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政府は 2021年 4月に、2030年
温室効果ガス 46%削減（2013年比）
の目標を出し、カーボンニュートラ
ルに向けた取り組みは待ったなしの
状況である（図 1）。
デジタル技術の進展にあわせ、グ
リーンエネルギー分野も同様にトラ
ンスフォーメーションが必要とな
り、イノベーション、GX（グリー
ントランスフォーメーション）の時
が来た。

NTTデータは、急速な脱炭素化

の流れに対して、一丁目一番地とな
る再生可能エネルギーを含めた分散
エネルギー (以下、DER)の IT化が
普及拡大の鍵になると考えた。

需要家側の分散エネルギーリソー
スを束ね、あたかも一つの発電所の
ように構成するバーチャルパワープ
ラント（以下、VPP）の技術実証が
2016年から経済産業省を中心に始
まっている。2021年からは、この
技術を活用した電力系統の需給バラ
ンスを調整する新たな取引市場が開

設された。
VPPを電力システムとして活用
するための制度改革や技術開発が進
んでいる一方で、その仕組みを様々

なインダストリーでサー
ビスとして活用できてい
ない状況である。
再生可能エネルギーの

“価値”が、カーボンニュー
トラル宣言前では意識さ
れておらず、産業界全体
においても、電源の脱炭
素化は「少し先の話」と
していた部分も多かった
のではないか。
2022年以降、脱炭素を

2050 年のカーボンニュートラル実現に向け活用が期待される再生可能エネルギーの普及には、太陽光発電や蓄電池等の
「分散エネルギー」を、様々な側面できめ細かく活用する仕組みが必要不可欠となる。NTTデータはこれまで蓄積した IT
技術を最大限活用し、分散エネルギーをあまねく社会に相互利活用・浸透する仕組み「グリーン分散エネルギー情報流通
基盤」構想に取り組んでいる。
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図１　脱炭素化社会に向けたロードマップと IT の関わり

分散エネルギー普及に
向けた現状の課題感
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目標に掲げた企業経営が広がる
ことが想定され、再生可能エネ
ルギーの活用、またそれらの
様々なエコシステム（地産地消
など）が不可欠になるだろう。

DERの活用、その価値を最大
化するためには、何が必要なの
か？

NTTデータは、DERを需要
と供給のバランスを加味した上でパズ
ルのように活用することが出来れば価
値最大化につながると考えている。

DERを束ねて電力需給をまとめて
行う「アグリゲータ群」の情報をあ
まねく取り込むとともに、電力系統
に接続されている全ての DERも情
報連携することが出来る仕組み、グ
リーン分散エネルギー情報流通基盤
の構想検討を開始した。

グリーン分散エネルギー情報流通
基盤は大きく次の①～③の機能で構
成することを検討している（図 2）。
①複数のアグリゲータ接続と情報活
用の場を提供（競争領域を阻
害しないDER情報提供の仕
組み」
②DER種別に応じたリアルタ
イムな情報流通基盤の提供
③DER情報を活用したいサー
ビサー向け接続環境の提供
アグリゲータや需要家、DER

を取り巻く様々なステークホル
ダーで DERの相互活用をする
ためには、「秘匿性・接続性・
容易性」を考慮しなければなら

て「DER ×その他産業データ＝新
サービス創出」を実現していきたい。
　具体的な取り組み方針として
は、データ活用が進む電力のスマー
トメーターデータ、また社会インフ
ラデータとなるガス・水道・交通・
通信など我々の生活に欠かせないイ
ンフラ情報もプラットフォームで流
通させることを検討している。
今後、電力関連事業者やアグリ
ゲータと技術開発・検証を進め、
DER情報流通における課題と解決
策の整理を進めながら、2050年
カーボンニュートラル実現に貢献す
る、NTTデータらしい ITを活用し
た仕組みを創造していく。

ない。②で示したリアルタイム処理
を行いつつ、これら機能を実行する
技術として「社会 DTC（デジタル
ツイン）基盤」の活用がある。
社会 DTC基盤は IOWN技術を適
用し様々な産業界のデータ活用を目
指しており、NTTデータとしても
注力している。これらを、グリーン
分散エネルギー情報流通基盤を支え
る要素として取り込むことで、高速
かつセキュアな情報連携のしくみを
実現する方向である（図 3）。

グリーン分散エネルギー情報流通
基盤では、新規サービス創出に向け

サービス
5Grids

（電力・ガス・水道・
交通・通信）

スマートシティ
都市OS商社金融デベロッパー自治体 交通通信水道ガス

レジリエンス情報、
インフラ情報再エネ活用

エネルギー統計情報
都市計画情報

エネルギー情報
需要家情報

リソース情報
制御情報

DER
アグリゲータ

需要家

EHP／
GHP

EV

ｘEMS

蓄電池

PV

リソース情報
制御情報

需要家
DER

市場
需給計画
売買取引容量市場

需給調整市場

一般送配電
送配電系統

配電系統
DERMS 慣性力確保

再エネ予測
スマートインバータ

・・・

系統連携

最適化
融通

インバランス
回避

マルチ
ユース

高圧需要家

DER
大規模
発電設備

DER
マイクログリッド
配電ライセンサ

DER

①複数のDERアグリゲータ接続と活用の場

③DER情報を活用したサービサー接続環境

②DER種別に応じたリアルタイム情報流通基盤
グリーン分散
エネルギー
情報流通基盤

DER
アグリゲータ

需要家

EHP／
GHP

EV

ｘEMS

蓄電池

PV

リソース情報
制御情報

5Grids・・・電力・ガス、水道、交通、通信を合わせた総称
DERMS・・・Distributed Energy Resource Management Systemsの略称 
EHP/GHP・・・Electric Heat Pump/Gas Heat Pumpの略称

DE情報R
VPPシステム
外部データ連携

グリーン分散エネルギー情報流通基盤

●社会DTC基盤活用
・データ連携基盤にて、分散エネルギー
情報を高速に集約
・インテリジェンス技術群を活用し、秘匿
性などの担保や情報振り分けなどを実行

●グリーン分散エネルギー情報流通基盤
・拡大する大容量の「分散エネルギー群」の
情報処理及びサービ利活用をできる機構

DER情報 DER情報 DER情報
●分散エネルギーの取り込み
・マルチプロトコル対応や既存リソースア
グリゲータ連携の仕組みを実行

情報蓄積

デジタルツインコンピューティング その他データ価値化社会DTC
基盤

データインテリジェンス技術群

サービス

①複数のDERアグリゲータ接続と活用の場

③DER情報を活用したサービサー接続環境
②DER種別に応じたリアルタイム情報流通基盤

サ
ー
ビ
ス

顧
客
視
点

エ
ネ
ル
ギ
ー

リ
ソ
ー
ス
起
点

図 2　グリーン分散エネルギー情報流通基盤の全体像

図 3　グリーン分散エネルギー情報流通基盤と社会DTC基盤
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