技術解説 3
■

Intelligent Utility Networkによる
送配電オペレーション最適化の実現
現在、
電力業界では、
スマートメーターの全数導入、
電力システム改革による小売事業の全面自由化など、
業界を取り
巻く環境が大きく変化しています。これまでの「電力の流れ」に沿った電力バリュー・チェーンから、
「情報の流れ」も
加わった新たな電力バリュー・チェーンへの変革が求められています。そのためには、
複雑なネットワーク上の多様な
要素（機器、
制御装置、
消費者など）
を結びつけることが重要となります。
IBMでは、
電力会社のさまざまな要素を結びつけ、
資源・プロセス・運用のオペレーション最適化を実現する手段と
して、
「Intelligent Utility Network (IUN)」ソリューションを提供しています。本稿では、
IUNのスマートメーター・
ソリューションについて解説します。

Management System）
による各家庭のエネルギー需給

1. 電力業界を取り巻く環境の変化

管理の実現、
再生可能エネルギーの電力売買、
技術革新に

現在、国内電力会社では、エネルギー基本計画（2014

よる蓄電池やマイクロ・グリッドの普及など、今後、
電力

年4月11日 閣議決定）に基づき、スマートメーターの

業界では大きな環境変化が起こると考えられます（図1）
。

導入を進めており、国内全体では2024年度末までに、

これまで電力は、主に集中型で発電され、送配電網に

全数のスマートメーターの導入が完了する予定となって

送電され、最終的に消費者（需要家）
へ送られており、発

います
［1］
。

電・送電・配電という電力を消費者に届ける役割により

スマートメーターの全数導入、電力システム改革によ

事業が定義付けられていました。つまり、これまでのバ

る小売事業の自由化により、多様な電気料金設定が行

リュー・チェーンは、電力の流れに沿って構築されてい

われ、ピーク時間帯の電力需要の抑制も可能となる環境

ました（図2上）
。

が実現されるでしょう。また、
HEMS（Home Energy

スマートメーターの導入により、電力と情報が複数の
太陽光発電などの再生可能エネルギーは、
低価格化し普及する。

一般発電事業者
再生可能エネルギー事業者
電力システム改革により、電力広域的運営推進機関
設置、小売全面自由化、送配電部門の法的分離

送電網
運用センター

変電所
デマンド・レスポンスで、
ピーク時間帯の
電力需要の抑制が可能となる。

分散型発電所

蓄電池の大容量化・充電時間短縮・
低価格化などで、蓄電池が急激に
普及する。

配電網

スマート家電は、
日常的に
使われるようになる。
情報の流れ

顧客は、価格やサービスを比較して、電力会社を
選べる。
また、容易に余剰電力を販売できる。

一般需要家
（消費者）

HEMS（家庭のエネルギー需給管理
システム）は、低価格化し普及する。

電気自動車と充電
インフラが普及する。

図 1．電力業界の環境変化
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商業用需要家
（消費者）

方向に流れるようになるのに加えて、数多くの新規参入

結びつけるための重要な技術要素として、
「国際標準規

者や新しいビジネス・モデルが可能になり、ネットワー

格の採用」が挙げられます。特定のベンダーに依存しな

クの複雑さが増すことになります。また、太陽光発電・

いための外部接続性（相互接続性）
や将来要件への拡張性

蓄電池・電気自動車などの分散型電源により、バリュー・

に柔軟に対応できるシステムにするためには、国際標準

チェーンは消費者のより近くで運用される形で拡張する

規格 IEC61968/IEC61970（Common Information

でしょう。こうしたバリュー・チェーンの再定義により、

Model : CIM）
［3］
に対応したアーキテクチャーとするこ

プラットフォーム・プロバイダー
（デマンド・レスポンス

とが重要であり、電力市場でリーダーを目指すベンダー

需給調整市場のアグリゲーター、ポータル・プロバイダー

にとっては、
スマート・グリッドに参入するために考慮し

など）
、サービス・プロバイダーが提供する付加価値、さ

なければならない要件となります。

らに、これらの企業の顧客や業界全体のビジネス・モデ
ルも大きく形を変えると考えられます（図2下）
。

CIMとは、
電力系統を構成する設備・機器といった実世
界のモノ、
電力バリュー・チェーンで交換される情報群を
UML（Unified Modeling Language）で定義した情報

