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1. 序文 

パリ協定採択、RE100、ESG 投資など、世界的に環境への取り組みが加速する中で、再

生可能エネルギーの大量導入は必然となっている。それを実現するためには、従来の集

中型発電から再生可能エネルギーを含む分散型発電を取り込んだ新しい電力運用への移

行が必要であり、その調整力として蓄電システムは非常に重要な役割を担うことになる。 

2018 年 7月 3日に閣議決定された「第 5次エネルギー基本計画」では、脱炭素化を目

指し、再生可能エネルギーを「日本の主力電源」とすることが明記された。 

同基本計画においては、2030 年の再生可能エネルギーの比率 22～24％を含むエネル

ギーミックスにおける電源構成比の実現とともに、確実な主力電源化の布石としての取

り組みを進めることが謳われている。 

再生可能エネルギーの大量導入実現を目指して、「再生可能エネルギー大量導入・次

世代電力ネットワーク小委員会」で議論が進められ、その中間整理として①コスト競争

力の強化、②長期安定的な発電を支える事業環境整備、③系統制約の克服、④適切な調

整力の確保、の 4つの視点が必要とまとめられている。 

これら取り組みでは、再生可能エネルギーの地産地消化の推進、省エネも含めた

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及促進、分散型電源を電力運用へ組み込む

ための VPP(バーチャルパワープラント)への取り組み、EV（電気自動車）の導入比率の

拡大、など蓄電システムが重要な役割を担うものも多い。 

 

一般社団法人 日本電機工業会（以下、JEMA）蓄電システム業務専門委員会 蓄電シ

ステムビジョン検討 WG では、2015 年 8 月より蓄電システムのビジョンの策定に取り組

んできた。 

これまでは関係省庁や関係団体と情報交換に活用する内部資料的な扱いであったが、

今後、蓄電システム業界のさらなる発展をめざし、外部の意見も取り入れながら、より

よいビジョンを策定するために今回、公開することにした。 

蓄電システムは、2012 年度ごろから導入が始まり、2017 年度には年間約 5 万台、容

量 325MWh の市場規模となっており、累積導入量としては 17.5万台、1,257MWh となって

いる。そのうち台数ベースでは 90%以上、容量ベースでも 80%以上が家庭用蓄電システム

であり、今後も蓄電システム市場を牽引すると考えられる。 

そのような状況を鑑み、公開内容について WG にて検討した結果、今回は、家庭用の

蓄電システムにフォーカスすることとした。 

また、公開に当たっては、政策等で議論される 2050 年の環境社会を目指した場合の

マイルストーンとなる 2030 年までの蓄電システムの普及シナリオを検討した。 
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2. 市場動向 

2-1 国内市場動向 

2-1-1 国内家庭用途市場 

家庭用蓄電システムの市場は、東日本大震災以降のニーズの高まりと、家庭用太陽光

発電の普及、政府の助成事業により順調に立ち上がってきたが、2015年度をもって定置

用 LIB補助金が終了したため、2016 年度は前年比 92%と前年割れした。しかし、2017年

度は年間販売台数が過去最高の約 5万台となり、前年比も 143％と高い伸びとなった。 

今後も、①中長期的な CO2 排出量削減、温暖化対策のための新築（戸建・分譲・集合）

住宅への ZEH、および ZEH よりも自家消費率向上を目指した ZEH＋の普及推進、既築住宅

への断熱リノベーション改修の普及促進政策と連動した蓄電池設置奨励、②蓄電システ

ムの価格低下、③ZEH を扱うハウスメーカー・ビルダの増加に伴う ZEH への蓄電システ

ム搭載率の向上、④太陽光発電の余剰電力買取期間終了ユーザーへの自家消費移行促進、

余剰電力買取り価格の低下による新規太陽光発電の自家消費への移行、更には、⑤ネガ

ワット取引市場開設と VPP 構想における蓄電システムのインフラとしての普及などが見

込まれる。 

 

2-1-2 自主統計データ 

JEMA 蓄電システム業務専門委員会で行った蓄電システム出荷自主統計によると、国内

の蓄電システム市場は、2011 年度に約 2,000 台（容量 1.2 万 kWh）だったものが、2012

年度：約 1.1万台（7.0 万 kWh）、2013 年度：約 1.7 万台（11.7 万 kWh）、2014 年度：約

2.4 万台（18.0万 kWh）、2015 年度：約 3.8万台（31.5万 kWh）、2016 年度：約 3.5万台

（23.8 万 kWh）、2017 年度：約 5.0 万台（32.5 万 kWh）と順調な伸びを遂げた。ちなみ

に、上記は 2017 年度で台数構成比 1.8％（容量構成比 4.1％）の輸出分を含んだ数値と

なっている。 

（自主統計の対象、参加企業等の詳細については、下記のリンクを参照 

https://jema-net.or.jp/Japanese/data/jisyu/lib_outline.html） 

 

2016 年度においては、約 3.5 万台と対前年比 92％とマイナス成長となった。これは、

定置用 LIBの補助金終了が大きな影響を与えているものと推定される。 

しかしながら、2017年度は年間販売台数が過去最高の約5万台となり、前年比も143％

と高い伸びとなった。このことは、蓄電システムが市場に認知され、浸透してきている

ことを示していると考えられる。 
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年度 出荷台数（台） 対前年比（％） 累計台数（台） 

2011 1,939 - 1,939 

2012 11,449 590 13,388 

2013 16,559 145 29,947 

2014 23,716 143 53,663 

2015 37,560 158 91,223 

2016 34,569 92 125,792 

2017 49,481 143 175,273 

図 2-1-1 定置用 LIB蓄電システムの出荷台数の推移 

 

 出荷容量も、2016年度は対前年マイナスとなったが、2017年度は前年比 136％と大幅

な伸張となり、容量としても過去最高となった。 
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年度 出荷容量（kWh） 対前年比（％） 累計容量（kWh） 

2011 11,830 - 11,830 

2012 70,383 595 82,213 

2013 116969 166 199,182 

2014 180,183 154 379,365 

2015 314,914 175 694,279 

2016 237,915 76 932,194 

2017 324,609 136 1,256,803 

図 2-1-2 定置用 LIB蓄電システムの出荷容量の推移 

 

 単独型と系統連系型の台数比率を見ると、2012年度下期に約 64％だった系統連系型は、

概ね上昇傾向を示しており、2017 年度は約 86%となった。太陽光発電や系統との接続使

用が主流となっていることが分かる。 

 

図 2-1-3 定置用 LIB蓄電システム 系統連系・単独の比率 

 

