
 

 
 

電力と情報通信のネットワーク基盤融合による超スマート
社会の実現に向けて 

尾辻泰一 岩月勝美 

先行公開日：2020/8/31 
 
本 PDF は，先行公開版であり，Vol.103，No.12（2020 年 12 月 1 日発行）にお

いて正式公開（紙版，Online 版）を予定しています． 
 
 
※正式公開前に本記事の文献引用を希望される場合は，以下の記載をお願い致します． 
  著者名，“表題，”信学誌，vol.103，no.12，Dec．2020（発行予定）． 
 
 



 

１．はじめに 

人類は「エネルギー」と「情報」にイノベーションを

起こすことで、高度な文明社会を創り上げてきた。革新

的な技術が生まれることで、その時代の経済や産業構造

が大きく変化し、ライフスタイルや価値観に影響を及ぼ

し、社会に変化を与えてきた。「エネルギー」と「情報」

は、社会インフラとして、その重要性が認識されている

が、前者は文明の成長限界(1)を提起し、後者は、経済、

産業、社会の構造や「エネルギー」の利用形態にまで影

響を与える。両者は、いわば文明の要といえよう。 
産業革命後、人類のエネルギー消費は文明社会の高度

化とともに増大し続け、温暖化による地球規模での気候

変動による深刻な環境破壊、異常気象による大規模災害

を至る所で誘発している。その抑止・防止は、今世紀の

人類に課せられた喫緊の課題である。情報通信技術

（ICT）の高度化を推進しながら、社会経済活動のエネ

ルギー消費の大半を占める電力利用効率の向上と同時に

再生可能エネルギーへの転換を実現するイノベーション

が科学技術に求められている。情報通信等の社会基盤を

ベースに日々繰り広げられる社会経済活動は電力資源に

依存している。一方、電力エネルギーの安定供給はICT
の恩恵により成り立っている。すなわち、電力エネルギ

ーと情報通信サービスの安定供給は、相互依存によって

成り立っている。 
かかる社会的課題の解決には、情報通信と電力のネッ

トワーク基盤の両者を融合するイノベーションが鍵にな

ると考えられる。しかしながら、このような観点に立っ

た科学技術に対する研究活動はこれまで行われてこなか

った。本稿では、電力と情報通信のネットワーク基盤を

融合する科学技術の全方位的な探求、学術界と産業界さ

らには官との連携による産業技術・社会技術としての開

発・育成への最近の取り組みについて紹介するとともに、

未来社会のあるべき姿について述べる。 

２．社会を取り巻く動向 

2.1 レジリエントで持続可能な超スマート社会へ向けて 

Society5.0では、サイバー空間とフィジカル空間を高

度に融合することで、都市や地域の機能やサービスを効

率化・高度化したスマートシティ/コンパクトシティの実

現が可能となる(2)。スマートシティ/コンパクトシティの

実現には、脱炭素等の社会課題解決とデジタルトランス

フォーメーションやサブスクリプションによる産業構造

の変革による経済発展の両立が期待されている。2006年
に国連が機関投資家に責任ある投資を呼びかけたことが

契機となったESG投資†（2016年の運用額は世界で2,500
兆円）や国連加盟国が「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」SDGsを2015年に採択したことにより(3)、再

生可能エネルギーだけでの事業運営を宣言した企業が参

加できるRE100（Renewable Energy 100%）の加盟も

増加している。 
世界のスマートシティ市場は、2010年から2030年の

20年間の累計で3,100兆円の規模にも達する巨大市場で

あり、その中核となるエネルギー関連市場では、スマー

トグリッド設備で約720兆円、再生エネルギーで約380
兆円と試算されている(4)。世界各国は、この市場を自国

の基幹産業として成長させるべく最重要国家戦略に位置

付けている。我が国でも、内閣府の主導による、産業分
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野間のデータ連携による新たなサービスやビジネス創出

