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あらまし 電子通信エネルギー技術は通信の信頼性を維持することを最優先としつつ，近年の省エネルギー
ニーズに応えるため，大容量高効率化を主眼に発展してきた．一方，ICT の爆発的な普及に伴い，地球温暖化問
題を解決するため，脱炭素化の波が押し寄せている．本論文では，このような電子通信エネルギー技術をとりま
く潮流を大容量高効率化の技術の変遷，脱炭素社会実現に向けたアプローチ，及び VPP (Virtual Power Plant)
の必要性と電子通信エネルギー技術の新たな広がりの観点から議論し，本技術が社会基盤としての電子情報通信
サービスの信頼性の確保のための技術から ICT/IoT 技術との融合により，再生可能エネルギーの導入を可能と
し，脱炭素社会の電力の安定供給に貢献する基盤技術へと方向性を転換しつつあることを述べる．
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た設備構築が求められ，電子通信エネルギーの分野に

1. ま え が き

も，脱炭素化の波が押し寄せている．

2015 年に第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議
（COP21）で採択された「パリ協定」を契機にして，

2. 電子通信エネルギー技術の歩み

自然環境や人々の暮らしに影響を及ぼす地球温暖化に

2. 1 通信用電源システムの変遷

歯止めをかけるため，脱炭素社会の実現に向けた動き

電子情報通信サービスは，電話や FAX，データ通

が世界的に加速している．この動きは通信ビルやデー

信をへて今日の携帯電話やインターネット，クラウド

タセンタなどの電力供給に対しても同様で，より CO2

等のサービスへと発展を続けており，これらのサービ

排出量の少ない電力をより高効率に活用しようとする

スを支える通信用電源システムも高信頼性を維持しな

取り組みが年々拡大している．社会的にも地球温暖化

がら，大容量・高効率・小型・経済化が進んで来た．

防止へ向けての対策を企業が実施することが常識化し，

電話中心の時代は，交換機や伝送装置などの通信設

SDGs (Sustainable Development Goals) [1] の中の

備には主に直流 48V で給電が行われており，商用電

重要な項目となっているほか，SBT (Science Based

源を受電後，整流装置で直流 48V に変換して，分配

Target) [2] や RE100 (Renewable Energy 100%) [3]

装置経由で通信設備に給電する方式をとっていた．非

などの活動を通じて，脱炭素技術に注目が集まってい

常時のバックアップのための蓄電池は整流器出力にフ

る．一方，ICT サービスの爆発的な普及によって，そ

ロート状態で接続され，停電時も無瞬断で電力を供給

れによる電力消費にも注目が集まる中，再生可能エネ

することが可能である．初期の直流給電システムは，

ルギーで稼働するデータセンタなど地球環境へ配慮し

図 1 (a) に示すような集中給電方式であり，通信ビル
の電力室に，受電装置，非常用発電装置，整流装置，
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及び蓄電池が集中設置され，電力室から機械室に直流

48V の電力を給電する．この方式では，給電システム
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が電力室に集中設置されているため，管理は容易とな
るが，通信設備の消費電力の増大に伴い，給電用のブ
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Fig. 1

図 1 集中給電方式と分散給電方式
Centralized and distributed power supply
methods.

Fig. 2

図 2 高電圧直流給電システム
High voltage direct current power supply
system.

スバー（給電導体）のスペースが増大することや，整
流装置の故障が通信ビル全体に波及するなど信頼性上
の問題が生じた．1985 年に整流装置を大幅に小型化
できる高周波スイッチング整流装置が開発されると，
図 1 (b) に示すような分散給電方式が導入された．こ
の方式では，電力室に受電装置と非常用発電装置が設
置され，整流装置と蓄電池は通信機械室のフロアや通
信システムごとに設置される．この方式は，直流 48V
による給電電流と給電距離が低減できるため，給電ス

図 3 パワーステーションの概念図
Fig. 3 Concept of power station.