 容量帯別の傾向として、台数ベースでは 6kWh以上～10kWh 未満が全年度で導入台数が

最も多く、次いで 3kWh以上～6kWh未満となっている。しかしながら、近年は 6kWh以上

～10kWh 未満の比率が減少傾向にある。 
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図 2-1-4 定置用 LIB蓄電システム 容量帯別の比率（台数ベース） 

 

 導入容量ベースでも 6kWh 以上～10kWh 未満が全年度で最も多い結果となっている。2

番目に多い容量帯は年によって変わっている。 

 

図 2-1-5 定置用 LIB蓄電システム 容量帯別の比率（容量ベース） 

 

 蓄電システム用 PCS（パワーコンディショナ）について、蓄電池専用のPCS（以下、シ

ングル PCS）と、太陽光発電と蓄電池を一つの PCS に接続するような複数の DC源を接続

できる PCS（以下、マルチ PCS）が存在する。シングル、マルチの比率を見ると、2013

年度以降は年々、マルチ PCS の比率が増加しており、2016年度でマルチ PCS がシングル

PCS を上回っている。2017 年度においても傾向は変わらず、2016年度と同じく全体の 64%

がマルチ PCSとなった。 
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図 2-1-6 蓄電システム用 PCSのシングル、マルチの比率 

 

 

2-1-3 自主統計結果の分析 

家庭用蓄電システムはピークシフトや逆潮流などの機能を果たすことで、太陽光発電

をはじめとする不安定な再生可能エネルギーを制御可能な電源として活用し、CO2削減に

貢献するために重要な機器と認識されている。 

 2017 年度は過去最高の台数を記録したが、この要因としては、蓄電システムの市場で

の認知度が向上してきていることに加え、各社の製品ラインアップ拡充、新規プレーヤ

ーの参入等により、ユーザーの選択肢が広がってきていることや、2019 年 11 月以降の

太陽光発電の余剰電力買取期間終了を先取りした導入が始まっていること等が数量増加

に寄与していると考えられる。 

 単独型と系統連系型の比率をみると、系統連系型のシステムの比率が年々高まってお

り、2017年度では約 86％に到達し、蓄電システムの主流は系統連系型となっていること

が明らかとなった。この傾向は、国が目指す姿と合致しており、これまでの導入施策等

が有効に機能していることを示すものである。 

容量別の導入量をみると、6kWh 以上～10kWh 未満が全年度で最も多く、主力であるこ

とは変わらないが、近年 6kWh 以上～10kWh 未満の比率は減少傾向にある。次いで多いの

は 3kWh以上～6kWh未満となっており、小容量タイプのニーズも増えてきている。また、

大容量タイプの比率も増加傾向にある。 

蓄電池容量は、ユーザーの消費電力量や、太陽光発電の設置容量、非常用電源として

考えた場合のユーザーの意識、設置形態（新設の太陽光発電と同時設置、FIT 切れ対応

としての単独設置）、などによって最適な容量が異なる。また、初期投資額もユーザーの

選択理由として重要な要素である。容量のバリエーションを揃えるメーカーが増えてき

ており、これら理由を背景にし、ユーザーがニーズにあった容量を選択するようになっ

てきていることを表していると考えられる。 
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また、蓄電システム用 PCS のシングル、マルチの比率を見ると、2013年度以降は年々、

マルチ PCSの比率が増加してきており、2017年では 64％がマルチ PCSとなっている。こ

の傾向は、制度面、メーカーの商品化動向、市場の変化が寄与していると考えられる。 

蓄電システムの系統連系認証は 2012年にシングル PCSのシステムから整備された。そ

れに伴い、各メーカーもシングルの PCS を搭載する商品を中心として商品化し、太陽光

発電システム保有者の追加設置から市場が始まった。 

その後、2013年にマルチの PCSの系統連系認証が整備され、太陽電池パネルメーカー

を中心として太陽光発電と同時設置した場合の効率の良さや、コンパクトさを売りにし

た商品が増え、現在では各社がマルチ PCS をラインナップに持つようになってきている。

またターゲットユーザーとしても、2019 年の FIT 切れが近くなるにつれ、FIT 切れ以降

を考慮した蓄電システムの導入が始まってきている。これは、古くなった PCS のリプレ

ース時に蓄電池併設にアップグレードすることがユーザーに広がってきていることを示

すと考えられる。 

これらの分析結果から、ユーザーの目的に合致した容量のバリエーションを準備する

こと、太陽光発電との同時設置比率を向上させること、PCS を一定期間以上使用してい

る FIT 切れユーザーへのリプレース提案が市場拡大のために重要な取り組みと考えられ

る。 

また、メーカーによる製品提案のみならず、それに伴った支援制度設計、整備も今後

の市場拡大のためには重要な要素となる。 

 

2-2 各市場のポテンシャル 

2-2-1 新築住宅への導入 

家庭用蓄電システムは、主な機能として電力会社が設定する時間帯別料金体系を利用

したエネルギーのピークシフト、再生可能エネルギー（太陽光発電電力）の有効利用（自

家消費）などが挙げられる。また、ゲリラ豪雨や台風、地震などの頻発から、平常時だ

けでなく停電時の安全・安心として、非常用電源の役割も求められている。 

新築戸建住宅に関するトレンドの一つとして、新築戸建住宅の ZEH 化がある。国は、

第 5次エネルギー基本計画において「住宅については、2020年までにハウスメーカー等

が新築する注文戸建て住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEH の実現を

目指す」としており、この目標を達成するべく、現在、ZEH に関する各種補助事業を行

っている。さらに、国は、2018年度から ZEHの進化版である ZEH+という区分を新たに創

設し、補助事業を行っている。ZEH+では、ZEHの要件に加えて、蓄電池や EV等を活用し

て PV自家消費を促す要件が課されている。つまり、今後の新築戸建住宅の一つのトレン

ドとして ZEH化があるが、その先には PV自家消費促進のための蓄電池同時設置があるこ

とから、ZEH 住宅の普及促進が蓄電池の普及促進に繋がる有力なシナリオの一つである

と考えられる。 

次に、新築戸建件数と蓄電池設置件数予測を表 2-2-1 に記載した。 

国土交通省の「建築着工統計調査」によると、国内における新築戸建件数は、2017年

度実績で約 43 万戸である。2018 年度以降の新築戸建件数については、株式会社野村総

合研究所「2017年度版 2030 年の住宅市場」の新設住宅着工戸数の予測データに基づき

独自に算出した。 
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2-2-1 新築戸建件数と蓄電池設置件数予測 表

年度 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

新築戸建件数 

(万戸) 
43 43 40 37 33 28 

蓄電池設置件数 

予測（万台） 
2.2 3.0 3.6 4.3 6.9 9.4 

蓄電池設置率(%) 5% 7% 9% 12% 21% 34% 

 

