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ただいま御紹介いただきました九州電力の山崎でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。現在われわれは、「ス

マートグリッドと将来の電力用通信ネットワーク」の在り方

について検討していますので、本日はその内容を説明させて

いただきたいと思います。

地球環境とエネルギー問題についてはいろいろなところで

議論されているので、皆様も御承知だと思います。1997年の

COP3において京都議定書が締結されまして、これにより、

2008年から2012年で1990年比のCO2を6％削減するという取

決めがなされております。今は2010年ですのでちょうどこの

期間中ですけれども、この縛りがあるということです。

先の国連総会の気候変動首脳会議で、鳩山総理が2010年

までに1990年比25％削減ということを国際的に約束しまし

た。これにはいろいろ条件があるのですけれど、そういうこ

とを表明された。

また、ラクイラサミットでは先進国全体で2050年までに

80％以上削減を目標とする合意がなされていますが、これは

皆さんも御承知のとおりだと思います（図1）。

太陽光発電の導入見通しは、国の「低炭素社会づくり行

1．低炭素社会実現に向けた取組

動計画」で平成20年1月に閣議決定されていますが、2005年

現在で140万kWであったものを2020年には10倍の1400万kW

にし、更にもっと先、2030年には40倍にしましょうという話

でした。それが平成21年4月には新たな買い取り制度などを

導入して2020年頃に2800万kWにしましょうということにな

りました。更には全量買い取りという話もあります。こうし

たインセンティブにより、太陽光発電がかなりの勢いで増え

てくるというのは間違いのない事実として受け入れねばなら

ないのではないかと思っております（図2）。
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出典：経済産業省「低炭素電力供給 
システムに関する研究会報告書」 

ｏ 国の「低炭素社会づくり行動計画」（H20年7月閣議決定）によると、全国大で2020年 
に現行の10倍（1,400万kW）、2030年に現行の40倍（5,300万kW)の太陽光発電を導入。 

ｏ また、「経済対策閣僚会議合同会議」（H21年4月）では、新たな買取制度の導入など 
で2020年に2,800万kWの導入を目指すとなっている。 
・最近では、全量買取制度が話題となるなど更に加速化の方向。 
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図２．太陽光発電の導入見通し

「COP13・インドネシア」（2007年） 
先進国のCO2排出1990年を基準として2020年ま 

でに25%～40%削減必要 

「IPCC第四次報告書」（2007年） 
・地球の気温→過去100年で0.74℃上昇 
・21世紀末までに2.4℃～6.4℃上昇 

「COP3・京都議定書」（1997年） 
2008～2012で1990年比CO2  6%削減 

「北海道洞爺湖サミット」（2008年） 
2050年までに50％削減目標 

IPCC：気候変動に関する政府間パネル 
（Intergovernmental Panel on Climate Change) 
地球温暖化についての科学的知見の集約と評価を行う政府間機関 

「ラクイラサミット 」 （2009年 ） 
先進国全体で 2 050年までに 
8 0％以上削減目 標 

■各国政府等は、地球温暖化問題に対処するため、中長期における温室効果ガスの削 
減目標を設定し、国際的に約束している。 

「国連総会 気候変動首脳会合」（2009年） 
2020年までに25％削減. 
鳩山イニシアチブとして表明 「COP15・コペンハーゲン合意」（2009年） 

・長期的協力活動の強化 
・先進国が2020年の削減目標を2010年1月ま 
でに提出 
・先進国の資金による支援を約束 

CO P ： 気候 変 動枠 組 条約 締 約国会 議 ( C on f er e nc e   o f P a rt i es ) 
地 球温 暖 化問題 に 関す る 国際的 枠 組み を 設定し た 条約 会 議 

図１．地球環境とエネルギーの問題について
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日本では、太陽光の導入量が1000万kWを超えると余剰