を念頭においたスーパーシティ構想が議論されている(5)。

特に、自然災害への対応や少子化による人口減少に対し

て、レジリエンスを強化した地方都市のコンパクトシテ

ィ化(6)は我が国の喫緊の社会的課題である。 

2.2 ICTおよび電力エネルギー技術の動向 

AI、ビッグデータ、IoTによる技術革新が進展するICT
分野では、データセンターへのトラヒック集中による情

報処理増大に伴う電力消費の急増をデータセンター間で

トラヒックを平滑化し、情報処理と電力消費の負荷分散

を図ることが課題となっている(7),(8)。また、今後、無線

通信ネットワークの主流となる第5世代移動通信システ

ム（5G）やB5G（Beyond 5G）では、その広帯域性を

反映した超高速性、超低遅延性、超多接続性、によって

これまで実現できなかった様々なアプリケーションやサ

ービスの提供が大いに期待される(9),(10)。 
その一方で、端末からのアクセスを集約する通信局舎

（エッジ）での情報処理（モバイルエッジコンピューテ

ィング）とエッジから張り出した多数のアンテナ群によ

り、ネットワークが構成されている(11)。したがって、ネ

ットワークに広く分布するエッジとアンテナ群に、通信

トラヒックとその情報処理に応じた効率的な電力供給が

課題となる。 
電力分野では、再生可能エネルギーへの依存度の増大

傾向は、地球温暖化抑止、脱炭素化の世界的な潮流によ

り、その総発電量に対する依存度は、2050年には全世界

で65％(12)、我が国では40%(13)に達することが予測されて

いる。電力系統と再生可能エネルギーとのミックスによ

る仮想発電所（VPP, Virtual Power Plan）をベースとし

た電力ネットワー

クのスマート化
(14)が進展してい

るが、主力電力源

である系統から供

給される交流電力

安定化に律速され、

再生可能エネルギ

ーの導入は高々全

電力の20％未満

に制約されている。

従って、再生可能

エネルギーの大量

導入を可能とする

電力ネットワーク

の実現が課題とな

っている。 
再生可能エネルギーの大量導入を図るには、全国各地

に分散する”分散電源“の特徴を活かした地産地消を可

能とする電力のネットワーク化した電力グリッドが有効

である(15),(16)。既存の電力系統と連携した交流グリッドは

既存システムとの親和性が高く、社会実装の障壁も低い

と予想される。その一方で、再生可能エネルギーは直流

が主流であることと、環境依存の再生可能エネルギーの

電力変動を平滑化し、蓄積するための蓄電池も直流で動

作することを考慮すれば、直流でグリッドを構成するこ

とは、交流直流変換による電力損失削減による電力利用

効率向上の観点から有利である(17)。同時に、電圧の振幅

と位相の安定化を必要とする交流に比べ、位相情報のな

い直流は、電力負荷変動に対し、高速な電圧安定化と、

安定動作のための電圧変動許容幅（トレランス）を高く

とれることが利点である。 
上述した直流グリッドの優位性に着目した、直流スマ

ートグリッドの研究が世界的に加速している(18)-(20)。電力

系統への再生可能エネルギーの導入を目的とした仮想発

電所の実証実験(18)に加え、我が国においても環境省の実

証事業として、小規模な直流グリッドの実証実験や東松

島市をはじめとする実運用が行われている(20)-(23)。情報通

信機器、電動車両、二酸化炭素排出のないZEH（ゼロエ

ミッションハウス）(24)やZEB（ゼロエミッションビルデ

ィング）(25)、ビッグデータを超大規模コンピューティン

グマシンで情報処理を行うデータセンター、過疎化で機

能集約が進む再生型コンパクトシティ、さらにはレジリ

エンスの視点から高い耐災害性が要求される地域の拠点

病院(26)(25)、道の駅やコンビニ(27)など、直流グリッドによ

る電力供給に優位性と親和性が高い用途は多数にのぼる。 

 

図１ 電力と情報通信ネットワークの技術的潮流 

 



 