蓄電池設置件数予測については、FIT 買取価格の低下、および蓄電システムの価格低

下に伴い、新築戸建住宅への PVと蓄電池との同時設置が年々増えていくと考えている。 

2020 年度では新築戸建件数の 12％にあたる約 4.3 万台、2030 年度では新築戸建件数

の 34％にあたる約 9.4万台の蓄電池が新築戸建住宅に設置されると予想している。つま

り、新築戸建住宅への蓄電池導入については、2020 年度以降、年間約 5万台規模の蓄電

池が毎年導入されることとなり、2030 年度以降、年間約 10 万台規模の蓄電池が毎年導

入されることとなると予想している。 

 

2-2-2 FIT 切れユーザーへの導入 

日本は世界に先駆け、住宅用の太陽光発電システムの普及施策が実施されてきた。更

に 2009年に太陽光発電の余剰電力の買取価格が48円/kWh となったことを契機に、住宅

用太陽光発電システムの普及が加速した。これらユーザー（10kW未満）の余剰電力買取

期間は 10 年間であり、一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA)の統計(※)によれば、2019

年度に 56 万件、以降毎年 20 万件のオーダーで、買取期間が終了となるユーザーが発生

する見込みである。 

 

図 2-2-1 国内住宅用太陽光発電の設置量推移 

     ※出典 JPEA PV OUTLOOK 2050 “太陽光発電 2050 年の黎明” 

（http://www.jpea.gr.jp/pvoutlook2050.pdf) 
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この 10 年の買取期間終了後の扱いについては、2017 年に再生可能エネルギー大量導

入・次世代電力ネットワーク小委員会資料にて経済産業省より、「固定価格買取制度（FIT

制度）による買取期間が終了した電源については、法律に基づく買取義務は無くなるた

め、電気自動車や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費すること、小売電気事業者や

アグリゲータに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電することが基本」との方針が示

されている。また、「無契約の逆潮流による買手不在の余剰電力については、一般送配電

事業者に無償で引き受けることを要請。ただし、引受量の増大により一般送配電事業の

負担が増加し支障が生じ得る場合には、必要に応じ仕組みを見直すこと」となっている。 

 

そのような状況の中で、ユーザーにおいては、①10年の買取期間終了後にも何もしな

い（余剰電力は送配電業者に無償での逆潮流）、②引き受けを希望する業者と新規に売電

契約を行い、余剰電力を売電、③蓄電池や HEMS機器を導入して自家消費率を増やす、等

のいくつかのパターンに分かれることが考えられるが、買取価格の低下や電気代上昇な

どを背景に、太陽光発電の余剰電力を蓄電して自家消費するような使い方に対するユー

ザーの関心が高くなっていくものと思われる。 

蓄電池の活用方法としては、昼間の余剰電力を充電し、夕方や夜間等に放電して家庭

内の自家消費率を高める使い方が一般的であるが、他にも、災害時等の非常用の安定電

源としての活用や、各家庭に蓄電された電力をとりまとめて系統の調整力とする VPP と

して活用すること等が想定される。 

第 5次エネルギー基本計画においては、「徹底した省エネルギー社会の実現」に向けて、

DR（ディマンドリスポンス)を活用していくことが述べられており、ピーク時間帯の電力

需要を有意に抑制することが可能となる環境の実現（複数の需要家のネガワット（節電

容量）を束ねて取引するエネルギー利用情報管理運営者（アグリゲータ）を介すなどし

て、小売事業者や送配電事業者の要請に応じて需要家が需要抑制を行い、その対価とし

て小売事業者や送配電事業者が需要家に報酬を支払う仕組みの確立及び需要をシフトす

ることなどにより需要量を増やす DR が活用される環境の整備）を図り、こうした DR や

VPP を使った新たな事業形態（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）

が導入しやすくなることで、需要管理にて発電容量を合理的な規模に維持し、電力の安

定供給が実現されることとなり、家庭の蓄電池の導入が電力の安定に活用されることが

期待される。 

また、FIT 切れの太陽光発電に対して「自家消費に資する蓄電池の自立的普及に向け

た価格低減を進める」とあり、蓄電池の低価格が進むことで FIT 切れユーザーにおける

更なる蓄電システムとのハイブリッド化、一体化が広がっていくことが期待される。 

本市場は、対象ユーザーも多く、今後の蓄電池の普及・拡大に非常に重要な市場であ

る。次表に本市場への蓄電システム導入ポテンシャルを示す。 

想定した成長率で市場拡大した場合、2020年で2.5万台、2030年には5.2万台となる。 

FIT 切れに合わせ、2019 年度に 3 万台規模の政策支援を行い、FIT 切れユーザーが蓄

電池を導入し自家消費を推進する流れを作ることができれば、同等の成長率を維持した

と仮定すると、2020 年に 7.4 万台、2021 年以降には年間 10 万台を超える市場規模が形

成できる可能性がある。 
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表 2-2-2  FIT 切れユーザーへの蓄電池導入ポテンシャル（政策支援無） 

年度 2018 2019 2020 2025 2030 

対象ユーザー(万戸) 56 56 73 98 52 

設置件数予測（万台） 1.1 1.4 2.5 5.8 5.2 

累積置件数予測（万台） 1.1 2.5 5.0 31.6 56.8 

蓄電池設置率(%) 2.0% 2.6% 3.4% 6.0% 10.0% 

 

表 2-2-3  FIT 切れユーザーへの蓄電池導入ポテンシャル（政策支援有） 

年度 2018 2019 2020 2025 2030 

対象ユーザー(万戸) 56 56 70 66 34 

設置件数予測（万台） 1.1 4.4 7.4 12 10 

累積置件数予測（万台） 1.1 5.6 12.9 77.7 126.3 

蓄電池設置率(%) 7% 9% 10% 18% 31% 

 

※FIT切れユーザーの蓄電池導入推定に関する仮定 

・ 2018 年の対象ユーザー数は 2019年に FIT が切れるユーザー数とした。 

・ 2019 年以降については、FIT 切れから 5 年間を蓄電池導入の対象ユーザーから、蓄

電池導入件数を引いた値を対象ユーザーとした。 

・ 成長率は 2020年までを 30%、2021 年～2025 年を 12％、2025年～2030 年を 10％とし

た。 

・ 2017 年以降の PV新設件数は 15万台固定とした。 

尚、現在の FIT 制度においては、再生可能エネルギーの電力買取費用の一部について

は賦課金で賄われるシステムとなっている。資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー

の主力電源化に向けた今後の論点」によると、2018 年度の買取費用総額は 3.1兆円、賦

課金総額は 2.4兆円となっている。また、2017年度の家庭用電気料金に占める賦課金の

割合は 11%にまで増加してきている。 

賦課金は今後も増加が見込まれ、2030年度には総額で 3.1兆円になると想定され、今

後の電気料金単価の上昇への影響が懸念されている。 

10kW 未満の住宅の太陽光発電システムの余剰電力買取期間は 10年であり、多くのユ

ーザーは 10年間継続して売電を行うことが想定されるが、ここで 10年を待たずに早期

に FITからの転換を図る施策で何らかのインセンティブを得られるようであれば賦課金

の低減につながり、電気料金の上昇に抑制をもたらすことも期待できる。 

このように太陽光発電システムの設置 10年未満のユーザーに、FITから蓄電池を活用

した自家消費への転換を図ることを推進することで、賦課金を抑制しつつ、先述のよう

な太陽光発電システムの継続的利用が図れる可能性がある。 

 

