュリティー対策と温室効果ガス削減の観点から「低炭素社会づくり

行動計画」（2008年7月閣議決定）、「経済危機対策」（2009年4月閣議決定）において2020年に

「ゼロエミッション電源50%」、「太陽光発電の導入2800万kW」、｢次世代エコカーを新車販売のうち

２台に１台｣等を目標に太陽光発電の普及、電気自動車（EV）及びプラグインハイブリッド車

（PHEV）の早期導入を積極的に進めている。特に、今後、我が国ではこのようなクリーンエネル

ギーが主に需要者側において分散電源として大量導入されると予想されるが、その場合、これら

分散電源の余剰電力や出力変動が家庭用機器の進展とライフスタイルの多様化に伴う電力需要

形態の変化とあいまって、電圧や周波数の不安定化といった系統電力の障害を引き起こす事が

懸念されている。そのため、現状では日本の系統安定化技術は他国より進んで整備されているも

のの、2020年以降のクリーンエネルギー導入目標値を実現するためには現状の電力供給システ

ムだけでは対応が困難になると予想されている。これに対し従来の系統側での対策に加えて需要

側での取り組みも必要とされており、新エネルギー等を有効利用するための需要側に設置する蓄
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電池技術の早期開発が望まれている。 

 

 ③世界の取り組み状況 

米国、欧州、アジアにおいても太陽光発電、風力発電等の新エネルギー、EV/PHEVの次世代

エコカーの普及促進等に向けた取り組みとして、エネルギー貯蔵技術の研究開発を含むスマート

グリッドの実証が国家レベルの支援を受け活発化してきている。（参考例：米国のスマートグリッド

実証予算：１８５Ｍ＄） 

そのため、我が国が世界各国に先立ち新エネルギーの大量導入を進めるには、中核技術とな

る高性能蓄電池を用いたエネルギーマネージメントシステムの早期開発が不可欠である。 

 

 ④本事業のねらい 

経済産業省では、将来の分散電源の大量導入に対する電力安定化対策を関係部門で横断

的にとりまとめ、統一的に進めるため2009年11月「次世代エネルギー・社会システム協議会」を設

置し、以下のような中間案をとりまとめている。 

i. 情報通信技術等を活用した強靱かつ高効率な送配電ネットワークを構築する「次世代送

配電ネットワーク」の開発 

ii. 個々の需要地点レベル及び地域レベルでのエネルギーマネージメントの開発 

iii. ⅰとⅱとが相互補完関係となる｢日本型スマートグリッド｣の実現 

iv. ⅰ～ⅲのエネルギー対策に加えて、熱の有効性利用、地域の交通システムや都市計画、

消費者行動などを複合的に組み合わせた｢次世代エネルギー・社会システム｣の検討 

 

このような状況において本プロジェクトは「次世代エネルギー・社会システム実証」の一環として、

上記ii～iiiの「電力ネットワーク側と相互補完する個々の需要地点レベル及び地域レベルでのエネ

ルギーマネージメント」を実現するため、需要側での分散電源の大量導入に対する電力安定化対

策に資するエネルギーマネージメントシステムに関わる蓄電池技術開発及び実証を行う事を目的

としており、具体的には以下の３つの課題に取り組むものである。 

 

(a)中核的な要素技術である「需要側に設置する蓄電池及びその利用技術の開発」 

(b)「上記蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの実証」 

(c)国際展開も視野に入れ、「システムとしての評価技術開発、標準化等推進」 

 

なお、新エネルギー等を始めとした分散電源の大量導入と蓄電池へのニーズは世界的な流れ

である事から、本プロジェクトで世界に先駆けて需要側に設置する高性能な蓄電池技術を開発す

ることで、日本が技術的競争力を有する先進蓄電池分野において次世代自動車用に続く新たな

市場が創出され、今後、我が国の蓄電池産業の世界的な発展に繋がるものと期待できる。さらに

蓄電池も含めた周辺要素技術のシステム化での国際標準化を進めることで、関連産業に関わる

国際展開への波及効果も期待でき、「新成長戦略」に多大な貢献をもたらすものである。 
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（２）研究開発の目標 

