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Society5.0の実現に向けたエネルギーマネジメントシステム 
Energy Management System for realization of Society5.0 
林 泰弘 
 
１．はじめに 
 本稿では，我が国が掲げる Society5.0 実現のコアシステムに位置づけられている「エネルギーバリュ
ーチェーンの最適化」の基盤として、精力的に取り組まれてきたエネルギーマネジメントを俯瞰する。こ
の領域では、あらゆる人類活動に不可欠な電力をはじめとするエネルギーを対象に、その生成から、流
れ、消費まで、計量によるデジタル情報を通信によって統合し、CO2 排出量最小化やエネルギーコスト
最小化などに基づき、協調制御するものである。実世界の物理的なエネルギーの流れや利用をデジタル
データに変換し、モデリングとシミュレーションによって特定のアクションがどのような結果に導くか
評価を行う。そして、最適な結果になるように現実世界にデジタルデータを回帰させ、機器やシステムを
動作させる。このような体系はサイバーフィジカルシステム（CPS）と呼ばれ、これを実現するには、デ
ータを取得してくる仕組み、データを活用した最適解を導き出すためのモデリングとロジックの開発が
必要となる。 
一方、我が国のエネルギー政策は、日本の厳しい自然環境に大きく影響され、これに対応することが重

要なファクターとなってきた。東日本大震災では、大規模集中的なエネルギー供給システムに依存する
脆弱性が強く認識され、再生可能エネルギー利用拡大政策ともリンクして、需要家の主体的なエネルギ
ー機器の保有による地産地消、自己消費を伴う分散型システムを指向する流れが鮮明になった。さらに、
ここ数年を振り返れば、大地震が主要火力発電所を直撃したことにより北海道全域が停電に陥いり、ま
た、各地で集中豪富や強大な台風により電力設備が損壊を受け、広域で長時間の停電が発生した。改め
て、ライフラインとしての電気が常に使える状況の重要さを痛感するとともに、自然の猛威の前でどこ
までそれを実現できるか、レジリエンス確保の在り方が問われている状況といえよう。 
このような困難の中で、東日本大震災以降のエネルギー政策の効用も発揮されている。蓄電池や電気自

動車を保有する需要家が着実に増え、電力系統からの電力供給が途絶えたとしても自力でエネルギーを
確保できる事例が散見されるようになった。昨年、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風 15 号で
は、約 90万軒以上が停電し、電力供給再開に 2 週間以上を要した地域もあった。東京電力パワーグリッ
ドは、停電する地域に電気自動車を持ち込み、住宅等に給電する V2Hのシステムを活用し、電力供給を
実施した（1）。今後、さらに電気自動車や蓄電池を保有する需要家が増えていき、電力の供給はストップ
していても、需要家が保有するこれらのエネルギー源と健全な配電線を使って局所的な電力供給ができ
るようになれば、レジリエンス向上に貢献することが期待できる。 
本年２月、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

案」が閣議決定され、第 201 回通常国会で成立した。この中で「災害に強い分散型電力システム」とし
て、地域において分散小型の電源等を含む配電網を運営し、緊急時には独立したネットワークとして運
用可能な配電事業を法律上位置づけるとともに、分散型電源等の活用を促進する計量法の規制の合理化
などが謳われた（2）。 
以下、本稿において、東日本大震災を受けて我々が取り組んできた分散協調エネルギーマネジメント

ついて紹介するとともに、Society5.0やレジリエンスの重要な要素であるデータの統合的利活用によるセ
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クターカップリングの視点から、今後の展望について述べる。 
 
２．電力システムの変化と電気の価値  
 太陽光発電を中心とする再生可能エネルギー導入の促進と、蓄電池の性能向上・価格低減、自動車の電
動化などの分散型エネルギー資源（DER）の技術の進展により、電力システムと需要家の関係が大きく
様変わりしつつある（3）。 
従来の電力システムでは、垂直統合された旧一般電気事業者が、保有する発電所で電気を作り出し、送