電力対策としてゴールデンウィークとか年末年始における出

力抑制が必要になると言われています。さらに1300万kWを

超すと、電力貯蔵設備として揚水発電所や蓄電池の新増設

が必要になると言われております。

電気の質というのは主に電圧と周波数にゆだねられるので

すが、太陽光発電が入ってくることで太陽光発電からの逆潮

流によって電圧が上昇するといった問題が出てきます。また

太陽光が一生懸命発電しているのに、電圧が高くて出力が

抑制されるという課題も発生しています。一方、需給面（周

波数）においても、太陽光は自然の光で発電するという仕組

みですから、突然曇ったりということで急激に出力が変動す

るわけですが、太陽光の変動に対して火力などの自動調整機

能が不足すると言われています。もう一つは、先ほどもちょ

っと申しましたように5月の連休など、需要の特に少ない時

には電力が余るのではないかと言われています。ほかにもい

ろいろ課題がありますが、これらの点が一番大きい課題とな

2．太陽光導入における諸問題
っております（図3）。

当社も地球環境問題にいろいろ取り組んでおりますが、電

気の供給面と電気の使用面での両立でCO2をうまく減らして

いこうというのが基本的な方針です。我々通信部門にとって

は、ICTの分野でやっていますのでICT自体のグリーン化も進

めるし、ICTを利活用することによってCO2を減らしていく、

そういう取組をやるべきだと考えているところです（図4）。

スマートグリッドの定義は、海外でも定義付け作業が進め

られておりますが、ちょっとあいまいな内容になっています。

経産省では、従来からの集中型電源と送電系との一体運用

に加えて、情報通信技術の活用によって太陽光などの分散

型電源や、需要家の情報を統合・活用して高効率・高品

質・高信頼度の電力供給システムの実現を目指すもの、と

定義しております。要するに電力供給システムの一つ、ICT

をうまく使って電力を供給していこうということです。これ

まではきちんとした仕組みが出来上がっていて全然問題はな

いのですが、大量の太陽光発電が低圧というかローカルのと

ころに入ってくる。そういうことになるといままでの設計の

根本的なところが変わってくるので、それをいかにクリアす

るかということが大切だと思います。

スマートグリッド導入に際しての電力会社にとっての課題

は、図5のとおりです。送電網の自動化は、もう日本は導入

済みです。配電の自動化についても、ほぼ導入済みになって

います。ビルの省エネについては逐一検討が進められており

ますし、スマートメーターとか需要家との双方向通信につい

ても、一部の電力会社で試行的に実施されており、需要家

側の管理といったことは今後の課題という整理がされていま

す。電気自動車との接続の問題といったことも出てきます。

このほかに、再生可能エネルギー、今後大量に導入する太

陽光発電とか、ネットワーク側に設置されると言われている

蓄電池とかと、既存の発電所との協調制御が今後の課題に

なります。電力会社にとってはこういう課題があるというよ

うに理解していただければいいと考えております。

日本型スマートグリッドの例を、図6にお示ししました。

図の中央の一般の家やビルに、太陽光や風力、燃料電池や

発電機がありますので、ここで需要と供給のバランスをでき

るだけ取ります。それを図の左下のように地域に拡大して地

域同士のやり取りをし、最終的には図の右下のように日本全

体で相互補完する。このような安定供給を実現する強靱な電

3．日本型スマートグリッドの実現に向けて

電気の供給面 電気の使用面 

○ 発電の一層の 
低炭素化・高効率化 

原子力の活用、 
再生可能エネルギーの導入 
拡大 

○ 高効率機器の普及・ 
電化による省エネ 

ヒートポンプ、 
電気自動車等 

○ 省エネ情報の提供 

低炭素社会の実現 

■ 低炭素社会の実現に向けて、当社は「電気の供給面での取組」、お客さまとも一
体となった「電気の使用面での取組」などを通じて、将来も見据えながら温室効
果ガスの排出抑制に取り組んでいる。 
■ 電子通信部門は、スマートグリッドへの対応をはじめ、情報通信技術（ICT）の 
利活用によるCO2削減や省エネ等に積極的に貢献していく。 