 ①過去の取組とその評価 

平成１８年度から実施している「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」において、系統側に

設置する大型の風力・太陽光発電等の出力変動を極少化する機能を有し、低コストで長寿命、

かつ安全・高性能な大型の蓄電池を開発しており、蓄電部本体や各種構成部材の要素技術等に

関し、着実な成果が得られている。また、平成19年度から実施している「次世代自動車用高性能

蓄電システム技術開発」では次世代のＥＶ／ＰＨＥＶ用蓄電池の研究開発を行い、高容量

化に向けた材料開発、安全評価手法等に関して着実な成果が得られている。さらに平成21

年度から「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」を実施し、高度分析・解析技術や蓄電池

の反応メカニズム解明等を実施し、リチウムイオン電池の信頼性の格段の向上や、従来の

延長線上にない革新的な蓄電池の開発を開始した。今回のプロジェクトでは、需要側に設

置する蓄電池及びその利用技術を中心に研究開発を行い、周辺技術を組み合わせたシステ

ムとしての有効性を検証する。 

 

 ②本事業の目標 

分散電源の大量導入を可能にするため、需要側に設置する蓄電池及びその利用技術の開発、

蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの実証、国際展開も視野に入れたシステムと

しての評価技術開発、標準化等に取り組む。 

 

（中間目標） 

・ 要素技術として「利用シーン」毎に個別の蓄電池及びその利用技術を検討し、その要求仕様を

明らかにする。 

・ 上記蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの検討を通じて安全性、効率化等

の課題を明確にする。また、「利用シーン」に適したエネルギーマネージメントシステムの要求仕

様を明らかにし、その有効性について定量的に評価する。 

・ 共通基盤技術として、上記エネルギーマネージメントシステムを地域レベルで相互接続するた

めの、システム内及びシステム間での蓄電池と周辺機器とのインターフェース部分の共通化技

術、蓄電池技術を用いたシステム全体での社会インフラに資する長期的な安全性、有効性等

の評価手法を開発する。 

 

（最終目標） 

・ 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの定量的な性能評価手法を確立する

とともに、「利用シーン」毎に開発した当該エネルギーマネージメントシステムを必要に応じて面

的に相互接続して、地域レベルでの実証試験を行い、新エネルギー等大量導入に対する有効

性等を定量的に検証する。 

・ 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステム全体での、共通化部分に関わる国際

的な規格標準案を策定し、標準化を推進する。 

・ 新エネルギー等を最も効率的・効果的に活用する蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメ
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ントシステムを提示し、最終的に2020年以降の「電力ネットワーク側と相互補完する個々の需

要地点レベル及び地域レベルでの蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステム」を

提唱する。 

 

  ③本事業以外に必要とされる取り組み 

経済産業省が実施する｢次世代エネルギー・社会システム実証｣を効果的かつ効率的に推進

するため、技術協議会（仮称）を窓口として、必要に応じて他の関連プロジェクト（特に「地域エネ

ルギーマネージメントシステム開発事業」）との連携等を行う。なお、「次世代エネルギー・社会シス

テム実証」は関係省庁の政策資源を集中し、各省一体となって実施される予定である。 

 

 ④全体としてのアウトカム目標 

「系統連系円滑化蓄電システム技術開発」での委託研究の試算によると、定置用蓄電池を用

いた蓄電システムの世界市場は2020年において6．3兆円になるとの推計がある。また、これを用

いたスマートグリッドの世界市場規模はさらに大きくなると予想されている。なお、本プロジェクトで

開発した蓄電池システムによるCO2削減量については貯蔵するエネルギーの由来を可視化する

必要があるが、現時点ではそのような技術はない。このため、本プロジェクトにおいて共通的な評

価技術を開発する予定であり、終了時点においてはCO2削減量を定量化できる見込み。 

 

（３）研究開発の内容 

上記目標を達成するために、以下の項目について、別紙の個別研究開発計画に基づき技術

開発を実施する。 

 

［共同研究事業（NEDO負担率：２／３）］ 

 ①要素技術開発：  

需要側に設置する蓄電池及びその利用技術の開発。また、これを用いたエネルギーマネージ

メントシステムの有効性を実証する。 

[委託事業] 