ペース削減や電圧降下による配線損失が低減でき，更
に整流装置や蓄電池の故障の波及範囲が限定できると
いう特長がある．

2. 3 通信ビルを核としたパワーステーション構想
これまで述べてきたように．通信ビルには発電装置

2. 2 高電圧直流給電システム

や蓄電池等のエネルギーリソースが設置されており，

近年の電子情報通信サービスの爆発的な高速・大容

通信の信頼性を確保している．現在では，これらのリ

量化に伴い，通信装置の消費電力量の増大が顕著にな

ソースの利用を非常時以外にも拡大することで，脱炭

り，従来は通信装置 1 ラック当たり 2kW 未満であっ

素社会の実現への貢献について世界中の通信キャリア

たのに対し，最近では 15kW に達するものもあり，大

が検討を始めている [6], [7]．

電力を高信頼かつ高効率に給電する技術が必要になっ
ている．

例えば，図 3 に示すように，通信ビルを核とし，そ
の周辺エリアに点在する公共施設や病院などの重要

この解決策として，給電電圧を直流 48V から 380V

施設と，周辺エリアに設置されている再生可能エネル

に高電圧化した高電圧直流（HVDC：High Voltage

ギーなどの分散発電及び電気自動車などの分散蓄電池

Direct Current）給電システムを開発し，通信ビルへ

を自営線や交流系統で連結してマイクログリッドを構

の導入を進めている（図 2）．

成し，そのエリア内の電力を相互に融通し，最大限活

給電電圧を高くすることで，同じ電力を供給する際

用できる通信ビルをパワーステーションとして利用す

にケーブル径を約 1/10 に細径化でき，大容量給電に

る検討が始まっている．パワーステーションでは，通

おいてケーブルスペースの削減や施工性の向上が図れ

信ビルのエネルギー利用状況を制御することで周辺エ

る．更に，設計を最適化することで，給電による損失

リアに電力の供給が可能である．

も低減でき，より高効率な給電システムを構成するこ
とが可能である [4], [5]．

具体的には，平常時は蓄電池の充放電により，電力
会社向けには，使用電力を下げることで系統安定化や

現在，HVDC 対応の通信装置も増加しており，HP，

需給調整用の電力を創出し，需要家向けには，再生可

Cisco をはじめとて複数社のベンダーが提供している．

能エネルギーの余剰電力を蓄え，ニーズに応じて供給

一部機種では，交流と HVDC の両入力に対応できる

する等の電力融通により，エリア内の CO2 排出量削

電源を備えており，HVDC の普及拡大が進んでいる．

減に貢献できる．一方，非常時（停電時）は，重要施
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設へ電力を優先的に供給し続けることにより，事業継

生可能エネルギーによる発電設備の累積設備容量が

続性を高めることができる．

石炭火力を上回り最大の電源となったと報告されてい

このような取組みにより，通信ビルに閉じた電力供

る [9]．このような，設備容量の拡大を支える大量生

給から，通信ビルを核とした周辺エリアへの電力融

産の恩恵により，再生可能エネルギーによる発電コス

通に供給範囲が拡大することにより，電子通信エネル

トが急激に低下している．例えば，現在アブダビで進

ギー技術と外部エネルギーリソースとの相互接続性が

められている太陽光発電による発電コストは 2.3 セン

重要になる．そのため今後，通信設備への電力供給条

ト/kWh（日本円で約 2.6 円/kWh）になるといわれ

件や方式の見直し，蓄電池や EV 充電スタンドとの双

る [10] など，再生可能エネルギーが最も安い電源にな

方向給電技術，電力融通を最適化するエネルギーマネ

ろうとしている．

ジメント技術などがコア技術になると考えられる．

しかし世界の情勢に対して日本では，発電電力量に

現在，パワーステーションの具体的なユースケース

占める再生可能エネルギーの比率は 15.3%（2016 年

を想定した技術検討を開始しており，4. で述べる VPP

度）と欧米の主要国に比べて低く [11]，日照条件の近

の技術と合わせて脱炭素化に貢献できる電子通信エネ

い欧州等と比べても太陽光発電のコストは約 2 倍と高

ルギー技術の新たな方向性と考えている．

いのが実情となっている．

3. 地球温暖化防止への関心の高まりと脱
炭素社会実現に向けたアプローチ

2012 年 7 月の FIT（固定価格買取）制度導入以降，
太陽光を中心に再生可能エネルギーの導入が急速に拡
大し，バイオマスについても認定量が増大しているが，

3. 1 パリ協定と世界の動向

立地上の制約が大きい風力，水力，地熱などの新規導

近年の温室効果ガス排出量増加の大部分は，化石燃

入は依然として限定的で，再生可能エネルギーの比率

料の燃焼によるもので，脱炭素社会の実現には，温室
効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの利用が必
要不可欠といわれている [8]．

