エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

特別企画

エネットのスマートサービスへの取組み
− ICT を活用し需給一体型の省エネ促進を支援−
NTT ファシリティーズ、東京ガス、大阪ガスの 3 社により 2000 年 7 月に設立されたエネット。特定規模電気事業者（新電力）
として、10,000 件以上の契約者に対し約 100 億 kWh の電力を供給している。この販売電力量は、電力会社の中では国内 10
番目の実績を誇っている。同社では、ICT を活用し利用者の省エネを支援する「スマートサービス」に積極的に取り組んで
いる。

PPS 販売電力シェア 50 ％、国内
10 番目の販売量を誇るエネット

すが、現在の電気事業制度では、こ
れに十分応えきれていない面があり
ます。このため、事業者間の競争に

2000 年３月の電力自由化に合わ

よるサービス向上やお客様の選択肢

せ、特定規模電気事業者（新電力）

の増大など、実質的な競争環境実現

として同年７月、NTT ファシリテ

に向けた制度改革への提言も行って

ィーズ、東京ガス、大阪ガスの３社

います。また、太陽電池や風力発電

により設立されたエネット。同社の

をはじめとする分散電源の効果的な

社名は、 Energy ＋ Network でエ

活用に加え、ICT の情報連携により

ネルギーの新しい価値を創造する

供給側と需要側を組み合わせた全体

という想いに由来している。

の最適化を図ることが必要になって

池辺裕昭代表取締役社長は「会社

エネットの販売電力量は沖縄電力を超えて10番目

規模は売上高 1,500 億円超、販売電

50% のトップシェアを占め、全電力
会社の 10 番目となっています。し
かし、新電力のシェアは、まだわが
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スである（図４）。本サービスの特

多様な料金・サービスメニュー

IT
・需給バランスの最適化

長として、以下のような点があげら
・見える化(工夫を生む)

連携による
最適化

・設備の経済化
・需給逼迫リスクの軽減

れる。

・節電(コストを下げる)

①情報連携を通じた需給一体の省エ

スマート ・サービスの選択肢(電源等)
メータ

IT

ネ促進

需要側の電力消費情報

電力の需給情報を共有すること

スマートサービスの例

①
②
③
④
⑤

で、リアルタイムでの電力の効率的

マンション向けデマンドレスポンスサービス（EnneVision）
法人向けデマンドレスポンスサービス（EnneSmart）
CGSを活用したデマンドレスポンスサービス
ネガワットアグリゲーションサービス
電源種別・CO2に着目した電力供給サービス

活用（ピークカットやピークシフト）
を高次元で実現する。
②需給最適化に協力する需要家への
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を開始している。以下、各サービス

IT を活用したピーク対策を支援す
るスマートサービスを提供

の概要を紹介する。

需給逼迫時に、携帯メール等を通
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●マンション向けデマンドレスポン
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て電力需給の最適化を図るデマンド

る「マンション向け電力提供サービ

している。
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設備
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需要家
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時間

援するサービスとして、昨年７月か
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・電気使用量ランキング表示で省エネ活動を促進

マンション向けデマンドレスポンス

時間帯別料金サービス

・昼間の電気使用を抑制して、朝晩や夜間に分散して
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サービス「EnneVision（エネビジ

節電ポイントサービス

ら NTT ファシリティーズと連携し、

・電気事業者の電力が不足する場合、節電に協力すると
電気料金の支払いに使えるポイントを提供

ョン）」を提供開始したのに続き、
図３に示す４つのスマートサービス
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電に対する一定の効果