 ②共通基盤技術開発： 

・国際展開も視野に入れ、システムとしての評価技術開発、標準化等を推進する。 

なお、本研究開発項目は、試験・評価方法、基準・プラットフォームの提案等、国民経済的には

大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公共財の研究

開発」であり、委託事業として実施する。 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯが、単独ないし複数の企業、大学等の研究機関（原則として,国内に研

究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用ある

いは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りではない。）から公
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募によって研究開発実施者を選定後、必要に応じて共同研究契約等を締結する研究体を構築し、

選定し実施する。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルを最大限に活

用した、より効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体にはＮＥＤＯが実施者決定後に委

嘱する研究開発責任者（プロジェクトリーダー、サブプロジェクトリーダー）を置き、その下に研究者

を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。また、全実施者をメンバーとする技術協議

会（仮称）を設置し、規格標準化に向けた活動、或いは他の関連プロジェクトとの連携等を推進す

る。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発実施者と密

接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照ら

して適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置される技術検討委員会等にお

ける外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、プロジェクトリーダー等を通じプロジェクトの

進捗について報告を受けること等を行う。 

本プロジェクトへの参加者は、これらのＮＥＤＯのマネージメントに従い、我が国における需要側

に設置する蓄電池及びその利用技術の開発を通じた太陽光発電および電気自動車の導入拡大

のため、必要な取り組みに協力するものとする。 

 

３．研究開発の実施期間 

本プロジェクトの期間は、２０１０年度（平成２２年度）から２０１４年度（平成２６年度）までの５年

間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義

並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２４

年度、事後評価を平成２７年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジェクト

の加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る

技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものと

する。 

 

５．その他重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

 ①成果の普及 

得られた研究開発の成果については、ＮＥＤＯ、実施者とも普及に努めるものとする。 

 ②知的基盤整備事業または標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、国内外の標準化活動や規制見直し活動への情報提供等を積極
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的に行う。 

 ③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に係る知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構新エネルギー業務方法書」第２５条の規定等に基づき、原則として、すべて委託先

に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動向、

エネルギー政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研究開発費

の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標や契約等の方式をはじ

め基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」第１５条第１項第

１号ハに基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成２２年３月、制定。 

（2）平成２３年３月、平成２３年３月３１日にＮＥＤＯの事業としては終了することに伴う改訂。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「要素技術開発」 

 

１．研究開発の必要性 

新エネルギー等と複合的に利用する需要側での蓄電池に求められる性能は、設置場所によっ

て必要な蓄電容量や寿命等の能力が異なるため、「利用シーン」毎の視点から検討する必要があ

る。特に、一般家庭やビル単位で設置する蓄電池については、個別に系統への影響を防ぐのか、

配電地域単位で集約して設置するのか、そのスケールについては実証試験による検証が必要で

ある。また、利用状況に対応して経済的、性能的に適した蓄電池のタイプも異なることから、利用

形態に応じて最適なエネルギーマネージメントシステムを検証するとともに、蓄電技術は末端需要

サイドで電力の需要、供給両面の制御にも利用できることから、蓄電池につながる機器を一元的

に管理して利用制御するための周辺技術について検討することも重要である。 

一方で、早期実用化を図るためには需要家にインセンティブを与えるビジネスモデルの検討も

必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

以上のことから、要素技術開発では幾つかの「利用シーン」を想定して、下記１）～４）にある開

発項目を行い、最終的には、必要に応じてこれらを統合して地域レベルでの蓄電池技術を用いた

エネルギーマネージメントシステムの有効性を検証する。この最終的な有効性の検証では、実施

者の提案する評価手法を勘案しつつ研究開発項目②「共通基盤技術開発」で開発した評価手法

を適用して行う。（なお、１）～４）は可能な限り一貫して行い、研究開発項目②「共通基盤技術開

発」と必要に応じて連携しつつ実施する。） 

１）需要側に設置する蓄電池及びその利用技術の開発 

２）上記1)を用いたエネルギーマネージメントシステムの実証 

３）上記エネルギーマネージメントシステムに関連した周辺技術の開発 

４）実証試験を通じた上記１）～３）の有効性の検証と改良 

５）研究開発項目②「共通基盤技術開発」との連携 

 

具体的には、以下のような｢利用シーン｣と｢開発項目｣に関するテーマを公募し、NEDOの共同

研究として実施する。 

 