を更に高める努力が必要となっている．
このような中にあって，我々は，通信用電源への太
陽光発電の適用の可能性に早くから着目し，その技術

パリ協定は，
「工業化以前からの気温上昇を 2◦ C 未

検討と先駆的な取り組みを行ってきた [12]．それらの

満，努力目標として 1.5◦ C に抑える」という数値目標

経験を生かして，2012 年以降 FIT 制度の活用を中心

を掲げ，約 100 の国・地域により批准されている．京

とした大規模太陽光発電施設の構築を進め，これまで

都議定書に不参加であった CO2 の 2 大排出国の米国

に 500MW 以上の太陽光発電施設の建設と運用に携

と中国が協定に加わったことで，世界全体の地球温暖

わってきた．この建設や運用にもこれまでの通信用電

化対策を大きく前進させることが期待されている．

源技術が生かされており，脱炭素社会に向けた電子通

また，企業活動に投資する際に，その業績だけでな
く，環境や社会課題にどれだけ取り組んでいるかを考

信エネルギー技術の応用例といえる．

3. 3 グリーン電力供給に向けた検討

慮する ESG (Environment，Social，Governance) 投

FIT 制度に支えられ，日本においても再生可能エ

資の考え方も広まっている．脱炭素化に向けた取組み

ネルギーの普及が進んできたが，買取価格の低価格化

を進めない企業は投資も得られず，企業活動が縮小す

（2018 年度 18 円/kWh（太陽光発電 10kW 以上 2MW

る一方，環境問題に積極的な企業は投資を呼び込み，
新たな事業を進めることで更に企業が発展する正のス
パイラルが回りつつある．
こういった流れをうけ，電子情報通信サービスの提

未満））にともない，新規開拓に陰りが見えている．
今後，再生可能エネルギーの普及を進めていくため
には，他の電源と同等の発電単価を実現していく必要
がある．構築コスト削減を可能にする設計手法の開発，

供にあたっても，これまでの取組みに加え，再生可能

発電量の最大化や長期安定運用を実現する保守・運用

エネルギーを活用した脱炭素化に向けた取組みを加速

技術の研究・開発を進めることが重要である．これら

していくことが求められている．

の課題は，通信ビルの電力供給設備運用における課題

3. 2 再生可能エネルギーの電子通信用電源への適
用可能性

IEA に よ る「Medium-Term Renewable Energy
Market Report 2016」では，2015 年に全世界の再

と同一であり，通信エネルギー技術向けに開発された
運用技術の適用によって，再生可能エネルギーの導入
を加速できると考えられる．
現在，われわれは，低コスト化した再生可能エネル
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を踏まえて策定されたエネルギー基本計画 [13] におい
ては，3E+S (安全性（Safety）を前提とした上で，エ
ネルギーの安定供給（Energy Security）を第一とし，
経済効率性の向上（Economic Eﬃciency）による低
コストでのエネルギー供給を実現し，同時に，環境へ
の適合（Environment）を図るため，最大限の取組み
図 4 グリーン電力供給の概念図（モデル 1）
Fig. 4 Schematic of RE electric supply (Model 1).

を行うこと) を柱として，再生可能エネルギーを含む
分散電源を，重要なエネルギー源として導入を加速し，
バランスの良いエネルギーミックスを実現していくこ
とが計画されている [13]．そのために，電力市場改革
及び需要家サイドを中心とする省エネルギーの推進と，
蓄電池や水素などの新たな二次エネルギー構造への転
換も検討されている．
このエネルギー基本計画を基にしたさまざまな取

図 5 グリーン電力供給の概念図（モデル 2）
Fig. 5 Schematic of RE electric supply (Model 2).