2-2-3 既築住宅への導入 

既築住宅ユーザーの導入形態は、太陽光発電と蓄電システムの同時設置か、蓄電シス

テムの単独設置である。蓄電システムの単独設置にも、太陽光発電が設置済みで蓄電シ

ステムを追加設置する場合と、蓄電システムのみの単独設置がある。FIT 買取の残り期

間の長短はあるにせよ、太陽光発電設置済みユーザーの蓄電システム追加設置は、「2-2-2 
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FIT 切れユーザーへの導入」の考え方と本質的には変わらない。一方、蓄電システムの

単独設置は、電力消費のピークカット（による契約電気料金の低減）と言う使い方もで

きるが、非常用電源的な意味合いもあるため、「2-2-4 非常用電源としての導入」で述

べることとし、ここでは太陽光発電と蓄電システムを同時設置する、日本の市場を考え

る。 

 

市場規模のベースとなる戸建の既築住宅戸数は、総務省統計局「平成 25 年住宅・土

地統計調査」によると、2013 年で約 2,600 万戸である。この市場に対する、蓄電システ

ムの導入ポテンシャルは、太陽光発電と同時設置を前提とすれば、住宅用太陽光発電の

市場規模が参考になる。 

JPEA の「PV OUTLOOK2050」によると、太陽光発電システムの導入件数は 2013 年度で

約 155 万件であり、戸建の住宅約 2,600 万戸に対する太陽光発電システムの平均導入率

は約 6％と、未開拓の市場はまだまだ大きいと言える（「PV OUTLOOK2050」には、2016

年 12月時点の情報として、7.2％と言う情報も掲載されている）。一方、富士経済は 2017

年 10月に、2016年度の太陽光発電設置住宅数は20万 8,000 戸、この内、新築戸建住宅

は 44.7％の 9万 3,000 戸と言う調査結果を発表している。これより、既築住宅での太陽

光発電設置数は、11万 5,000 戸と推定される。 

 

エネルギー政策上、既築住宅の省エネルギー化を進める必要があるが、国が推進する

ZEH は既築住宅で基準をクリアしようとすると大規模なリフォームが必要となるため、

実質的には補助金も新築住宅での利用がほとんどとなっている。既築向けと称された「住

宅省エネリノベーション補助金」でも、ユーザーの費用拠出はリノベーションが優先さ

れ太陽光発電や蓄電システムの設置はかなり限定的となっており、既築住宅向けの蓄電

システム導入支援はほとんど無い状況であった。世帯数の減少や住宅の長寿命化等によ

り、新設住宅着工戸数も今後、減少する見通しで、住宅における省エネは、既築住宅へ

の取り組みがますます重要になってくる。各メーカーはシステムの低価格化は継続的に

進める必要があるが、一次エネルギーの使用量削減、すなわち再エネ起源による電力の

自給率向上を目的とした、住宅用太陽光発電と蓄電システムの同時設置に対する既築住

宅向けの住宅性能向上を必須としない、使い易い導入支援制度が望まれるところである。 

 

次表に既築住宅向けの蓄電システムの市場見込みを示す。想定した成長率で住宅用太

陽光発電市場が推移した場合、2020 年で 1.1 万台、2030 年には 3.3 万台となる。一方、

2019 年に既築住宅に太陽光発電を導入する場合に、蓄電システムの同時設置を誘導する

ような 10,000 台規模の政策支援を行った場合、蓄電システムの設置率が上昇し、2020

年に 2.3万台、2030年以降には年間 6.6万台規模の市場が形成できる可能性がある。 

表 2-2-4 既築住宅への蓄電システム導入ポテンシャル（政策支援無） 

年度 2018 2019 2020 2025 2030 

対象ユーザー(万戸) 9.3 10 10 10 10 

設置件数予測（万台） 0.6 0.9 1.1 2.1 3.3 

累積設置件数予測（万台） 0.6 1.5 2.7 11.0 24.8 

蓄電池設置(%) 7% 9% 11.7% 20.6% 33.1% 
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表 2-2-5  既築住宅への蓄電システム導入ポテンシャル（政策支援有） 

年度 2018 2019 2020 2025 2030 

対象ユーザー(万戸) 9.3 10 10 10 10 

設置件数予測（万台） 0.6 1.8 2.3 4.1 6.6 

累積設置件数予測（万台） 0.6 2.4 4.8 21.4 49.1 

蓄電池設置率(%) 7% 18% 23% 41% 66% 

 

※既築住宅への蓄電池導入推定に関する仮定 

・ 既築住宅への太陽光発電の導入件数は 2018年でいったん下がるものの、2019 年以降

は 10万件/年で横ばいとした。 

・ 成長率は 2020年までを 30%、2021 年～2025 年を 12％、2025年～2030 年を 10％とし

た。 

 

従来、都市部の既築住宅においては屋根が狭小で、FIT による売電収入を主目的とす

ると太陽光発電の設置は現実的ではなかったが、FIT 買取価格が下がった今だからこそ、

エネルギーの自家消費を目的とした狭小屋根への太陽光設置が現実味を帯びてくる可能

性もある。政策支援実施のタイミングで、メーカーからも狭小屋根向けの太陽光発電や

蓄電システムの商品提案が期待される。 

 国土交通省では、中古住宅流通の活性化に向けた取組として、中古住宅の建物評価手

法の改善を検討している。日本では、築後 20年程度で木造戸建住宅を市場価値ゼロとみ

なす取引慣行が存在していたが、リフォーム等により手をかけた住宅が適切に評価され

るよう、築年数のみによらず、住宅の使用価値を適切に反映した評価手法への改善を図

ろうとしている。太陽光発電や蓄電システムを設置した家を将来、中古住宅として売却

あるいは賃貸住宅化する際に、その価値を認められる評価手法になれば普及の後押しに

なると考える。 

 