ICTによる貢献 
（Green by ICT、of ICT）

図４．当社の地球環境問題への取組

・揚水発電の新増設 
・蓄電池の設置 
・太陽光発電の出力抑制 
・ヒートポンプや電気自 
動車などの導入 

【余剰電力の発生】 
・ 需要の少ない時期にベース供給力（原子力等の最 
低出力）と太陽光発電量の合計が需要を上回り、 
余剰電力が発生 

・揚水発電の新増設 
・蓄電池の設置 
・蓄電池と火力、水力発 
電との協調制御 

【周波数調整力（LFC容量）不足】 
・ 太陽光発電の出力変動に対する火力等の出力自動 
調整（LFC）容量が不足し、系統周波数の維持が 
困難化 

Ⅱ．需給面 
（周波数） 

・配電系統の強化（柱上 
変圧器の分割設置、電 
圧調整装置等の設置） 

【配電線の電圧上昇抑制】 
・太陽光発電からの逆潮流増加による系統電圧上昇 
・電圧上昇による太陽光発電の出力抑制 

Ⅰ．電圧面 

対策 課題 

日本型スマートグリッドへの取組が必要 

○ 太陽光発電の導入量が1,000万kWを超えると、余剰電力対策としてGWや年末年始における出力抑 
制が必要となる。 

○ 太陽光発電の導入量が1,300万kWを超えると、更なる電力貯蔵設備（揚水・蓄電池）の新増設が必 
要となる。 

※ほかにも「不要解列」「単独運転」への対策等が必要 

図３．太陽光発電大量導入時の課題と対策



力ネットワークと地産地消モデルの相互補完が、日本型のス

マートグリッドという位置付けになっております。

電力の通信の仕組みは、図7のとおりです。電力通信とは

安定供給のための神経系統です。主な役割は系統保護、設

備の運転・監視制御、保全管理といったことなのですが、平

常時はもとより非常災害においても通信を確保することが必

要なので、法的にも自営の通信網を設置することが義務付け

4．電力システムと電力用通信ネットワークの今後

られております。

電力網は50万Vや22万Vの高い電圧の区間と、それから配

電用変電所で6000Vに落ちて電柱のトランスで200Vや100V

になってお客さんのところへ行っている区間とから構成され

ております。6000Vの区間までは通信ネットワークが大体で

きています。あとは電柱のトランスから低圧のお客様宅まで

の区間をどうするかです。この区間は、先ほどお話ししたス

マート化のようなものにはいかようにも対応可能であり、今

後それが必要になると思っているところです（図8）。

どのようなニーズでネットワークを作らなければいけないか
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出展：低炭素電力供給システムに関する研究会報告書 

導入済 今後の課題 

個々に検討中 

従来からの集中型電源と送電系統との一体運用に加え、情報通信技術の活用により、太陽光発電等の分散型電 
源や需要家の情報を統合・活用して、高効率、高品質、高信頼度の電力供給システムの実現を目指すもの 

図５．スマートグリッドの定義と概念

○ 経産省の「次世代エネルギー・社会システム協議会」の中では、“再生可能エネル 
ギーが大量に導入されても安定供給を実現する強靭な電力ネットワークと地産地 
消モデルの相互補完”が「日本型スマートグリッド」と位置付け 