り組みは，電力以外の社会状況の変化，例えば少子高
齢化や人口減，デジタル社会の進展と IoT 化の推進
などと相俟って，エネルギー産業全体の構造の転換を

ギーによる発電所を導入し，発電された電力を，FIT

もたらす可能性がある．例えば，これまで総括原価方

制度を用いることなく，
「グリーン電力」として販売す

式のもとで使った分の電力量に応じた対価を支払う形

る検討を進めている．

の電力取引から，調整の要求（調整力）に応じた価値

図 4 は需要場所の屋根や同一構内，近傍に太陽光設

（ΔkW）や電力を供給できる能力（kW）に対する価

備を設置し，構内配線または自営線を用いてグリーン

値が高まっていくことが予想されている [14]．電子情

電力を供給するモデル（モデル 1）である．本モデル

報通信エネルギー技術においても，それに対応できる

は，太陽光設備の構築や維持管理にかかるコストのみ

技術開発が必要と考えられる．

で，再生可能エネルギーを導入できるモデルとなる．

4. 2 ICT/IoT とエネルギー

ただ，モデル 1 が適用できるのは，需要場所付近に太

脱炭素社会の実現のキー技術として，ICT を活用し

陽光設備を設置できる場所がある場合に限られるとい

た需要家サイドにあるエネルギーリソースの制御が注

う制約がある．この課題を解決するのが，図 5 に示す

目されている．この技術は従来からスマートグリッド

モデル 2 となる．本モデルは，太陽光設備を設置した

やスマートコミュニティーの概念を実現するために，

場所から電力網を使い送電するモデルで，太陽光設備

エネルギーマネジメントによる局所的なグリッド内の

の構築や維持管理にかかるコストに加え，電力網によ

エネルギー利用の効率化や省エネ，電力費用の最小化

る送配電の託送料金や再エネ賦課金等もかかるため，

を実現する技術として検討されてきており，そのなか

モデル 1 に比べ，コスト的には高くなる困難がある．

でも近年は電力需要過大となった場合に需要の抑制を

当面はモデル 1 で環境価値と経済価値の両立した

行う等のデマンドレスポンス（DR）の技術が注目さ

グリーン電力の供給を進め，並行して再生可能エネル
ギーの低コスト化を図り，将来的にはモデル 2 による
グリーン供給を実現することが必要である．

4. VPP の可能性と電子通信エネルギー技
術の新たな広がり
4. 1 地球温暖化防止への意識の高まりと電子情報
通信エネルギー技術への期待

れている．
現在 IoT (Internet of Things) 技術が認知され，様々
な場面で共通の技術やプラットホームが適用され新
しいサービスが生み出されている．スマートコミュニ
ティーやデマンドレスポンスに関しても同様であり，
これまで大掛かりな仕組みでネットワークにつながり
制御されてきたエネルギーリソースがより簡便に IoT
化され制御することが可能となっている．結果的に，

前章で述べた地球温暖化防止に向けた意識の高まり

ネットワークを介してつながれた需要家サイドの種々

にくわえ，2011 年の福島第一原子力発電所の事故等

のエネルギーリソースを協調して DR 制御すること
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Fig. 7

Fig. 6

図 6 OpenADR による DR の伝達
Schematic of DR transmission with OpenADR.

図 7 EMS の機能構成
Diagram of our energy management system.


2 機器動作と調整力の把握：アグリゲートしたエ
ネルギーリソースの DR による動作の定義と制
御の可否，制御した場合に調整可能な電力（調

で，あたかも一つの発電所のように電力の提供を行う

VPP（Virtual Power Plant：仮想発電所）を実現す
る試みが世界中で行われている [15]．

整力）のポテンシャルを把握すること


3 DR の分配と伝達：ネットワークでつながれた，
制御の可否が把握されたエネルギーリソースに

4. 3 VPP と OpenADR プロトコル

対して要求のあった時間に要求のあった調整力

我々も，これまでに通信ビルをはじめ様々な需要家

が出せるように制御を各リソースに分配し伝達

サイドに導入した空調，照明，蓄電池等のエネルギー
リソースを制御してきた経験を踏まえ，多様なエネ

すること


4 結果の把握とレポート：要求に対しその実績を

ルギーリソースを一元的に管理（アグリゲート）し，

管理し，レポートとして情報を上位に伝達する

VPP として機能させることを目指して技術検討を実

こと

施している．

電力取引は同時同量が原則であるので，VPP にお

VPP を実現するにあたり，系統運用者からの節電

ける DR の制御においても時間と電力量に一定の正

要請（DR 発動）を各電力需要家に伝達する手段と

確さが要求される．以下では上記四つの機能のうち主

して，DR を自動で実施するためのメッセージプロ

1 と
2 について述べる．
に

る [17]．OpenADR はエネルギー管理システムに組み

4. 4 エネルギーリソースの IoT 化
1 IoT 化の実現のために我々は，さまざまなエ
上記 

込まれ節電要請を行う側の VTN (Virtual Top Node)

ネルギーリソースを一元的に収容できる柔軟なインタ

と節電要請を受ける側の VEN (Virtual End Node)