2-2-4 非常用電源としての導入 

近年、地球温暖化が遠因と考えられるゲリラ豪雨や大型台風などの頻発が懸念されて

いるが、蓄電システムを家庭に設置することによって、停電が発生した時でも特定の機

器に電力供給することが可能になる。照明はもちろんのこと、携帯電話・スマホの充電

や、テレビで災害情報を入手したりすることができる。 

更に、太陽光発電システムと組み合わせると、昼間に太陽光で発電した電力を蓄電シ

ステムに蓄えて長期間使用可能になると共に、夜間の電源の確保も可能となり、安心度

は更に高められるため、前述の市場においても、非常時の安心はユーザーの蓄電システ

ム購入動機の一つになっている。 

 2018 年 6月に起こった大阪府北部地震の際には、停電により電車が動かなくなり、駅

で立ち往生した乗客向けに、発電機を利用してスマホなどの充電を行うボランティア活

動が行われ、多くの人が活用して話題を呼んだ。 

 IoT の進化により、連絡手段や情報取得の手段がモバイルを活用する生活スタイルに

なっており、電源確保のニーズは高まっている。 

非常用電源としての蓄電システム市場の推定を次表に示す。 
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表 2-2-6 非常用蓄電システムの導入ポテンシャル 

年度 2018 2019 2020 2025 2030 

独立型蓄電システム（万台） 0.50 0.51 0.54 0.58 0.64 

系統連系/シングル（万台） 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 

非常用蓄電システム合計（万台） 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 

 

※市場規模の推定の仮定 

・ 集合住宅などの PV設置ができないユーザー、手軽に設置できるユーザーを対象とし

た、独立型（単独タイプ）の蓄電池、および、FIT 切れではないユーザーが導入する

蓄電池を対象と仮定し、系統連系/シングル PCSの数値とした。 

・ それぞれの市場について、自主統計の 2017 年度データから単独タイプ、系統連系/

シングル PCSの電池販売台数、平均容量を基本とした。 

・ 単独タイプは価格下落から年率 2％成長、系統連系/シングル PCS は横ばいと仮定し

て市場を算出した。 

 

3. 社会的有用性 

3-1 再生可能エネルギー普及への貢献 

2015 年、第 21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）でパリ協定が採択され、発展

途上国を含め温室効果ガスの削減義務が課せられた。世界的に再生可能エネルギーの導

入が加速し、電力供給量全体に対する再生可能エネルギー比率がこれまで以上に大幅に

増大していくと見込まれている。太陽光発電や風力発電など変動する再エネ電源が普及

する上で、蓄電システムの果たす役割は大きい。太陽光発電は一般的に電力需要が多い

昼間に発電されるため、ピーク電力のカットに貢献することが可能である。国内におい

ては、2009年から始まった余剰電力買取制度、2012 年から始まった FIT制度により、多

くの太陽電池が導入された。これにより、2015 年の夏においては、ピーク電力供給時に

一定の貢献が見られた。一方で、九州電力を始めとする電力会社で、設備認定量が系統

の受け入れ可能上限を上回るなど、新たな課題も出始めている。そのような状況下、今

後、更に再生可能エネルギーの導入量を拡大していくためには蓄電システムと再エネ発

電設備を連携させ「制御可能な電源」にしていくことが必要となる。また、系統への負

担とエネルギー効率を考えると、蓄電システムは電力の需要地近くに設置することが好

ましく、今後は売電主体から、ビルや工場、家庭など需要家設置の自家消費型の太陽光

発電システムへの移行が進むと考えられる。 

 

3-1-1 家庭用太陽光発電システム普及への貢献 

蓄電システムの普及初期はポータブルタイプの製品も多く見られたが、補助金制度に

おいて系統連系型・太陽光発電連携型にインセンティブが与えられたこともあり、2014

年度以降の導入については、系統連系型が主流となっている。また、各社から太陽光パ

ネルが接続できるマルチ PCS の提案も増えたため、太陽光発電と併設（既設太陽光発電

への追加、将来太陽光併設予定等を含む）して蓄電システムを活用することが、蓄電シ
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ステムの利用形態の一つとして定着してきている。 

ZEH では太陽光発電は必須のアイテムとなっているが、今後、太陽光発電が更に高密

度に系統と連系するためには、蓄電システムを併設することによって電力需要と太陽光

発電量を一致させたり、変動を吸収したり、雨天時の発電不足を補ったりするなど、発

電設備としての機能を向上させたシステムとすることが望まれる。太陽光発電は、トー

タルの稼働率が低いこと、出力変動が大きいことなどが課題であるが、蓄電システムを

併設することによってこれら課題を解決することが可能になる。 

ZEH に限らず、その他の新築や既築住宅においても蓄電システムと太陽光発電システ

ムを組み合わせれば、太陽光発電の余剰電力を蓄電し、家庭内の電力消費に対して放電

することで、一次エネルギー使用と CO２排出量削減に貢献することができる。昨今、太

陽光発電の普及拡大が、系統の不安定性を引き起こしていると言われているが、家庭用

蓄電システムの普及が促進されれば、系統に負担を掛けることなく、家庭用太陽光発電

を普及させることが可能になる。 

 

3-1-2 既に普及している太陽光発電システムの有効利用 

既に普及している太陽光発電システムの有効利用においても蓄電システムは貢献でき

る。2019 年 11 月から買取期間が終了するユーザーが発生し始めるが、これらの発電設

備は日本の資産であり、今後も大いに活用すべきである。 

発電設備を蓄電システム併設型にアップグレードすることにより、制御可能な電源と

することが可能となる。買取期間終了後の売電価格は、大きく下がる見込みであり、蓄

電して自家消費することはユーザーの利害とも一致する。 

 太陽光発電システムの PCS は電子機器のため、寿命があり、メーカーが付与している

長期保証も順次切れていく。そのため、これまで導入された太陽光発電システムの発電

を継続させるためにはマルチ PCS を活用したアップグレードが有効である。マルチ PCS

を活用したアップグレードは、太陽光発電システムの発電状況を確認する機会となり、

PCS を含む蓄電システムに新たに長期保証が付与される。さらに、10 年前に比べ変換効

率が向上しているケースが多く発電電力の有効活用が可能となる。 

 2016 年度、2017年度に実施された経済産業省の調査事業「ソーラーシンギュラリティ

の影響度等に関する調査」においても、買取期間終了後の太陽光発電設備と蓄電池の組

み合わせがもっとも早く経済的に自立できる可能性があることが示されている。 

また、買取期間が終了した太陽光発電システムは、FIT 電源ではなくなるため、買取

り制度的には、太陽光発電からの電力を切り分ける必要がなくなる。変動する太陽光発

電の電力を蓄電池の電力で安定化したり、時間をずらしたりして逆潮流するなど、系統

と協調した新たな活用方法が可能となり、VPP 電源としての有効活用、新たなビジネス

モデルの創出に貢献できるものであり、エネルギー基本計画の実現に向け、重要な役割

を担う市場である。 

 