※経済産業省「次世代エネルギー・社会システム協議会中間とりまとめ」参照 

図６．日本型スマートグリッドとは



というと、例えば太陽光の発電量は何分後にはどうなるのだ

ろうという予測が必要となる。それには太陽光の今の出力の

状況をちゃんと把握していて、例えば気象情報と組み合わせ

て1時間後にはどうなる、5分後にはどうなるかを計算するこ

とが必要になる。また、バッテリーが必要と言われています

が、バッテリーをどうやって制御するのか。すなわち、何の

データに基づいてどういう制御をすれば上手に地産地消みた

いなことができるのかという話。それから検針の問題やデマ

ンドサイドマネジメントとかデマンドレスポンスとかいったお

客さま側設備の制御の問題など。これらの項目がニーズと考

えております（図9）。

今お話ししましたようにスマートグリッドの実現に必要な、

電力会社とお客さまを結ぶ双方向のリアルタイム通信を可能

にする通信環境が、今後どうしても必要になります。このネ

ットワークはオープンなのか、クローズなのか。伝送容量は

どれぐらいにすべきなのか。伝送方式は光なのか、無線なの

か。無線といってもどんな無線を使うのか。セキュリティは

どうするのか。このへんをネットワーク構成として考えなけ

ればいけないし、通信プロトコルとしてはアドレス体系とか

データ構造をどんなふうにするのかということがあります。そ

れをまず実証試験等をやって、早く国内標準を作り、そして

それを国際標準に持っていく。そういう形で取り組むべきで

はないかと考えております（図10）。

5．将来の電力通信ネットワークの在り方（スマートグリッドに向けて）
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系統給電指令所 
（500kv変電所） 

本　店 

各種 O/L 情報、OA情報 
保安電話、給電電話 

自動給電・電力系統運用 
広域電力運用 

回線運用 
運用監視 

（中央給電指令所） 

（電子通信ｾﾝﾀｰ） 

電力系統保護・制御 
電力設備運転・運用・管理 
給電電話、保安電話・ 

原子力発電所 

発生電力指令 
自動周波数・電圧制御 
給電電話、保安電話 
電力系統保護・制御 
電力設備運転・保全・運用・管理 

光搬送 

火力発電所 

光搬送 

光搬送 

保安用無線 

発生電力指令 
自動周波数・電圧制御 
給電電話、保安電話 
電力系統保護・制御 
電力設備運転・保全・運用・管理 

電力系統保護・制御 
電力設備運転・運用・管理 
給電電話、保安電話・ 
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給電電話、保安電話 
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電力所 
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OPGW 
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OPGW 

ﾒﾀﾙ 
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光ｹｰﾌﾞﾙ 

配電用変電所 

営業所 

配電系統制御 
配電設備運転 
保安電話 

配電用無線 

遠隔監視制御 
保安電話 

発生電力指令 
自動周波数・電圧制御 
給電電話, 保安電話 
電力系統保護・制御 

水力発電所 

保線用無線 

無線中継所 

無線用反射板 

光搬送 

光搬送 
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光ｹｰﾌﾞﾙ 
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図７．電力用通信の概要

区分 発送電網 高圧配電網 低圧配電網（お客さま含む） 

自動給電 

系統保護 
系統安定化 

遠隔監視 
制御 

遠隔検針 

事故区間判定 

その他 

■ 発送電網や高圧配電網においては、従来同様、自動給電、系統保護、遠隔監視制御などの電力 
保安通信システムの維持・強化が必要 

■ 今後は、低圧配電網やお客さまサイドまで含め、電力系統の安定化・効率化のための運転情報 
や制御情報など各種情報伝送ニーズの出現が想定される 

自動給電システム 

需給バランス計算、需要予測 
ＬＦＣ、ＰＱＶＦ等 

太陽光発電出力予測システム 

蓄電設備運転・制御 蓄電設備運転・制御 

キャリアリレー 

系統安定化システム 

ループ再閉路システム 

総合制御所システム 

遠方監視制御システム 

ＩＴＶシステム 

配電自動化システム 太陽光発電出力監視制御システム 

大口遠隔検針 低圧遠隔検針 

送電線故障点評定システム 配電自動化システム 

デマンドレスポンス デマンドサイド 
マネージメント 

図９．将来の電力通信ネットワークのニーズ

双方向通信環境：整備済 
（電力網のスマート化を実現する様々なシステムを実現） 

双方向通信環境：今後必要 

■ 当社では、電力網の拡充と歩調を合わせて電力用通信ネットワークの構築を進め、情報通信 
技術の活用により特別高圧以上（一部高圧含む）の電力網のスマート化を実現してきた。 