＜利用シーンの例＞ 

・ 一般家庭に太陽光パネル、電気自動車が導入された場合を仮定して、太陽光発電の余剰電力

や夜間電力を蓄電池に貯蔵し自家消費するとともに、需給状態に応じてネット家電を制御するエ

ネルギーマネージメントシステムを通じた「地産地消モデル」を可能とする蓄電システムを開発す

る。 

・ 一般家庭にEVおよびPHEVが導入された場合を仮定して、車載の蓄電池から発生した電力を住
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宅用として利用するV2H(vehicle to home)或いは配電網に逆潮流するV2G(vehicle to grid)に基

づいたエネルギーマネージメントシステムを構築してエネルギー利用効率を最大限にしCO2排出

量の削減を行う。 

・ コミュニティ（100～1000軒規模）単位に500～1000kWh程度の中型蓄電池を設置して、既存の情

報インフラを利用し一般家庭等に導入された分散電源のエネルギー需給調整を行い、系統への

影響を最小限にするコミュニティレベルでのエネルギーマネージメントシステムを構成する蓄電シ

ステムを開発する。また、コミュニティ内での電力融通のシステムを構築して仮想的な実証試験を

行う。 

・ オフィスビル内に数十kWh程度の小規模蓄電池を分散配置して無線通信技術で蓄電池の充放

電を制御することで電力需給の全体最適化をきめ細かく行い、従来よりもエネルギー効率がより

高い管理運用方法を確立して、さらなるCO2削減を行う。 

・ 大型商用施設に数百kWｈ程度の中規模蓄電池と太陽光発電を設置して、電力及びガス利用も

組み込んだエネルギーマネージメントシステムを導入することにより電力負荷平準化対策（ピーク

シフト、ピークカット、ボトムアップ）を行うことで全体のエネルギー利用効率を向上させてCO2排出

量を低減する。 

・ 今後のEV大量導入を想定して太陽光発電と蓄電池を組み合わせた充放電インフラを開発し、平

常時はピークカット等の系統安定化に活用するとともに、災害時には防災拠点用として活用す

る。 

 

＜開発項目例＞ 

１） 需要側に設置する蓄電池及びその利用技術の開発 

・ 先進リチウムイオン電池の新規開発、既存の鉛蓄電池、ニッケル水素電池等の改良、キャパシ

タも含めた各種蓄電池のハイブリッド化技術 

・ 蓄電池の充放電制御技術、寿命診断技術、情報通信技術を利用した蓄電池管理技術 

２） 上記１）を用いたエネルギーマネージメントシステムの実証 

・ 蓄電池技術を用いた家庭用、ビル用および地域エネルギーマネージメントシステムの実証 

３） 上記システムの関連周辺技術の開発 

・ パワコンなどの小型実装、直流給電等の構成技術、ＥＶ用充電インフラ、CO2削減可視化技術

等 

 

＜その他＞ 

規格標準化、開発したシステムの有効性評価等については、NEDO及びプロジェクトリーダーと

の協議の上、必要なデータを研究開発項目②「共通基盤技術」に提供する。また、全実施者をメ

ンバーとする技術協議会（仮称）に参加して規格標準案の策定、標準化の推進活動等に協力す

る。 
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３．達成目標 

下記目標を基本とするが、各共同研究の年度目標は、提案者が公募時に技術開発テーマとと

もに提案し、採択決定後にNEDOと協議のうえ個別に実施計画に定める。 

 

【中間目標（平成24年度）】 

・ 「利用シーン」毎に個別の蓄電池及びその利用技術を検討し、その要求仕様を明らかにする。 

・ 上記蓄電技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの検討を通じて安全性、効率化等の課

題を明確にする。また、「利用シーン」に適したエネルギーマネージメントシステムの要求仕様を明

らかにし、その有効性について定量的に評価する。 

 

【最終目標（平成26年度）】 

・ 「利用シーン」毎に開発した蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムを必要に応じ

て面的に相互接続して、地域レベルでの実証試験を行い、新エネルギー等大量導入に対する有

効性等を定量的に検証する。 

・ 新エネルギー等を最も効率的・効果的に活用する蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメント

システムを提示する。 

・ 最終的に2020年以降の「電力ネットワーク側と相互補完する個々の需要地点レベル及び地域レ

ベルでの蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステム」を提唱する。（必要に応じて、

共通基盤研究、協議会（仮称）との連携の下に実施。） 
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研究開発項目②「共通基盤技術開発」 

 

１．研究開発の必要性 

本研究開発で得られた成果を国内のみならず、将来の海外への展開も視野に入れて検討する

には、国際的な規格標準化等が必要不可欠である。そのためには、現時点で蓄電池を含めた

個々の要素技術は日本産業が強みを持つことから、個々の要素技術を「システム化」する取り組

みが重要である。例えば蓄電池と周辺機器とを接続するためのインターフェース部分を共通化す

る戦略が有効である。従って、このような共通化すべき項目を検討する上で、できるだけ多くの利

用パターンでの実証データを分析する必要がある。また、エネルギーマネージメントシステムは社

会インフラ的な要素が高いことから、蓄電池及びシステム全体での長期的な安全性評価手法の

標準化等も必要となる。また、今後の国際展開や、2020年以降の蓄電池技術を用いたエネル

ギーマネージメントシステムを視野に入れ、より先進的な次世代技術にも取り組む必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

・ 本研究開発項目では、以下の項目について、必要に応じて、要素技術開発、協議会（仮称）との

連携の下に取り組む。 

１） 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムに関わる安全性、有効性等の評価手

法の開発 

２） システム化に必要な共通技術開発及び国際的な規格標準案の策定と標準化の推進 

３）次世代技術開発 

 

１）については、実証データの分析手法の開発を通じて、蓄電池技術を用いたエネルギーマ

ネージメントシステムに関わる安全性及び評価手法の開発を行う。（研究開発項目①「要素技術

開発」で、実施者の提案する評価手法も勘案しつつ実施する。） 

２）については、研究開発項目①「要素技術開発」での実証データの分析結果も利用して、シス

テム内及びシステム間での蓄電池と周辺機器とのインターフェース部分を中心に推進する。また、

他の関連プロジェクトとの役割分担を明確化して密接な連携を図りつつ、統一的な国際規格標準

化を進める。 

３）については、国際展開や、2020年以降の「電力ネットワーク側と相互補完する個々の需要

地点レベル及び地域レベルでのエネルギーマネージメント」に資する次世代技術の開発を視野に

入れた取り組み。 

 

具体的には、以下のような｢開発項目｣に関するテーマを公募し、NEDOからの委託研究として

実施する。 

 

＜開発項目例＞ 

１） 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムに関わる安全性、有効性の評価手法の

開発 
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・ 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの定量的な性能評価手法の確立 

・ カスケード利用を目的とした自動車用蓄電池の残存価値試験・評価方法の確立 

２） システム化に必要な共通技術開発及び国際的な規格標準化 

・ 蓄電池とパワコンとのインターフェースに関わる規格標準化 

・ システム全体でのエネルギー計測方法、システム内及びシステム間の通信制御方法に関わる規

格標準化 

・ V2H、V2Gなどの相互接続基盤技術の共通化 

３） 今後、必要となる共通的な次世代技術開発 

・ エネルギー需給制御及び予測技術、国際展開を視野に入れたシステムの拡張性に関する検討

等 

 

３．達成目標 

下記目標を基本とするが、各委託研究の年度目標は、提案者が公募時に研究開発テーマとと

もに提案し、採択決定後にNEDOと協議のうえ個別に実施計画に定める。 

 

【中間目標（平成24年度）】 

・ システム内及びシステム間での蓄電池と周辺機器とのインターフェース部分の共通化、蓄電池技

術を用いたシステム全体での社会インフラに資する長期的な安全性、有効性等の評価手法を開

発する。 

 

【最終目標（平成26年度）】 

・ 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステムの定量的な性能評価手法を確立する。 

・ 蓄電池技術を用いたエネルギーマネージメントシステム全体での共通化部分に関わる国際的な

規格標準案を策定し、標準化を推進する。 

・ 最終的に2020年以降の「電力ネットワーク側と相互補完する個々の需要地点レベル及び地域レ

ベルでのエネルギーマネージメント」を提唱する。 

 