配電網を通じて需要家が使用する電気を送る単純なものだった。2014 年から始まった電力システム改革
によって、電気事業者は発電・送配電・小売りの機能ごとに３つの事業者に分かれ、発電と小売りは完全
に自由化された。電気の物理的な価値は使用できるエネルギーを示す kWhで表され、これを売買する市
場が整備されてきた。電力会社が分かれることによって、電気の別の価値である kW（電気を作り出す価
値）、ΔkW（電気の変動を調整する価値）も顕在化する。つまり、kW 価値、ΔkW 価値は発電機（火力
発電機と水力発電機）を保有すれば確保されていたが、電気事業者の機能分割によって、保有する事業者
と必要とする事業者が分かれ、その間での取引が行われるようになるのである。kW 価値なくしては電気
を作れないため、これは主として発電事業者が小売り事業者に販売するもので、容量市場を通じて売買
される。ΔkW 価値は、電力システム全体の需要と供給を一致させる送配電事業者が買う価値となる。こ
れを提供するのはやはり発電事業者であるが、今後需給調整市場を通じて取引される。 
 需要家は電気を消費するだけのコンシューマーから、自ら電気を生み出すプロシューマーへと変化し、
電力システムと電気をやり取りするようになる。すなわち、需要家も kWh、kW、ΔkW の提供主体にな
ることができ、一定の要件を満たせば市場でこれらの価値を売買できるようになる。このようなパラダ
イム転換のイメージを図 1 に示す。 
 
３．エネルギーマネジメントの系譜と分散協調エネルギーマネジメント 
 日本におけるエネルギーマネジメントは、東日本大震災後の計画停電の実施により本格化したといえ
るだろう。これは、電力不足という国家的な危機を回避するために、事業者、住民に我慢の節電を強いた
ものであったが、いざという時に極力利便性や快適性を損なうことなく、需要家も参加して電力システ
ムの運用を助ける仕組みを構築する重要性が認識された。すなわち、需要家が有するエネルギー機器を
管理・制御する司令塔＝エネルギーマネジメントシステム（Energy Management System：EMS）を構築
し、電力システムが供給不足になれば、不急な電力消費の低減や蓄電池からの放電等によって支援する
といった具合である。これはディマンドリスポンス（Demand Response：DR）と呼ばれ、小売事業者が
高い電源の代わりに供給力とする形態や、送配電事業者が緊急時の予備力として調達する形態で実際に
使用されている。前節で述べたように、DR による電気の価値も、発電機が作る電気の価値と同様に、今
後は市場で売買・調達が行われるようになる。 
 このように需要家による電気の価値の提供は経済取引として行われるため、確実性が求められること
になる。日本では、DR への取り組みの当初から、需要家への EMS の導入を基本に、DR の要請の受信
から EMSに接続されるエネルギー機器の制御まで自動化することが指向され、EMSなどのシステム間、
EMS と機器間の通信規格の標準化が行われた(4)。現在では、DR は電気の消費量を下げるだけでなくあ
げる場合（上げの DR）や、需要家から電力系統に電気を逆潮させる場合も含む、より広い概念であるバ
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ーチャルパワープラント（Virtual Power Plant：VPP）の一つと位置付けられるが、DRで考えられたア
ーキテクチャと通信規格は、必要な拡張などが行われたものの、基本的に踏襲されている(4)。 
 一方、電力の供給側の電力系統においても、電圧や電気の流れ（電力潮流）を計測し、この情報に基づ
き電圧制御機器等をコントロールすることによって電圧・潮流を適正化するシステムが存在する。これ
はグリッド EMS（GEMS）と呼ばれ、需要家サイドにある BEMS（ビルディング EMS）、HEMS（ホー
ム EMS）などとともに、電気事業者や需要家がそれぞれのロジックに基づいて、自動で最適化を行う仕
組みが広がってきている。しかしながら、電気事業者にとって需要家それぞれの動きは必ずしも最適で
はなく、逆に需要家にとっては、電気事業者の最適化が制約になることも多いと考えられる。 
そこで、我々は「分散協調エネルギーマネジメント」の概念を打ち出し、その効用を定量的かつ視覚的