2. 国際標準規格採用による環境変化への対応
前述の環境変化により、電力会社は新たなバリュー・

モデルで、
これを基に、
システム間・企業間で情報交換す
るための共通メッセージ・フォーマットを定義しています。

チェーンに対応する必要があります。
「電力の流れ」だ

CIMは、そもそも電力系統に関わる通信システム・情

けでなく、
「情報の流れ」も制御・管理するには、
複雑なネッ

報交換の国際標準化を目指し、電力網内の構成情報やス

トワーク上のさまざまな要素（機器、
制御装置、
アプリケー

テータス（状態）情報を各種システム間でやり取りする

ション、消費者など）を、いかに結びつけるかが重要とな

目的で作成されており、スマート・グリッドに限らない

ります。

電力系統全体を考慮したモデルとして検討されています。

IBMでは、
電力会社のさまざまな要素を結びつけ、
資源・

CIMの共通メッセージ・フォーマットにより、ベンダー

プロセス・運用のオペレーション最適化を実現する手段

製品やシステムの外部インターフェースをCIM準拠と

として、
「Intelligent Utility Network
（IUN）
」ソリュー

することで、情報交換する相手ごとにデータのマッピン

ション
［2］を提供しています。このIUNは、送電・配電を

グ方法を調査・対応する必要がなくなり、電力会社のエ

対象にして、
スマートメーター、
グリッド・オペレーション、

ネルギー管理システムやスマートメーターシステムなど

通信ネットワーク、
電気自動車対応プラットフォームのソ

との間で必要な情報交換をするための共通言語となりま

リューション・パーツから構成されています。

す。これは、将来新規に発生する業務やシステムへの拡

電力会社の複雑なネットワーク上のさまざまな要素を

張も容易であることを意味します（図3）
。

■従来の電力バリュー・チェーン
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図 2．電力バリュー・チェーンの変化
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図 3．
IEC 61968（CIM）の位置付け
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宅内
ネットワーク