ことで、インセンティブの提供を通

が表れており、さらに

じてお客様の「賢い節電」を支援す

多くのお客様に浸透す

るサービスである（図６）。

れば、全国的なピーク

「小売、製造、教育、サービス、

対策として有効です」

情報通信、エンジニアリング等、広

と EnneVision の導入

範な産業分野のお客様 10 数社と供

効果について語る。

給側が協調して需給バランス改善に
取り組むという、新たな電力需給最

●法人向けデマンドレ

適化モデルです。今年度の実績など

スポンスサービス

をもとに、サービスの提供範囲を広

「EnneSmart」
図 5 EnneVision（エネビジョン）の画面イメージ

げていく計画です。」（池辺社長）

エネットでは、法

デマンドレスポンスによって削減

える化する「EnneVision」
、セキュア

人向けデマンドレスポンスサービス

できる電力（「ネガワット」と呼ぶ）

な通信基盤「NGN」など、多様な

として、電力の需給状態に合わせて

を料金プランの中に組み込むことで、

ICTインフラを活用することで、イン

料金が変動する新サービス

利用企業にとってはコスト削減のメ

ターネット上の「見える化ポータルサ

「EnneSmart（エネスマート）」の

リットがより明確化されている。本

イト」
（図５）を通じて省エネ実践状

提供を本年７月より関東・関西エリ

サービスの特長を以下に示す。

況をリアルタイムに把握できるなど、

アで開始している。

①節電に積極的なお客様との協同に

お客様の利便性向上を図っている。

よる需給バランスの改善

本サービスは、新たな季節別時間

池辺社長は、
「時間帯別料金サービ

帯別の料金プランに加え、緊急ピー

必要な時に必要な分だけ、需要側

スを利用したお客様は昼間時間帯で

ク時課金（CPP ： Critical Peak

と供給側が協同して需給バランスの

約20％の削減、省エネポイントサー

Pricing）や緊急ピーク時リベート

改善に取り組むという電力における

ビスに対応した人は約30％以上のピ

（PTR ： Peak Time Rebate）等の

新たな協調型サービスモデルである。

ークカット効果が得られるなど、節

多様な料金メニューを組み合わせる

②お客様の節電志向に応じた多様な
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の提供

見える化ポータルサイト

新料金プラン
では、需給逼迫
時を見据えて

スマートメータ
主なお客様（関東・関西）

電力会社の
送配電網

・AOKI（小売）
・王子製紙（製造）
・東京ガス（ガス）
・東和産業（サービス）
・NTT西日本（通信）
・フェリス女学院（教育）
・三越伊勢丹（小売）
・日産京都自動車大学（教育）
・日本コムシス（エンジニアリング）

CPP や PTR とい
ったダイナミッ
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集計サーバ
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図 6 法人向けデマンドレスポンスサービス： EnneSmart（エネスマート）
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に対し、エネットでは IT を活用し
お客様
デマンドレスポンス情報

ネガワット

需給逼迫による
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デマンドレスポンス情報

お客様の
ネガワットを
取りまとめ

インセンティブ

＜デマンドレスポンス実施前＞

デマンドレスポンス
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ネガワット
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スマートサービスの普及拡大に
向け、今後も注力

＜デマンドレスポンス実施後＞
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エネットの電力供給
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別・ CO 2 排出係数を選択できる電
力供給サービスも検討している。

コージェネレーション
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ネガワット

コージェネ発電

た仕組みにより、お客様が電源種
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コージェネ発電

時刻

時刻

以上、エネットのスマートサービ
スの取組みを紹介した。同社では、
需給一体となったスマートサービス
の普及・拡大、新規サービスの開発
を加速していく方針だが、最後に池

図 7 CGS を活用したデマンドレスポンスサービス

辺社長は、スマートサービス普及に

需給逼迫時の節電量に応じてリベー

ルギー管理システム（BEMS）に関

向けた重要なポイントとして、以下

トの受け取りが可能な PTR など、

する経済産業省の導入促進事業や、

の６点を挙げている。

多様化するお客様の節電志向に応じ

東京電力管内でピーク需要抑制に協

①スマートメータの早期導入（仕様

てサービスの充実を図っている。供

力した一般需要家に協力金を支払う

の標準化、オープン化が重要）

給側がお客様の節電努力を適切に評

ビジネススキーム「東京電力ビジネ

と、時間帯別料金など多様なメニ

価し、適正な対価を支払う仕組みを

スシナジープロポーザル」が注目を

ューの提供

新たに導入することにより、需給バ

集めているが、エネットでは NTT

②高圧以上のお客様向けスマートメ

ランス改善に向けて両者が効率的に

ファシリティーズと協力して、電力

ータの仕様見直し（パルス式から

取り組むことを可能にしている。

会社の需要抑制依頼に応じて、お客

汎用インタフェースへ）

様の機器を制御すること等で創出さ
● CGS を活用したデマンドレスポ
ンスサービス

れる節電（= ネガワット）を集約

③系統運用者による需給情報のリア
ルタイム提供

（= アグリゲート）し、ネガワット

④系統側の需給調整コストの透明化

エネットでは、大阪ガスと協力し

量に応じてお客様へインセンティブ

（節電インセンティブとアグリゲ

て、両社のお客様が CGS（コージ

を支払う「ネガワットアグリゲーシ

ェネレーションシステム）の発電出

ョンサービス」を提供している。こ

⑤電源種別・排出係数など、お客様

力を増加し、電力需給逼迫の緩和に

れは、「東京電力ビジネスシナジー

の選択を可能にするための温対法

協力した場合に得られる節電（ネガ

プロポーザル」の 1 つとして採用さ

関連の制度改正

ワット）量に応じてインセンティブ

れている。

⑥国によるスマートサービス普及に
向けた周知徹底

を提供する「CGS を活用したデマ
●電源種別・ CO 2 に着目した電力

ンドレスポンスサービス」も提供し

供給サービス

ている（図７）。

「経済的な電力」「CO2 排出量の少
●ネガワットアグリゲーションサー
ビス

な い 電 力 」「 原 発 以 外 の 電 力 」
「100 ％グリーン電力」「地産地消の

高圧小口需要家を対象としたエネ
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ーション事業機会の創出）
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お問い合わせ先

株式会社エネット 営業本部
TEL ： 03-5733-2234
URL ： http://www.ennet.co.jp/
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