
(資料 4) 
 

【再生可能エネルギー (スマートグリッド)】  
ESIF スマートグリッド 米国電力グリッドの近代化 

仮訳 
 
NRELの新たな設備は電力事業者の将来のグリッドを見据える（米国） 

（2011 年 12 月 6 日） 

 
電気のスイッチ一押しで「マシーン」

につながる。 
 
 北米の電力系統(グリッド)は、世界

で も複雑な送配電システムであり、

も大規模なマシーンであると言われ

ている。このマシーンが長い間、石炭、

天然ガス、原子力エネルギーなどから

電力を確実に送ってきた。 

 

 
 そのグリッドにもそろそろチューン

ナップが必要となった。風力や太陽など

の新しい発電技術がその市場を拡大させ

ているが、一方で年月を経た信頼あるグ

リッドに多様性という不確定な問題を発

生させているからである。

風力や太陽といった発電技術は市場を拡大している

が、同時に年月を経た信頼あるグリッドに多様性と

いう不確定な問題を発生させている。 

クレジット: NREL photo illustration 

 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)傘下の国立再生可能エネルギー研究所

(NREL: National Renewable Energy Laboratory)の新型のエネルギーシステム統合設備

(ESIF: Energy Systems Integration Facility)は、すでに複雑なシステムであるグリッドに

多種の新しい技術を導入しつつ、グリッドの運転の信頼性を継続するための課題に取り組

んでいる。 
 
 NREL の ESIF 担当センターディレクターである David Mooney 氏によれば、既存する

グリッドの運転方法は、50 年を超えて基本的に変わっていないという。電力事業者は、週

の曜日と天気予報に基づくエネルギー需要を予測する方法を確信しており、予測された需

要に合致するよう発電源(通常は石炭か天然ガス)を稼働させる。 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

19

http://www.nrel.gov/news/features/images/20111206_esif_pix19500_large.jpg�


 「これまではごく規則的な方法でグリッドを運転していました。」と Mooney 氏は述べ、

以下のように続ける。「今日、風力や太陽を含んだ沢山の技術がグリッドのネットワーク上

に登場しています。そのため、この規則的なシステムを運転する方法に転換が必要となり

つつあります。これまでは電力需要における変動だけでしたが、私たちは現在、供給側の

発電も変動に対応できる技術を導入しているのです。」 
 
 
再生可能エネルギーはすでにグリッドにつながっているの？ 

 
 太陽光(PV)発電システムを屋根に設

置している自宅の所有者やテキサスの風

力発電設備で働く技術者には、これは無

意味な質問だろう。太陽や風力発電技術

はすでにグリッドにつながっていて、電

気は途切れなく流れているように思える。 
 
 しかし、これらのような再生可能エネ

ルギーシステムは、未だ米国全体のエネ

ルギー生産のほんのわずかな部分のみを

占めているにすぎない。米国エネルギー情報局(Energy Information Administration) の
新のデータによれば、バイオマス、地熱、太陽や風力などの再生可能エネルギー源によ

る発電の割合は、今までのところ 2011 年の米国の総発電量の 5%を下回っている。 

アーチストによる西-東から観たエネルギーシステ

ム統合設備 (ESIF)のレンダリング。 
SmithGroupJJR による提供 

 
 そのような少量の再生可能エネルギー源をグリッドにつなげることは、あまり難しいこ

とではない。 
「1,000 件の家があって、そのうちの 5～10%が PV 発電を導入したとすると、PV による

電力変動と出力はグリッドのノイズに埋まってしまうほど目立たないでしょう。」と

Mooney 氏は述べる。「現在、電力事業者は少数の PV 発電システムを電力需要削減のため

の技術とみなしています。皆が小さな蛍光灯に取り替えるのと同じことです。しかし、

1,000 件のうちの 50%が PV 発電システムを導入すれば、電力事業者にとってその出力は

発電技術のように見え始めるかもしれません。一度この導入数に届いてしまえば、電力事

業者は PV 出力を変動させる雲の量の変化などを心配し始めなければなりません。」 
 
 「これらの新しい技術のすべてに費用対効果が出るようになるにつれ、それらの導入が

進み始めています。それにより、安全で信頼のおける電力システムを維持しながら、これ

らの変動しがちな技術を統合するベストな方法を電力事業者に考えさせ始めています。」と

NRELのエネルギーシステム統合(Energy Systems Integration: ESI)のディレクターであ

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

20

http://www.nrel.gov/news/features/images/20111206_esif_pix19903_large.jpg�
http://38.96.246.204/electricity/monthly/index.cfm
http://38.96.246.204/electricity/monthly/index.cfm


る Ben Kroposki 氏は述べる。 
 

ESIF は、特に統合課題に取り組むことを目的とした も重要な DOE の研究所である。

NREL の研究者は、現場のものと同方式の電力システムを構築して、電力事業者が使用す

るのと同じレベルでそれを運転することができるだろう。 
 

 「停電が起きたら何をすれば良いのか

誰でも知っています。そして通常は地域

の電力事業者が、電力供給が止まること

によって企業広報的な問題の矢面に立た

されるのです。」と Mooney 氏は述べる。

「ですから、電力事業者が新しい技術の

導入に慎重になるのは理解できます。そ

のようなリスクを低減するために ESIF
はとても重要なのです。新しい技術の導

入に関する問題を事前に解決して、皆が

期待する高い信頼性の基準を維持できるよ

うに、電力事業者は実際のシステムを模倣

した環境で新技術を運転することができる

ESIF は NREL 敷地内に現在建設中で 2012 年の秋

に開所予定である。 
写真提供: JE Dunn 

のです。」と Mooney 氏は続ける。 

のような完備したシステムを他に探さ

ても済むのです。」と Kroposki 氏は述べる。 

力事業者のハードウェアをシミ

レーション環境へとループすることを可能とさせる。 

電力事業者は(テストした)技術を採用

たいとより強く思うでしょう。」と付け加える。 

 