■ 今後は、低圧配電網やお客さまサイドまで含めた電力システムのトータルなスマート化が必 
要であり、その実現には、当社とお客さまを結ぶ双方向リアルタイム通信を可能とする通信 
環境が必要である。 
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図８．情報通信技術を活用した電力網のスマート化



当社では現在、約半分ぐらいのお客さまに対してはお客さ

ま系光ファイバネットワークを整備しています。そのエリア

では引込み部分（ラストマイル）を工事すれば、お客さまと

の双方向通信ができる環境になってきています。カバー率は

約55％です。

通信ネットワークの技術的な課題としては、スマートグリ

ッド関連のシステムの要件を整理したり、フォーマットの標

準化、通信インターフェースの標準化、伝送方式の選定を

推進していかなければならない。しかもけっこう早めにやっ

ていかないといけない。ゆっくり構えていたのでは太陽光発

電の方が先に来てしまいそうな勢いになっていますので、こ

こをちょっと精力的にやっていこうと思っているところです。

最後のラストマイルの通信方式は、光ファイバや無線、PLC

などをうまく活用してやっていくのかなと思います（図11）。

将来の電力通信ネットワークは、一つは、低炭素社会を

支える通信ネットワークの在り方から位置付けを考えて推進

していく方が良いと考えております。つまりスマートグリッ

ドもニーズの一つとして考えて、これを我々電力サイドだけ

ではなく産学官が一体となってやっていくべきだと認識して

います。

もう一つの標準化の話は、まず国内の標準化を先行すべ

きで、それをやって、世界制覇みたいな話もいいですが、ど

ちらかと言えば国際貢献の観点から標準化を進めていく方が

良いと考えております。私も外国の機関や事業者といろいろ

やり取りする中では、我々の主張を必ずしも受け入れてくれ

ないという経験がありますので、国際貢献という感じでいけ

ば、ひょっとしたらもう少しリラックスしてやれるのかなと考

えております。

ご清聴、ありがとうございました。（拍手）

（2010年2月8日第381回ITUクラブ講演より）
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想定される将来の通信ニーズ（20年後のイメージ） 

これらを実現するために、どんな通信ネットワークが必要か？ 

スマートグリッドのため 
の通信ネットワーク 

スマートグリッドの実現に必要な当社とお客さまを結ぶ双 
方向リアルタイム通信を可能とする通信環境。 

従来の系統電力制御 自動検針 分散型電源制御 HEMS ＋ ・・・ 

スマートな地域社会のた 
めの通信ネットワーク 

上記の通信環境は、九州一円にわたるネットワークとなり 
スマートな地域社会を支える社会通信インフラとしての可 
能性を持つ。 ITS テレワーク 地域見守り ・・・ 

今後の検討課題 

○ネットワーク構成（お客さま系、宅内） 
・伝送容量 ・オープンorクローズ 

・伝送方式（光、無線、PLC etc.） ・信頼度（バックアップ方式） 
・セキュリティ 

○通信プロトコル（アドレス体系、データ構造 etc.） 
○実証実験 
○国内標準化と国際標準化 

図10．将来の電力通信ネットワークのニーズ
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■ 今後、検討が進められるスマートグリッド関連システムへの適用性を評価するために、各通信方式の
定量的な性能や課題を習得中。 
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伝送速度：100Mbps、伝送距離：数十km 

伝送速度：数十Mbps、伝送距離：1～2km 

伝送速度：5kbps、伝送距離：100～200m 

[高周波型] 
伝送速度：数十Mbps、伝送距離：数百m 
[低周波型] 
伝送速度：数kbps、伝送距離：数百m 

図11．ラストマイル通信方式の選択肢