フェースをもつエネルギーマネジメントシステムを構

の間で DR 情報を伝達する事でデマンドレスポンスを

築した．

トコルである OpenADR [16] の活用が検討されてい

実現する (図 6)．この VTN-VEN の関係は 1 : 多 対

図 7 に我々が構築したエネルギーマネジメントシ

応が可能であり，かつ VEN が組み込まれた EMS に

ステムの機能構成を示す．クラウド上に配置された

VTN も組み込み EMS 配下に更に別の VEN が組み

サーバーに各エネルギーリソースからの情報を収集し，

込まれた EMS を配置することも可能となる．このよ

サーバー上から各エネルギーリソースに対して必要な

うな VTN–VEN の DR 伝達経路を通じて，VPP 事

指示を出すことでサーバーが管理するエネルギーリ

業者（リソースアグリゲーター）がさまざまなエネル

ソースの全体にわたって最適な動作を指示する機能を

ギーリソースをアグリゲートし，協調して制御するこ

GMS (General Monitoring Server) として配置する．

とで，一体のエネルギーリソースのように DR 発動制

一方，エネルギーリソースがある需要家サイドにはエ

御を行うことが可能となる．

ネルギーリソースごとに異なる制御仕様に対応し機器

OpenADR を用いた VPP の構築にあたって，シス
テムに求められる機能は大きく四つある．


1 IoT 化：需要家の様々なエネルギーリソースを
ネットワークを通じて制御可能とし一元的に管
理（アグリゲート）すること

の状態の取得と制御を各機器に対して実施するための
ゲートウェイ装置 GMU (General Monitoring Unit)
を配置する．

GMU とつながるエネルギーリソースは蓄電池や
コージェネレーションシステム (CGS) などの本来のエ
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表 1 GMU がサポートするプロトコル一覧
Table 1 List of protcols suppoerted by our GMU.

Table 2

表 2 DR 時の動作の例
DR reaction of energy resources.

ネルギー装置以外にもビルや施設の空調設備や照明な
ど多岐にわたり，またその使用される環境によって使わ
れる通信プロトコルや制御方法も多様な可能性があり
Fig. 8

うる．GMU ではそのような多様な方式のエネルギー

図 8 空調制御の指令伝達
Schematic of DR transmissions.

リソースを制御するための柔軟な設計が求められる．
この要件を実現するために，我々は Java ベースの
サービスプラットホームである OSGi [18], [19] を用
いた個別機能モジュールの追加が可能となるように

GMU を構成した．表 1 に我々の GMU で制御可能
なプロトコルと対応する主なエネルギーリソースを
示します．接点制御などの単純な動作から UPS など
でよく用いられる SNMP や建物の設備を管理する

BAS (Building Automation System) 等で用いられ
る Modbus や BACnet など各領域で標準的なプロト
コルで制御されるリソースのほとんどを追加の機能開

図 9 オフィス空調設備の DR 制御
Fig. 9 DR response for demands of HVAC.

発をすることなく収容できることが可能としている．
上記エネルギーマネジメントシステムの妥当性を評

4. 6 オフィス空調の DR 制御

価するため，経産省の「バーチャルパワープラント構

本節では，オフィスビルの空調機器を制御した例を

築実証事業」に参画し実証実験を行った．以下に実証

もとに DR の効果を述べる．オフィスの空調ではビル

実験の概要と得られた結果を述べる．

の壁際（ペリメーター部）においては，外気温の影響を

4. 5 機器動作と調整力の把握

受けやすく，また窓の結露を防ぐために，しばしば専用

DR 発動時に要求された調整力が提供できるように，

の空調設備が設けられている．本実証では DR 発動時

アグリゲートしたエネルギーリソースの中から制御対
象とするエネルギーリソースを選定する必要がある．

にこのペリメーター部の空調を停止する制御を試みた．

DR 指令は建物の空調装置をローカルで制御する

今回の実証では蓄電池，空調設備，及び照明をエネル

BAS に DR 発動時の動作を設定し，BAS に接続する

ギーリソースとしてアグリゲートした．それぞれの動

前述の GMU が DR 指令を伝達する構成で実施した

作は表 2 のように定義した．

(図 8)．

DR 指令時には，各リソースは定義された動作を実行

図 9 に制御時の建物の電力デマンド値の推移を示す．

することで，消費電力を低減させ調整力を創出するが，

16:00–17:00 に実施された空調の制御で約 30kW の調

その量を事前に把握しておくことが正確な DR の実施

整力が創出されていることが確認できた．

には不可欠である．本実験では事前の動作で得られた

4. 7 オフィス照明の DR 制御

固定値を用いて，各リソースへの DR 分配を実施した．

同様に，オフィスの照明設備に対しても DR 制御を
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幅広く利用するには，多くの技術課題が残っている．
特に，整流装置と直流側でフロートに接続された蓄電
池による給電システムを双方向に活用できるリソー
スとすることには，構成から運用ポリシーに至るまで
様々な検討が必要であり，今後の技術検討が待たれる
ところである．
以上，VPP に関しては，実証実験を通して可能性
の確認ができたところであり，依然多くの技術課題が
残されている．また，社会で VPP が有効に活用され
図 10 オフィス照明設備の DR 制御
Fig. 10 DR response for demands of lighting.

