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環境問題やサスティナブルな社会
への関心が高まり、日本政府も
2030年までに 2013年比で 46%の
CO2削減を達成するという高い目
標を発表した。こうしたことにより
ESG投資がますます拡大すると見
込まれる状況のなか、再生可能エネ
ルギーによる発電、家庭用蓄電池な
ど、小規模な DERをネットワーク
化し、仮想的に 1つの発電所のよ
うに扱うバーチャルパワープラント
（以下、VPP）を実現する取り組み
が進んでいる。
「たとえば蓄電池であれば電力が
不足しているときには放電、余って
いるときには充電するといった制御
を遠隔から行います。多数の DER

を対象とすることで大きな容量を得
ることができます。」（川島氏）

DERは総じて、短い稼働時間で
は大規模電源よりも経済性が高い、
起動に必要な時間が短い、などの特
徴がある。しかしこれまで電源とし
て社会的に有効活用されているとは
言えなかった。VPPはそのような
DERの有効活用を可能にするもの

であり、事業的なメリットはもちろ
ん、再生可能エネルギーの導入促進
や、火力発電所を代替し低炭素社会
の実現に貢献するといった社会的な
メリットが期待されている。

NECは VPPにつながるエネル
ギー・リソース・アグリゲーション
事業の検討を早くから進めてきた。
2016年度から 2020年度まで、経
済産業省の VPP構築実証事業にも参
加している。こうして蓄積した知見
とシステムノウハウを活かして開発
したのが RAクラウドサービスだ。
エネルギー・リソース・アグリゲー

ション事業には図 1に示すように、
DERを所有する事業者、それら事
業者から電力を調達する RA、複数
の RAから電力を調達し需給調整市
場と取引するアグリゲーションコー
ディネーター（以下、AC）、といっ

2021 年 4 月、電力の需要／供給を調整する“需給調整市場”がスタートした。小規模な太陽光発電など、地域に分散し
ているエネルギー源「DER（Distributed Energy Resource）」の有効活用にもつながる取り組みだ。NECはこの市場に
参加する「リソースアグリゲーター（以下、RA）」が必要とする各種機能をクラウドサービスとして提供している。

7 エネルギー需給調整サービスによるサスティナブルな地域社会への貢献

リソースアグリゲーションで地域の分散電源を
有効活用し脱炭素経営に貢献

低炭素社会の実現に貢献するバー
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図 1　VPP におけるリソースアグリゲーター（RA）の役割
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RAクラウドサービスの提供
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たステークホルダーが関わる。
RAクラウドサービスはその名前

のとおり RA事業者が必要とする最
適な制御内容を決定し、調整力を創
出する各種機能を提供するサービス
であり、RA 事業に興味を持ち、
VPPの実証に取り組むお客さまを
対象に 2019年から提供している。
需給調整市場は、今年 4月に一部

の大手電力会社の参加からスタート
した。その後、参加者の拡大に必要
な仕様の明確化が進み、NECでも対
応を進め、今年の 10月には RAクラ
ウドサービスを AC事業者を介して
需給調整市場と接続する予定だ。

RAクラウドサービスで RA事業
者が必要とする機能を提供するだけ
でなく、NEC自身が RA事業者と
してお客さまの DERを制御し、AC

事業者や需給調整市場と取引する
“設備効率化サービス”も提供する。

DERを保有しており有効活用し
たいが、自社が RAとして活動した
り、RA事業者を探したりすること
は難しいというお客さまには便利な
サービスとなっている。

RAクラウドサービスは大量の
DERを遠隔制御し、電力を束ねる
ことを可能にする。これだけでも導
入メリットは大きいが、NECの技
術力が活きる要素が他にもある。
需給調整市場において通知された
電力需要に対し、応札した AC事業
者が実際に電力を提供するまでのレ
スポンスタイムを「応動時間」と呼

な引き合いも含め、多数の事業者か
ら問合せが寄せられているという。
またNECは「2025中期経営計画」

において、カーボンニュートラル関
連事業を成長事業に位置付けてい
る。具体的な事業分野として需給調
整市場に関わるリソースアグリゲー
ションを挙げており、その事業規模
が 2025年には 120億円に達する
という見込みを示している。
現在は PoCを進めながら、全社

横断でどのように事業を進めていく
か検討している段階にあるとして、
川島氏は本事業への思いを次のよう
に述べている。
「いかに環境負荷低減に取り組む
かが、今後ますます企業価値に大き
く影響するようになると予想されて
います。ただし脱炭素社会の実現に
貢献する取り組みは、NEC単独で
進めることは出来ません。エネル
ギーを創る人、使う人が仲間になっ
て取り組むべきことです。仲間作り
にも力を入れ、エネルギーリソース
を保有する事業者、環境意識の高い
事業者など、さまざまなステークホ
ルダーと、脱炭素社会の実現に向け
一緒に取り組んでいきたいと考えて
います。」

んでいる。AC事業者が決められた
時間内に電力を供給できない場合に
はペナルティーを科すことで、公正
な競争を促す仕組みだ。
現在は応動時間の期限が 45分以
内に設定されており、要求はそれほ
ど厳しくない。しかしこの数字を
15 分、5 分と段階的に短くし、
2024年には 10秒にすることが予
定されている。
「10秒以内の応答となると ICTシ
ステムが課題になります。AIを活用
して需給予測を高度化するといった
対応がどうしても必要になるのです
が、これはまさに NECが得意とする
ところです。短い応動時間が求めら
れるようになり難易度が高まるほど強
みを発揮できるようになり、競争力
が増すと考えています。」（川島氏）

NEC は 2021 年 5 月 26 日、RA

事業で東京海上日動火災保険株式会
社と協業することや、RAクラウド
サービスの提供についてニュースリ
リースを行った。展示会などでも RA

クラウドサービスについて説明して
きた。反響は大きく、かなり具体的

VPPを開始するための必要な機能（ソフトウエア）
をNECのクラウドへ配備。
RA事業にご興味あるお客様に対し、必要機能を
サービス提供いたします。

サービス①：機能提供サービス

NEC自身がRA事業者となり、お客様の
エネルギーリソースの制御をお手伝いします。

サービス②：設備効率化サービス
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https://jpn.nec.com/energy/vpp/eracs.html
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図 2　リソースアグリゲーションサービス概要

NECが RA事業者としてお客さ
まのDERを制御するサービスも

高速なレスポンスが必要になる
ほどNECの技術力が活きる

さまざまなステークホルダーと
協力し脱炭素社会の実現に貢献