3-1-3 蓄電システムによる系統負荷抑制 

多くの蓄電システムは、太陽光発電システムからの電力が不足する時間帯に放電を行

うことにより、需要家に電力を供給する機能を有している。これは太陽光発電の発電電

力が不足する雨、曇りの日や日没後の電力消費が多くなる時間帯に電力を供給できるた

め、系統との親和性を高めることにも繋がる。 
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太陽光発電の大量導入時に想定される課題の一つに、いわゆる”ダックカーブ”問題

がある。これは、太陽光発電が終了する夕方の急激な需要の増加に対し、他の発電設備

での調整が追い付かない問題であるが、日本においても、太陽光発電の導入が進んだ九

州電力管内では、この課題が顕在化した。 

第 12回電力需給検証小委員会（2015年 10月 9日）で報告（※※）されているように、

九州電力エリアでは節電の浸透や太陽光発電の普及により、電力ピーク発生の時間帯が

夕方に移行してきており、2015 年には電灯点灯時の 19 時～20 時にピークが多く発生し

た。また、最近では JEPX（一般社団法人 日本卸電力取引所）での電力取引価格の高値

も昼間から夕方にシフトしつつある。これは太陽光の発電が十分に得られる昼間はピー

ク電力抑制に寄与する一方で、太陽光発電の出力が低下すると同時に、夕方の電灯消費

が始まる夕方の電力の需給調整が厳しくなってきていることが一因として考えられる。 

太陽光発電と蓄電システムを併設した場合、太陽光発電が発電しなくなると、家庭で

の電力消費に対して蓄電システムから電力供給できるため、夕方の電灯消費による需要

の増加を緩和する効果がある。 

今後、既設の太陽光発電ユーザーが、自家消費用途として蓄電池システムを導入すれ

ば、昼の発電電力を蓄電し、それを夕方以降に使うことになるため、ダックカーブ問題

の緩和に貢献できる。 

※※総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力需給検証小委員会(第 12 回) 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_jukyu/01

2_haifu.html 

太陽光発電システムと連携させない場合でも、家庭用蓄電システムを予め設定したス

ケジュールに従って運転することで、時間帯別料金体系を利用してエネルギーのピーク

シフト、家庭内のピークカットが可能であり、ユーザーの電力料金を低減することがで

きる。このような家庭用蓄電システムが普及した場合、住宅内の消費電力平準化が、電

力事業者の発電負荷の平準化に繋がり、ピーク需要に合わせた相応規模の発電設備は不

要となるため、平準化が進めば、電気料金の更なる低減が期待できる。 

 

3-2 電力自由化への貢献 

2016 年度から電力小売全面自由化が始まり、2020 年度からは発電事業者と送配電事

業者、小売電気事業者が分離され、いわゆる電力自由化の時代へ向かう転換期となって

きている。電力小売全面自由化により、さまざまな事業者が電気の小売市場に参入して

くることで、一般家庭においても電力購入先の選択幅が広がってくる。このような背景

の中、電力小売事業の一つであるアグリゲータは、一般顧客と契約をして、契約者全体

を取り纏めてネガワットを発生させ、電力取引市場でより低価格な料金で電力を購入し

て売電するビジネスを成立させようとしている。このため、契約顧客間での電力融通や、

電力バッファを設けて需要を安定化しなければならない。この電力バッファには、蓄電

システムが大きな役割を果たす。また、電力自由化になると電力の調達先の選択幅が増

えるため、資源エネルギー庁が取り組んでいるスマートコミニュティー構築にも拍車が

かかると想像される。この構想は、低炭素社会、効率的なエネルギーの利用をめざすも

ので、太陽光、風力などの再生可能エネルギーが多用される。これらのエネルギーは、

気象によりその出力変動が激しいため、その平準化のために、蓄電システムやエネルギ
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ー管理システムを用いた調整力が有効な手段となる。資源エネルギー庁は、2020年を目

途に、調整力の確保をより効率的に実施することを目的に、柔軟な調整力の調達や取引

を行うことができる市場（需給調整市場）の創設を進めている。一方で、世界的に技術

革新が進んでいるブロックチェーン技術を一般家庭と事業家で直接電力売買の決済手段

とする研究・実証実験が世界各地で進んでおり、蓄電システムによる調整力と決済手段

が組み合わさることでイノベーションが加速し、一般家庭にとっての価値になることが

期待される。 

ブロックチェーン技術は、仮想通貨の中核技術として発明された分散台帳を実現する

技術で、二者間の取引を効率的かつ検証可能な方法で記録することができるため、太陽

光・風力のような分散型・変動型の再生可能電力が、これまでのように電力会社が中央

管理する方式ではなく、発電事業者と需要家の peer-to-peer（P2P）取引により直接売

買可能となる。 

近い将来、大規模な発電所で電力を大量生産し送配電網を経由して需要家に電気を届

けるという中央集権型の電力供給システムを、何百万もの小規模な再生可能エネルギー

発電設備や蓄電池や EV（電気自動車）が自由に電力を融通し合うことによって電力を効

率的に活用できる分散型エネルギー社会へと、変貌させる可能性があると考えられてい

る。 

電力自由化後、蓄電システムと電力供給を組み合わせた、従来にないサービスが市場

に出始めている。 

具体的な事例として、蓄電池導入とセットで電力料金を割引料金にするサービスプラン

を開始し、AIによる電力使用の最適化を一般家庭向けに訴求している。また、従来の従

量電灯の料金体系である時間帯や季節による単価の変動がない標準的な 3段階制料金プ

ランとは異なる、電気使用量に応じて単価が変わる従量電灯サービスを開始している電

力会社もある。このサービスは電気使用量が多い家庭向けのプランとなっている。基本

料金の決定方法を産業用デマンド料金体系と同様、一年の中で使用電力量が最も高い月

の基本料金が、その後の11ヶ月間継続される方式を採用しているため、デマンドピーク

に到達する前に蓄電池から放電し、基本料金の上昇を抑えるといった使い方も考えられ

る。こうした電力自由化と蓄電システムとの組合せにより、一般家庭向けにメリットを

提供する機会は増えていくものと期待される。 

 

3-3 災害時における貢献 

1995 年に発生した阪神･淡路大震災では 260 万戸、2011 年に発生した東日本大震災で

は 890万戸が停電し、90％以上の復旧までに７日～10日間を要したと言われている。こ

れはガスや水道など他のインフラよりも２倍以上の被災率である。中央防災会議南海ト

ラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによると、南海トラフ巨大地震が発生すると、

広域にわたって最大 2,700 万戸が停電すると推計されており、過去の震災を大幅に上回

る被害が起こる可能性がある。一方、地球温暖化が遠因と考えられるゲリラ豪雨や大型

台風による被害も近年頻発しており、同様に広範囲、長期間にわたる停電が起こる可能

性がある。国土強靭化の観点からも、防災対策の強化が望まれるところである。 

 