実施した．今回の実証においては，DR 発動時に照明

るためには，制度も含めて今後の更なる検討が必要な
状況である．

5. む す び

の照度を 10%下げる動作を設定した．図 10 は制御時

電子情報通信サービスをユーザに確実に提供するた

の電力デマンド値の推移である．照明の照度制御に対

め，高信頼性を維持しながら，大容量・高効率化・小

しても 16:00–17:00 に実施された制御により 4kW の

型化・経済化の道を歩んできた電子通信エネルギー技

調整力が創出されていることがわかる．

術も，地球温暖化防止を目的とする脱炭素化への取り

4. 8 蓄電池や UPS の活用

組として，HVDC 化による更なる高効率化へと進ん

蓄電池はこれまで通信設備のバックアップや重要設

でいる．更に，このフィールドで培われた技術はその

備の保全のための UPS 等に用いられてきたが，近年

まま，大規模太陽光発電設備の構築及び保守，運用に

では BCP (Business Continuity Planning) 対策とし

生かされており，今後の更なる再生可能エネルギーの

て双方向インバータで系統と連携するような蓄電池の

普及においても大いに活用がみこまれる．

導入も進んでいる．また，リチウムイオン電池（LIB）
の普及と低価格化が進んでおり，今後 EV の普及と相

一方，地球環境保護の営みと電力市場の変化によっ
て，電力の kW 価値や ΔkW 価値が高まっていくこと

俟って従来の鉛蓄電池の設備を置き換えていくことが

が予想されるなかで，現在その発展が著しい ICT や

期待される．LIB は鉛蓄電池に比べてサイクル用途で

IoT の技術を活用することで，通信ビルにあるエネル

の耐久性に優れるため，単に災害や非常時に備えて待

ギーリソースの全体が脱炭素化のための社会的資源と

機させるよりも，普段から省エネや調整力のための柔

して活用できる可能性が高まっている．その意味では，

軟なエネルギーリソースとして活用することが期待さ

これまでの高信頼，高効率に加えて，柔軟性も重要な

れている．LIB の UPS に対して，DR 発動時に外部

方向性になっていくと考えられる．脱炭素社会実現の

電力の代わりに蓄電池から負荷に供給することや蓄電

キー技術として，現在 VPP を目指したエネルギーリ

池からの放電を系統に供給することで調整力を創出す

ソースの IoT 化の検討を行っている．本論文で示した

ることができる．

ように，ICT を活用したエネルギーリソースの面的な

4. 9 VPP の可能性と通信エネルギー技術

制御に取り組むことで，要求に応じた需要電力の制御

これまでに見たように，需要家サイドに設置された

を実施できることが確認できた．今後この技術を更に

エネルギーリソースをアグリゲートすることで，大き

高めて，将来の脱炭素社会に不可欠な再生可能エネル

な電力を制御できる可能性がある．しかも，その対象

ギーの普及に，自在な調整力を提供するという側面か

となるエネルギーリソースは，電子情報通信を支える

らも貢献していけるものと考えられる．

通信ビルに必ず設置されているものである．現在は通

これまで，社会の重要なライフラインとして，電子

信設備を確実に動かすために運用されているが，それ

情報通信サービスの信頼性の確保のために発展してき

らのリソースを更に有効に活用していく方法の一つが

た電子通信エネルギー技術及びその設備が ICT/IoT

VPP への展開であると考えている．しかしながら，2.

技術と融合することで，それ自身，脱炭素社会におけ

で提示したパワーステーションの概念とも関連して，

る電力の安定供給という重要な役割を担う社会基盤と

通信ビルのエネルギーリソースを従来の目的を超えて

なってきている．脱炭素社会の実現のために，より高い
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信頼性，効率，柔軟性の獲得を目指して，今後も電子通

grid - The new and improved power grid: A survey,”

信エネルギー技術を発展させていくことが必要である．

IEEE Communications Surveys and Tutorials 2011,
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