に示すためのツール開発に取り組んできた。様々なプレーヤーが保有する EMS（分散 EMS）が相互に情
報をやりとりし協調すれば、電力システム全体としての最適化、つまり、社会全体としては環境負荷が低
減され、同時に需要家のエネルギーコスト（経済付加）も低減される、このような効果を創出することが
可能となる（図２）。また、別の例をあげれば、再生可能エネルギーの大量導入や電気自動車の集中導入・
一斉充電に伴う局所的な電圧逸脱や送配電網の容量超過・過負荷などの課題について、電力系統側の増
強などの対策で対応することは不可能ではないが、ここに、需要家が保有するエネルギー資源や自らの
電力消費をコントロールすることでうまく協調すれば、全体としてより低コストで対応が可能になると
いった効果を期待できる。 
 我々は、協調する EMS 群による全体最適をコアにしつつ、街をデザインするツールとして、「分散協
調エネルギーマネジメントプラットフォーム」を開発してきている(5),(6)。図 3により、その概要について
紹介する。左中央の部分が、物理的な世界をモデリングするところで、地図上に配電系統モデルを構成
し、そこに、30 分から１時間程度の粒度で計測されている配電線ごとの電力需要データと土地利用に関
する情報から、どのような需要家がどこにどれくらい存在するか推計し、構築した配電系統モデルに配
置する。電力系統や需要に関するデータは、送配電事業者に提供いただいており、各需要家の１年間の消
費電力パターンを検討に必要な時間粒度で推定により決定する。こうして作った配電系統モデルを基本
に、様々なシナリオを想定して、太陽光発電システムや電気自動車の導入などを設定し、モデルに付け加
えていく。また、どこにどれくらいの EMS が入っているか、その EMS はどのような個所からどのよう
なデータをどれくらいの時間粒度でとっているか、さらに EMS相互で情報を共有しているか、どのよう
な制御ロジックが組み込まれているかなど、すべてが設定シナリオの中で指定可能である。太陽光発電
システムの発電パターンをリアルに再現するために、ひまわり８号の計測に基づき提供される地上 1km
四方メッシュでの 2.5分おきの日射データをもとに、計算によって算出する。これらの条件設定とデータ
によって、対象としている配電系統モデルにおいて、電力がどのように流れ、配電線の電圧分布がどのよ
うになるかをシミュレーションすることが可能である。このような手続きによって、配電線の電圧逸脱、
電力損失、配電線利用率などの時間・空間分布が得られ、例えば、太陽光発電の導入前後で配電系統全体
の電圧分布がどのように変化するかや CO2 排出量がどの程度減少するかなど、様々な定量的比較評価が
できる。ここで、配電系統については既存のものを再現することはもちろん、全く新しい街を想定してゼ
ロから構築することもできる。このようなツールによって、配電系統レベルの様々な施策の実行に伴う
効果を事前に評価でき、実施の判断に活用することができるだろう。 
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４．脱炭素・超分散・デジタルの未来社会に向けて 
 今後の世界は、脱炭素（Decarbonization）の徹底、分散化（Decentralization）、デジタル化（Digitalization）
の益々の進展を骨格に動いていくものと考えられる。前章に述べたエネルギーマネジメントは、電力の
供給と使用について、まさに脱炭素を主目的に、デジタルを駆使することによって全体最適化をはかる
ものであった。早稲田大学スマート社会技術融合研究機構（Advanced Collaborative Research 
Organization for Smart Society：ACROSS）では、今後スマートな未来社会を目指していくにあたり、こ
のコンセプトを社会インフラ全般に広げ、その革新と自治体行政を支援する活動の展開を中心に据えた
活動ビジョン ACROSS2020を策定した。電力だけでなく、ガス、水道、交通、情報通信の 5つのインフ
ラを“５Grids”と称し、社会活動・市民生活の利便性・安全性の向上に資する研究開発を進めていくこと
を指向している。 
自治体行政においては、今後ますます脱炭素・少子高齢化対応を起点に、効率化、災害時など有事の行