3-3-1 避難所に設置される蓄電システム 

地震、台風などの災害が起こった際、学校の体育館など公共施設が地域の避難所とな



  蓄電システム業務専門委員会 

蓄電システムビジョン検討 WG 

- 17 - 

る。避難所には毛布・飲料水・非常食などの「物資」の備蓄のみならず、「明かり」や

「情報通信」といったインフラ機能も必要となる。 

公立の小・中学校には、従来から文部科学省主導で太陽光発電設備の設置が推進され

てきたが、太陽光発電単独では夜間や雨天時に十分な電力を確保できなかった。発電機

の併用ももちろん可能だが、メンテナンスが必要なこと、燃料の確保、夜間使用時の騒

音などの課題があった。 

蓄電システムを太陽光発電と連携させることで、従来の太陽光発電では使えなかった

雨の日や夜にも電力が安定して使えるようになり、両者の不足部分（太陽光発電システ

ムは雨天時や夜は電力供給できない。蓄電システムを長期間使うためには充電が必要）

を補完することができる。体育館の夜間照明を確保したり、情報入手のためのテレビ・

ラジオ等の電力に活用したり、被災者のスマホや携帯電話の充電することができる。 

 

3-3-2 家庭に設置される蓄電システム 

首都圏で大規模災害が発生した場合、避難所の収容人数が不足することが懸念されて

おり、民間施設を利用した避難や、家屋の安全を確認した上で、「在宅避難」を行う必

要があると言われている。家庭においても、太陽光発電と蓄電システムを組み合わせる

ことで、「在宅避難」の実現可能性が高まるとともに、災害に強い家づくり・街づくり

に貢献できる。 

2016年4月に発生した熊本地震は、家庭用蓄電システムが普及開始後の初めての大型地

震となった。4月14日発生の余震では停電家屋は1.7万戸にとどまったが、16日発生の本

震では最大47.7万戸が停電になり、熊本県内に設置された多くの蓄電システムが実際に

被災者方々の（避難）生活を支えた記録が報告されている。一例をあげれば、益城町な

どの多くの蓄電システム設置ユーザー宅では、全・半倒壊は免れたものの何度も繰り返

される停電時に、昼間の太陽光発電を蓄電システムにフル充電した蓄電システムからの

電力で、①不安な夜を過ごさなくて済んだ、②余震が怖くて車中泊せざるを得なかった

夜も家屋に電灯が灯り防犯になった、③停電時に近所の人たちが集まってテレビからの

情報を共有したり、④スマホや携帯電話の充電をしてあげたり、また、⑤冷蔵庫が使え

たのでコンビニでなま物も購入でき保存が効いた等、蓄電システムが、「在宅避難」で

の利便性の向上だけでなく「地域」にも役立ったとの報告が上がっている。同様の報告

が、2016年8月に岩手県岩泉町を襲った台風10号の暴風雨の際の避難所などでもなされて

いる。 

2018 年は非常に多くの災害が発生した。6月には大阪北部地震で約 17万戸、7月には

西日本豪雨では約 25 万戸、8 月の台風 20 号では約 29 万戸、9 月の台風 21 号では 298

万戸、9月の北海道胆振地震では約 295万戸、9月～10月の台風 24号では約 216万戸の

停電が起こり、場合によっては停電の期間が数日続くケースも見られた。これらの災害

においても、①大変な風雨だったが、明りがついたので、不安感が和らいだ、②炊飯器

と冷蔵庫が使え、温かい食事ができた、③スマホの充電ができたので、親戚への連絡や

自治体から発信される情報の確認ができた、④停電が長く続いたが、太陽光発電と蓄電

池の組合せで、自宅で生活ができた、⑤2 日間の停電の間、途切れなく電気を使うこと

ができた、⑥冷蔵庫のものが腐らずにすんだ。⑦日中に掃除や洗濯ができて助かった、

など災害時の不安を和らげることができることや、太陽光発電の電力を有効に活用して、

長期の停電でも生活が継続できることなど、蓄電池が活躍した事例がこれまで以上に報
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告されると同時に、⑧自動で切り替わったので、あわてることなく対応できた、⑨外出

中でも自動で切り替わっていたので助かった、など自動切り替えの有効性に関する報告

も多くあがっている。 

 

3-4 VPP 用蓄電システム 

VPP は、従来は電力の需給バランス調整を系統側のみで行っていたものを、需要家が

所有する太陽光発電システムやエネファーム（燃料電池）などの創エネ機器、蓄電池や

EVなどの蓄エネ機器、エコキュートやエアコンなどの省エネ機器を統合的に制御するこ

とで需要家側でも電力使用量を調整し、需給バランスに貢献することで、調整力として

の火力代替・再エネ導入拡大を進め、省 CO2、エネルギーコスト削減を図ることを目指し

たものである。その際の電力量を制御する手段として、蓄電システムは重要な構成要素

となっている。 

VPP では、工場やビルなどに設置される大容量の蓄電システムとともに、住宅や小店

舗などに設置される家庭用の蓄電システムなどを束ねて電力取引をする中で、アグリゲ

ータが重要な役割を担っている。また、蓄電システムとともに太陽光発電、エコキュー

ト、エネファームや空調・照明機器、EVPS（車両の充放電をコントロールする装置）な

どの需要家のエネルギー関連機器を統合的に遠隔制御し、エネルギーリソースとして活

用することが望まれており、計量法に準拠したスマートメーターの B ルートでの計量値

の活用を含め、HEMSの役割が重要となっている。 

一方、アグリゲータは、電力取引市場での取引のためにもなるべく安価な電力を調達

するとともに、上げ／下げ DRの要請に応じた電力を調整することがビジネスにおいて重

要となることは言うまでもない。そのために、電力の使用時間帯の異なるオフィスと家

庭を組み合わせるなど、幅広いリソースを管理することが望まれている。家庭用のリソ

ースについては一個単位では小さなリソースではあるが、普及が進んでいる太陽光発電

システムやエコキュートなどを束ねて制御することで、VPP に活用可能なリソースとな

る。そのためには、需要家の所有する異なるメーカーの蓄電システムや省エネ機器を

HEMS で相互接続したうえで遠隔制御することが必須であり、マルチベンダー環境での相

互接続を実現するために、標準的な通信規格として ECHONET Lite 及び AIF認証制度の活

用が重要となる。 

これらを背景として、2016 年度からの 5年計画で、官民で課題解決に向けた討議の場

としてエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会（ERAB検討会）が設

立され、経済産業省の主導のもと、ネガワット取引市場、セキュリティ管理などを含め

た幅広い議論が進められている。その中で、需要家のエネルギー機器を VPP に活用する

ために、なるべく多くの機器が、コストアップを抑えた中でアグリゲータが遠隔操作で

きるよう、ECHONET Lite の Property 拡張とともに、AIF認証制度の内容を更新する検討

がなされてきた。 

また、電力取引の中では、蓄電システムから系統への逆潮流を可能とすることで、そ

の用途が大きく広がることが期待され、その実現に向けての検討が進められている。さ

らに、PVの自家消費のために普及が進んでいるマルチ PCSからの蓄電池の逆潮流につい

ても重要であり、EV を含めたマルチ入力 PCS からの逆潮流についての検討を 2018 年度

から ERAB検討会で進めている。 

一方、2019年以降に発生する FIT切れユーザーについては、電気自動車や蓄電池と組
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み合わせるなどして太陽光発電電力を自家消費すること、小売電気事業者やアグリゲー