比較項目

制御システムと
情報システム

通信ネットワーク

スマート コンセント ヘッド
メーター レーター エンド

HEMS

メーターデータ
管理システム

3. IUNによる送配電オペレーションの最適化

託送
システム

IUNにより電力会社のさまざまな要素を結びつけるこ

構成
コンポーネント

とで、資源・プロセス・運用のオペレーション最適化が
実現可能となります。本章では、IUNソリューション・

標準や規格

欧州

パーツのうち、電力小売自由化と関連性の高いスマート

ANSI

SEP 2.0

米国

Energy
（Smart
Proﬁle2.0 ）

KNX
（KONNEX）

IEC61968 / IEC61970（CIM）

メーター・ソリューションをご紹介します。まず、スマー

C12.22

C12.19

IEC 62056

トメーターのシステム全体構成を述べた後に、今後のス

IEC61968 / IEC61970（CIM）
（COSEM）

（DLMS）

マートメーター関連の取り組みで重要となる「スマート

IEC 62056

日本

IEC61968 / IEC61970（CIM）

ECHONET Lite
（COSEM）

メーター・オペレーション」と「スマートメーターのデー

（DLMS）

タ分析・活用」を説明します。

図 4．
スマートメーター関連の国際標準規格

3-1．スマートメーターのシステム全体構成
また、スマートメーター関連の、制御システム・情報

スマートメーターにより、
各家庭で電気使用状況の見え

システム、通信ネットワーク、宅内ネットワーク、それ

る化、
スマートメーターのデータ（30分ごとの電力使用量

ぞれの国際標準規格は、図4のとおりです。制御システ

など）
の通信ネットワーク経由による電力会社への自動送

ム・情報システムにおける国際標準規格として、ベン

信（自動検針）
、
電力会社から遠隔で電気の入切（遠隔開閉

ダーはIEC61968/IEC61970
（CIM）
に準拠していくこ

操作）などが可能となります。これらを実現するためのシ

とになるでしょう。スマートメーターなどの通信ネット

ステムは一般的に、
通信システムとメーターデータ管理シ

ワークにおける国際標準規格は、IEC 62056（DLMS/

ステムから構成されます。

COSEM）
［4］とANSI［5］が両立しており、日本国内で

通信システムは、各家庭に設置されるスマートメーター

はIEC 62056が標準となっています。宅内ネットワー

と電力会社データセンター内のシステムとを双方向で通

クとしては、HEMS（Home Energy Management

信するための通信ネットワーク、通信ネットワークの制

System）ベンダーはECHONET Lite［6］に準拠してい

御などを行うヘッドエンドから構成されます。国内の通

ます。

信ネットワークでは、無線マルチホップ方式、PLC方
小売事業者
（PPS）

電力会社システム
30分電力量提供

メーターデータ管理システム
NM

MAM

託送システム

MDM

電力広域的
運営推進機関

ヘッドエンド

携帯電話網

光回線

通信システム

小売事業者
スイッチング
支援システム

（電力会社、通信事業者）

小売事業者

携帯電話網
基地局

無線マルチホップ
コンセントレーター
PLCコンセントレーター

1:N無線方式（携帯電話）
：
3GやLTEを用いた通信。
郊外や低密度の住宅地に最適。

スマートメーター

無線マルチホップ方式：

PLC方式：

スマートメーター間をホップして通信。高密度な住宅地などに最適。

電力線を用いた通信。マンション・ビルなどに最適。

図 5．
スマートメーターのシステム全体構成
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式（電力線通信）
、1:N無線方式（携帯電話網）
の通信方式