 
 ESIF は同時に、産業界にとってプラグ・アンド・プレイ環境を提供することになる。

「ESIF は、パートナーが PV インバーターや蓄電システムなどの技術を持ち込めるよう

に構成されています。そして、持ち込まれてテストされる技術につながる残りの設備や機

器が手元に準備されているようになります。これら

なく

  
 ESIF はまた、実際の場所、実際の電力、そしてシミュレートした、またはバーチャル

な環境を組み合わせた環境で新しい技術を運転し、それらの新しいシステムが電力の信頼

性や品質に及ぼす影響を観察することができるように、電

ュ

 
 Mooney 氏は「一度 EISF で全てを試してみれば、

し
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スマートグリッド 

  
 NREL の研究者のもう一つの課題に

は、グリッド自体の改善方法を探ること 
が含まれるだろう。「主として経済的な理

由から、新しいグリッドを建設してそれ

に乗り換えることはできません。」と

Mooney 氏は述べる。「既存のグリッドを

維持、または改善するような方法で新技

術を取り入れることができるよう、グリ

ッドをどのように“スマート”で、より

フレキシブルなものにできるのかを

ESIF を使って調べることができるでし

ょう。」 
 
 グリッドに関する多くの技術は旧式で

50 年ほど経っているものもある。“スマ

ートグリッド”には、既存のグリッドが持たない以下の 3 つのコンポーネントが存在する： 

ESIF 概要: 

 

 コスト: 135 百万ドル 

 面積: 182,500 平方フィート 

 オフィススペース：約 200 室 

 最先端の電力システムシミュレーションと可視化 

 MW 規模電力でのコンポーネントとシステムの試験

 再生可能エネルギー源の普及拡大のリアルタイム

な実際の電力評価のための機能システムとユティ

リティシステムの統合 

 15 箇所の研究室 

 4 箇所の屋外テストエリア 

 建設完成予定：2012 年秋 

 

他のキーサービスとサポート体制： 

 研究用電力配電バス(Research Electrical 
Distribution Bus: REDB) 

 高性能コンピューティングデータセンター(High 
Performance Computing Data Center: HPCDC) 

 MW 規模電力でのハードウェアインザループ

(HIL)プロトタイピング 

 協同研究や可視化ルーム 

 高い柱間のコントロールルーム 

 リアルタイムで電力の品質を評価するグリッド内のセンサー(sensors)  
 センサーから送信されるデータを中継して設備の運転者へと返して運転者が見て判断

を下せるようにするためのコミュニケーション(communications) 
 中央制御室からシステム運転の変更を許可するコントロール(controls) 

 
 「顧客から電話で知らされないと、ほとんどの電力事業者が停電に気づかないことを聞

いて皆驚きます。」と Mooney 氏は述べ、次のように続ける。「よりスマートなグリッドが

あれば、変圧器と送配電線にセンサーが取り付けられ、電力の品質に問題が起こっても電

力を送り続けることができるように、電力事業者が先手をとって行動することが可能とな

るでしょう。もし停電が起こってしまったら、電力事業者はすぐにそれを知ることができ

て、電力の中断時間を 低限にするよう作業員を送り出すことができるでしょう。」 
 
 電力事業者がよりスマートな技術をグリッドに取り入れれば、省エネルギーのもう一つ

の手段として、グリッドを家庭用エネルギー制御システムとコミュニケートさせることに

より、家庭と電力事業者が共同で電力需要を調節することが可能となる。 
 
 「スマートグリッドは、電力事業者と顧客間の頻繁で自動化されたコミュニケーション

の可能性を提供するでしょう。」と Mooney 氏は述べる。「顧客であるあなたは、電力が
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も安い時間を知ることができて、例えば、電力事業者と共同で自分の電力消費計画を立て

ることができるのです。」 
 
 よりスマートなグリッドの基礎が現在構築されつつある。6 月には Steven Chu エネル

ギー長官が、米国再生・再投資法(Recovery Act)の資金の活動によって、米国の電力グリ

ッドの近代化を加速させる 500 万個を上回るスマートメーターが設置されたと発表した。 
 
 Chu 長官は「グローバル経済で競争力を保つためには、近代化された電力グリッドが必

要である。 新の電力グリッドは顧客に選択肢を与え、省エネを促進し、エネルギー効率

を高め、再生可能エネルギー源の成長を促進するだろう。」と述べている。 
 
 
 
NRELの電力インフラシステムリサーチ(Electric Infrastructure Systems Research)およ

びESIFの詳細は、それぞれNREL's Electric Infrastructure Systems ResearchとESIFを
参照のこと。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
New Lab to Help Utilities 'See' Grid of the Future 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1658 
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