３．超スマート社会の未来像と課題 

ICTと電力エネルギー技術の歴史と潮流を俯瞰すると、

「集中から分散」への合理的な変遷が読み取れる（図１）。 
第5次エネルギー基本計画による再生可能エネルギー

の主力電源化を見据えると、既存の電力系統との連携も

視野に入れ、主に直流で動作する分散型エネルギー源で

ある再生可能エネルギーや蓄電池の特性を活かし、交流/
直流変換による電力損失を低減できる直流グリッドとグ

リッド間での電力融通が課題となってくる。その際に、

ボトルネックとなって顕在化する技術課題がリアルタイ

ム性、言い換えれば”レーテンシー“の短縮化である。

すなわち、サービスの多様化の中で急速に高まるEV用急

速充電ステーションやビッグデータの処理状況に応じて

電力負荷が不規則かつ急激に変動しうるデータセンター

などの急激な大電力負荷変動に伴って電圧安定化・平滑

化のリアルタイム性が大きく損なわれることである。上

述した直流スマートグリッドの世界的な研究開発におい

ては、いずれもインターネットベースのいわゆるベスト

エフォート型のICTに依存しているために、リアルタイ

ム性の担保は困難である。したがって、フェイタルな状

態への遷移を回避するためには、スケジューリングによ

る待ち行列化に依存せざるを得ない。このことが従来型

電力システムの性能律速要因とし顕在化し、電力利用効

率における最大のボトルネックとなっている。 

４．電力と情報通信のネットワーク基盤融合 

CPS（サイバー・フィジカルシステム）におけるサイ

バー空間とフィジカル空間を繋ぐICTの主役は、IoT
（Internet of Things）であるとの認識されている。しか

しながら、CPSによるスマートシティ/コンパクトシティ

の実現には、「ICTシステムへの電力供給」と「ICTを活

用した直流グリッド間の電力融通」を最適化できるレジ

リエントで持続可能な社会経済システムの構築が不可欠

である。その実現には、情報通信ネットワークと電力ネ

ットワークとを連携・融合した新しい社会インフラの創

成が鍵になるものと考えられる（図２）。 
具体的には、電力と情報通信のネットワーク基盤を融

合した新たなネットワーク基盤の創出とその基盤を活用

した社会経済活動のあり方の研究開発が重要になると考

えられる。両ネットワークの基盤融合は、経済的な再生

可能エネルギーの大量導入を可能にすると共に、都市や

地域の機能やサービスの効率化・高度化と産業構造変化

に迅速かつ柔軟に対応可能な都市OS（Operating 
System）の創出にも貢献できると期待される。 

５．おわりに 

産業革命以降、250年の世界史の中で、ICTと電力技

術は、互いに独立に発達してきており、産業構造におい

 
図２ 電力と情報通信のネットワーク基盤融合 



 
ても、行政上においても、これまで分離されてきた。そ

のため、情報通信ネットワークと電力ネットワークは物

理的に分離されており、諸外国においてもその状況は同

じである。本稿で掲げた「電力と情報通信のネットワー

ク基盤融合」による新たな社会インフラの創出は、これ

までの社会通念や既成概念に対するパラダイムシフトと

して位置づけられるものであり、社会変革の度合いが大

きければ大きいほど、今後の研究開発と社会実装には大

きな困難と障壁が伴うと予想される。幸いにも、新たな

学理の探求と産業化の可能性を業界や産学官の垣根を超

えてフラットにかつ自由に議論をする場として、日本学

術振興会組織である研究開発専門委員会を2018年10月
に発足し、20有余の企業と同等の大学・国立研究法人・

高専等学術機関から40有余名の賛同・参加を得て、明る

い将来に繋がる道筋を探索している。次世代を担う人々

への明るい将来像を提示し、新たな社会への扉を開くこ

とを期待して。 
 
† 用語解説 

ESG投資：従来の財務情報だけでなく、環境

（Environment ）・社会（Social ）・ガバナンス

（Governance）要素も考慮した投資のこと。 
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