ためのセキュリティー監視・運用など、新たな運用業務

が採用されています
［1］
。

が必要となります。また、電力システム改革の小売参

メーターデータ管理システムは、スマートメーターの

入全面自由化により、電力会社はPPSに30分電力量を

データを管理するMDM
（Meter Data Management）
、

60分以内（低圧の場合）に提供する必要があり、スマー

スマートメーターの通信ネットワークの全体監視・分

トメーター・通信ネットワーク・システムの多様な管理

析・問題管理を行うNM
（Network Management）
、
ス

対象の24時間365日の安定稼働が求められます。

マートメーターなどの設備のライフサイクル管理を行う

そのためには、スマートメーターに関連する運用保守

MAM（Meter Asset Management）などから構成さ

全般の管理業務を担う組織・仕組みの確立が必要となり

れます。

ます。対応方法としては、例えば、運用保守全般の業務

また、電力システム改革の小売参入全面自由化により、

を集約し、監視業務・障害対応業務・運用業務を遂行す

電力会社は小売事業者にスマートメーターなどのデータ

るスマートメーター・オペレーション・センターの設置

提供を行う必要があります
［7］
。具体的には、
PPS
（Power

などが挙げられます（図6）
。

Producer and Supplier : 託送契約をしている小売事業

IBMでは、スマートメーター関連の運用保守業務の設

者）
への30分電力量の提供（低圧の場合は60分以内の提

計・構築・運用、アプリケーション保守・ホスティング

供）
、
電力広域的運営推進機関
［8］
のスイッチング支援シス

サービスなどのソリューションを提供しています。

テムとの消費者（需要家）
情報の連携などとなります（図5）
。

3-3．スマートメーターのデータ分析・活用

3-2．スマートメーター・オペレーション

地域にもよりますが、数百万台から数千万台のスマー

現行の機械式メーターから、スマートメーターに変わ

トメーターから電力使用量などのデータが30分ごとに

ることで、通信端末（スマートメーター）が数百万台か

電力会社に収集されます。スマートメーターのデータは、

ら数千万台となる大規模な通信ネットワークが新たに構

リアルタイムのデータから長期間蓄積されたデータまで

築されます。

利用することでき、他データとも組み合わせることで、

これだけの大規模な通信ネットワークとなると、ネッ

さまざまな分析・活用が可能となります。

トワーク監視と障害対応、昨今話題となっているスマー

例えば、スマートメーターをセンサーとして利用する

トメーターや通信ネットワークへのサイバー攻撃対策の

ことで、複数のスマートメーターが無応答のエリアでは

スマートメーター・オペレーション・センター

監視業務

障害対応業務

運用業務

スマートメーター、
通信機器の監視

インシデント管理

変更管理

通信ネットワーク、
システム監視

問題管理、分析

セキュリティー管理

ファームウェア更新、バッチ適用
セキュリティー監視
ネットワーク監視、
システム稼働監視、
セキュリティー監視など

NM

無線マルチホップ方式

遠隔操作
（設定変更、
ファームウェア更新など）

MAM

MDM

災害復旧対応

設備管理

イベント管理

ヘッドエンド

PLC方式

1：N無線方式

スマートメーターによる大規模な通信ネットワーク
図 6．スマートメーター・オペレーション
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停電が発生していると捉えるなど、停電の早期検知が可

タの稼働分析を用いた制御機能を統合することで、変電

能となります。また再生可能エネルギーなどの多様なエ

所の設備管理の最適化、信頼性と品質の向上などが可能

ネルギーの需給予測を行い、電力網の電力品質を安定化

となります。

させることも可能です。その他には、30分ごとの電力

電力業界は、 環境変化への対応のため、 今まさに、

使用量を分析して、新たな料金メニューを提供したり、

IUNによる新たな電力バリュー・チェーンへの変革が求

省エネのアドバイスを行ったりするなど、顧客へのサー

められています。

ビス向上にも活用することができます（図7）
。
IBMでは、スマート・グリッドからのデータも組み合
わせた高度なデータ分析・活用、データ分析基盤構築な
どのソリューションを提供しています。

4. まとめ
スマートメーターの導入により、新たな大規模な通信
ネットワークが構築され、各家庭と電力会社との双方向
通信が実現されます。この双方向通信のスマートメーター

［参考文献］
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の大量データを分析・活用することで、停電の早期検知、
電力品質の安定化などの送配電のオペレーション最適化
日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業
公益ソリューション．
第二開発部
シニアITスペシャリスト

が実現可能となります。
今後は、スマートメーターだけでなく、送電・配電の

伊藤 健太郎

センサー・データも活用することで、スマート・グリッ

Kentaroh Itoh

ドのオペレーションの最適化も可能となります。例え
ば、従来のSCADA
（Supervisory Control And Data
Acquisition:監視制御・データ収集）
に、センサー・デー

2003年に日本IBM入社。
電力会社の配電部門を中心に、
多数のシステム構築プロジェク
トに従事。
2010年より、
スマートメーター関連システム構築プロジェクトにアーキテクトや
サイバー・セキュリティー専門家として活動中。

停電の早期検知
スマートメーターをセンサーとして
利用して、停電の早期検知

お客様向けのサービス向上
料金シュミレーションによる最適メニューの提案
省エネの個別アドバイス

スマートメーターの
データ

電力使用量の実態を分析して、
新たな料金メニューを提供

設備投資の合理化

電力品質の安定化

電力使用量の最大値から必要な設備を
推定する

再生エネルギー等の多様なエネルギーの
需給予測を行い、電力品質を安定化させる

図 7．
スマートメーターのデータ分析・活用
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