動誘導など、さまざまな政策が求められる。その際、どのような施策がどれくらいの効果を生むか、事前
に定量的にあたりをつけられると便利であろう。そこで我々は、５Gridsから生み出される多種多様なデ
ータを収集・統合し、AI 分析を駆使した情報の利活用により、予測やシミュレーションを組み合わせた
分析を行う都市データプラットフォームと「時空間マルチダイナミクス予測エンジン」の構築の研究開
発を行っている。 
この最初の題材として、JST（国立研究科学法人科学技術振興機構）未来社会創造事業「超スマート社

会の実現」において、宇都宮市との協働で、電力と交通のセクターカップリングについて取り組んでい
る。近年、電力セクターにおいては、事業者によるスマートメータの導入により、家庭をはじめ各需要家
における 30 分毎の電力消費・発電データの収集が可能になり、交通セクターでは公共交通機関における
リアルタイム運行情報のデータ化と公開が進んでいる。さらに、両セクターのデータと強い関連をもつ
人の滞在・移動について、スマートフォンの普及により GPS位置データが得られるようになった。この
ように、各セクターにおいてビッグデータの分析と最適化が可能となってきているが、これらを相互に
結び付け利活用する枠組みは存在しなかった。そこで、我々は電力、交通、人流のデータを一体的に分析
し予測する技術を開発し、これまでに十分にできなかった再生可能エネルギーの最大活用による「CO2
排出のない都市」の実現、公共交通のダイヤ運行最適化による「移動ストレスのない都市」の実現に向け
た政策提言に資する「時空間マルチダイナミクス予測エンジン」の構築を目指す。この構想を「Energy, 
Environment and Mobility as a Service（E-MaaS）」と呼んでいる(7)。ここで重要な役割を演ずる代表的な
要素は、運輸分野の CO2排出削減の切り札である電気自動車や電動バスであり、電力、交通のそれぞれ
のセクターにおいて発生する異なる制約条件を同時に満足する全体最適な運用を可能とすることを目指
す（図４）。例えば、太陽光発電の供給電力が余剰気味のタイミングで電動車の充電を行ったり、逆に充
電の集中で配電線の電圧が下限逸脱することを回避するように、電動車の運行や充電のタイミングを分
散させるなどが考えられる。 
このような仕組みが５Grids に導入されれば、社会インフラの構築・運用において全体最適が実現され、

コストダウンの他、市民の利便性を高める様々なサービス提供が可能となるとともに、災害時の避難計
画やエネルギー確保指針などの基盤整備が進むことが期待できる。 

 
５．おわりに 
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本稿では、我々の取り組みを紹介しつつ、エネルギーマネジメントの系譜と分散協調 EMS の概念、さ
らにこれらを都市インフラ全般に拡張し、５Gridsのセクターカップリングによって、効率的なインフラ
整備・運用、災害時のレジリエンス確保・向上など、社会コストの低減、市民生活の安全・安心向上の基
盤形成に結び付けていく構想について述べた。この取り組みにおいては、情報の活用に付帯するルール
の整備や様々な規制緩和が必要であり、また省庁を横断した連携、自治体との協働、各 Gridの事業者の
参加が不可欠である。早稲田大学・ACROSS は、このような幅広いステークホルダーが集結しやすい中
立的なプラットフォームになることを目指す所存であり、各方面の積極的な参画を期待する。 
本稿の一部は、JST CREST の助成 JPMJCR15K5，及び JST 未来社会創造事業の助成 JPMJMI17B5 の

下で実施されたもの内容に基づいている。 
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