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り、2000年に始まるインターネッ

トの黎明期を境に、旧来の電話によ

る通話の時代から、インターネット

によるビジネス創出基盤の時代へと

ICTサービスは急激に進化してきま

した。このアナロジーがスマートグ

リ ッ ド で あ り 、「 Internet of

Things＝モノのインターネット」

と呼ばれる所以だと思っています。

旧来の集中発電・一方向送配電か

ら、分散発電・双（N）方向送配電

への進化によって様々なビジネスが

創出される時代が到来することを踏

まえ、私どもでは電力供給者側の論

理でなく、利用者側、すなわちデマ

ンドサイドの視点でスマートグリッ

ドに必要な技術開発に取り組んで

います。

－具体的にどのような視点で取り

組まれていますか。

松岡 双方向、最終的にはメッシュ

型のN方向で情報と電力がやりとり

できるというのが真のスマートグリ

ッドの姿であり、NTTのビジネス

領 域 は “ エ ネ ル ギ ー と I C T

（Intelligence）の密なる連携”によ

る「スマートコミュニティ」や「ス

マートハウス／ビル」にあると考え

ています。それに必要な I C T

（NGN、フレッツ光、モバイル等の

ネットワーク基盤やホーム ICT等）

や、太陽光発電・風力発電・蓄電

池・燃料電池といったエネルギーデ

バイス、さらにはICTとエネルギー

デバイスを組み合わせた「ICT×エ

ネルギー」によるスマートコミュニ

ティに関する技術開発を行っていま

す。主な取組み例は、後続の各論頁

でご紹介しますが、スマートコミュ

ニティ内の電力・熱融通システムや

新エネルギーシステムの最適制御シ

ステム、スマートハウス／ビルに関

するデマンドサイドマネージメント

（需要に応じた電力マネージメント

システム）やHEMS/BEMS/DEMS

（ Home Energy Management

System／Bill EMS／Data Center

－東日本大震災を受け、わが国の

エネルギー基本政策の見直し論議が

活発化しています。加えて、2009

年に米オバマ政権が「グリーンニュ

ーディール」政策の一環として掲げ

たことで一時話題になった「スマー

トグリッド」に対する期待が、ここ

にきて急速に高まっています。これ

まで、貴研究所では、“Green of

ICT”と“Green by ICT”の2つの

観点から、環境負荷低減に向けた総

合的なR&D活動を推進してきてお

り、特に最近ではNTTグループが

推進する、スマートコミュニティに

松岡 スマートグリッドの明確な定

義はありませんが、目的とするのは、

①電力供給に伴うCO2排出量の削

減、②電力の需要と供給のバランス

制御による効率化、③電力マネジメ

ントによる信頼性の向上の３点で

す。私は、電力分野におけるスマー

トグリッドは、情報通信分野におけ

るインターネットと同様のイノベー

ションであると捉えています。つま

クリーンテックによるスマート
コミュニティ作りへの貢献を
目指す
東日本大震災以降、スマートグリッドへの期待が急速に高まっている。NTT環境エネ
ルギー研究所では、CO2排出ゼロを実現するクリーンテックをベースに、“ICT×エネ
ルギー”をコンセプトにしたスマートコミュニティ作りに向けたR＆D活動を推進し
ている。環境エネルギー研究所における最近のR&D状況を松岡茂登所長にうかがった。
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―東日本大震災を受け、わが国のエネ
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しています。加えて、2009年に米オバ

マ政権が「グリーンニューディール」

政策の一環として掲げたことで一時話

題になった「スマートグリッド」に対

する期待が、ここにきて急速に高まっ

ています。これまで貴研究所では、

“Green of ICT”と“Green by ICT”の

2つの観点から、環境負荷低減に向け

た総合的なR&D活動を推進してきてお

り、特に最近ではNTTグループが推進

する、スマートコミュニティにおける

サービス開発に寄与するR&D活動を加

速されています。まず、最近の状況か

らお聞かせください。

―具体的にどのような視点で取り組ま

れていますか。
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コミュニティの技術開発に注力
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EMS）、さらには家庭用太陽

光発電、燃料電池、EV電池

等の最適運用を図る創エネ

家電制御システムの技術開

発に取り組んでいます。

－ 3.11以降、技術開発の

方向性について変化はあり

松岡 東日本大震災によっ

て、一極集中のメガプラン

トの脆弱性と地震王国にお

ける安全神話の崩壊が明らかとなり

ました。震災からの復興や、電力の

供給力不足に伴い企業や家庭の節電

対策を強化する際に、スマートグリ

ッドの導入は有効です。今こそ

NTT R&Dのリーダーシップを発揮

し、クリーンテックによるスマート

コミュニティ作りを加速していくこ

との重要性を痛感しています。特に

3.11以降、通信設備のBCP（事業

継続計画）への意識が桁違いにアッ

プしています。また、電力の安定供

給、省エネ／節電、蓄電池、自律分

散発電などへのニーズが急増してい

ます。このようなR&Dを取り巻く

環境の変化を踏まえ、R&Dテーマ

（開発項目）や組織の見直しを行い

ました。組織については、ニーズに

基づく開発項目ごとにグループを編

成するようにしました。開発項目に

ついては、例えば基地局やき線点に

おける電源をいかに安定的に確保す

るかなど、BCPを意識したスマー

トグリッド（エネルギーの最適制御）

と、省エネ・節電・ピークシフトな

どの基本システムの技術開発に特に

注力したいと考えています。

－最後に、今後のR&D活動の抱

負をお聞かせください。

松岡 NTTは、あらゆるエネルギ

ー機器の発電／消費量の“見える化”

と最適制御を可能にする「スマート

グリッドコンセプチュアルモデル」

（図 1参照）を掲げています。この

実現に不可欠なM2M（Machine to

Machine）プラットフォーム技術や、

膨大な量の発電・消費情報をベース

に電力の需給を最適制御するEMS

技術（エネルギーポートフォリオ技

術）、スマートハウス／ビル内の

様々な機器の相互接続技術につい

て、NTT R&Dの総力を結集して取

り組むこととしています。私ども環

境エネルギー研究所はこれまでに

も、クリーンエネルギーネットワー

クについては 2005年の「愛・地球

博」でのクリーンエネルギー実証実

験に参画し、気象情報に基づくクリ

ーンエネルギー源の最適スケジュー

リングのアルゴリズムを含めたエネ

ルギー制御システムを提供したほ

か、HVDC（高電圧直流給電）や

省エネ機器・システムをはじめとす

る省エネルギー技術、燃料電池や新

型電池などのクリーンエネルギー技

術、さらにはCO2利活用技術など、

CO2排出量ゼロを実現するクリーン

テックのR&D活動を推進してきま

した。これらの取組み実績を活かし

たR&D活動を一段とドライブし、

クリーンテックによるスマートコミ

ュニティ作りに貢献したいと考えて

います。最後に、キャリアから見た

スマートグリッド構築のポイント

は、「安心・安全なネットワークサ

ービスの実現」を基軸にしたQoS

（CoS）制御と、多種多様なプロト

コルやデバイスの収容にあると思っ

ています。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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図1 NTTのスマートグリッドコンセプチュアルモデル

―3.11以降、技術開発の方向性

について変化はありましたか。

―最後に、今後のR&D活動の抱負をお

聞かせください。

―本日は有り難うございました。

急速に高まるBCPを踏まえた
スマートグリッドへの関心

エネルギー機器の発電・消費量の
“見える化”と最適制御が鍵
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