タに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電することを基本とする施策が提案されてお

り、アグリゲータにとって大きなビジネスチャンスとなる。すなわち、既存の太陽光発

電システムを活用することで、新規導入に比較して安価で再エネ発電能力を入手できる

とともに、蓄電システムの導入加速にもつながり、アグリゲータは需要家との電力契約

の一環としての蓄電システムのレンタル導入も視野に入れて、VPP に活用可能なエネル

ギーリソースの拡大を狙っている。 

その際には、蓄電システムは長期間、より多くの回数で充放電制御し、少しでも多く

の電力量を取引できることが重要である。蓄電システムは継続使用により徐々に充放電

量が減少するが、生涯寿命としての充放電量の多寡とともに、その劣化状況を把握する

ことがアグリゲータからは要求されている。その要求に応えるために、劣化診断関連の

技術開発が進められており、その加速が望まれる。 

ERAB 検討会では、電力量（kWh）とともに電力（kW）を対象としたネガワット取引市

場への適用からスタートし、2020 年をターゲットにリアルタイム取引を視野に入れて、

検討が進められている。そのために、蓄電システムにおいても充放電可能な容量（kWh）

とともに、充電・放電時の電力（kW）が重要な仕様となっている。逆潮流を可能とする

ことで、家庭用蓄電システムも kW用途での VPP活用も今後期待されている。 

 

3-5 EV 用 PCS 

低炭素社会の実現に向け、EV（電気自動車）を代表とする次世代自動車の普及拡大は

地球環境保護の観点から重要なテーマとなっており、国内外の自動車メーカーは低公害

車（ECO カー）の普及に取り組んでいる。特に、2017 年秋以降、海外メーカー、特に欧

州、中国メーカーの積極的な取り組み状況が数多く報道され、いわゆる「EVシフト」の

トレンドが本格化し始めている。日本において現在はハイブリッド車が主流であるが、

今後、PHV（プラグインハイブリッド車）や EV や FCV（燃料電池車）も政府の後押しを

受け急速に普及が進むものとみられる。 

EVや FCV普及にはガソリンスタンドに相当するインフラの整備も重要であり、EV用の

充電スタンドは全国で 2 万基（普通充電および急速充電合計）を超え、また FCV 用の水

素ステーションも各地に設置が進められている。（計画中を含め日本全国で 91箇所） 

V2H（Vehicle to Home）システムとは、こうした EV、PHV へ倍速で充電が可能なだけ

でなく、これら車両に内蔵された大容量蓄電池や FCV の燃料電池から電気を取り出し、

家庭の電力として使用する双方向充放電可能なシステムで、CHAdeMO 協議会で規定され

た規格を有したシステムをいう。EVの蓄電池は航続走行距離を伸ばすために大容量化が

進んでおり、EVを移動する手段としてだけではなく内蔵蓄電池を活用した新たな機能を

生み出すものとして注目されている。 

 

V2H の利点は下記のとおりである。 

・ EV・PHV等への倍速充電が可能 

・ EV・PHV等に蓄電された電力を家庭用電力として使用可能 

・ 昼間の系統からの電力買電量を削減することで電力系統のピークシフトに貢献でき

るばかりでなく、月々の電気代の節約も可能となる 

・ 非常時には EV・PHVを非常用電源として活用可能 
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・ 太陽光の発電電力を車両に充電して走らせる究極の脱炭素を実現可能 

 

車両の蓄電池から電気を取り出すためには車両側にも機構・システムが必要となるが、

日本では EVPOSSA/CHAdeMO 協議会*が規格化（電動自動車用充放電システムガイドライン

第2.1 版 2014 年11 月14 日）を行うことで標準化が図られている。海外では、CHAdeMO

以外にも欧州を中心とした Combined Charging System（CCS）や中国の GBが併存してお

り、グローバルな観点では規格の統一化が望まれるものである。 

 

*EVPOSSA：一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会、安全・安心な普通充

電器の普及を目的に設立。 

CHAdeMO 協議会：EV の利用拡大に向けて急速充電基準の標準化を目的に設立。世

界で最初に EV用急速充電器の充電規格を制定。 

 

 また、近年は、太陽電池、蓄電池、車載電池の３電池を一つの PCS で繋ぐトライブリ

ッド型蓄電システムが商品化されている。これは、従来の蓄電システムと V2H システム

を融合させた商品で、太陽光発電を蓄電池に貯めて夜間に使用できるほか、昼間、通勤

などで EV が自宅に無い場合も、一旦蓄電池に貯めて、夜帰宅した際に、蓄電池から EV

に電力移動する等の使用方法が可能となった。 

 

今後、V2Hが普及期を迎えるにあたっては、EV、PHV、FCVの市場拡大が大前提であり、

その上で低価格化や以下のような利便性の向上が市場のニーズとなるものと考えられる。 

・ 充電時間の短縮 

・ ワイヤレスでの充放電 

・ 太陽光発電・家庭用蓄電システムとの連携や HEMS などを活用した電力の最適化管理 

など 

 

V2H は主に一戸建て施設の閉じられた範囲内での電力の活用を想定しているが、電力

系統と接続し系統間との電力をやり取りする V2G（Vehicle to Grid）や VPP 用蓄電シス

テムとしても実証実験が開始されている。 

駐車中の動いていない車に新たな価値を生み出す V2H は、家庭用蓄電池を車の蓄電池

に置き換えたシステムでもあり、蓄電池の活用の概念は基本的に同じである。蓄電池の

価格が高い現状においては、二者択一の感があるが、今後は両者を連携・役割分担させ

ることで、再エネ電気の自家消費率を更に向上させることが可能となる。スマートグリ

ッド構想の実現においても EV・V2H と家庭用蓄電池はお互いが補完的な役割を担うもの

となるだろう。また、EVシフトが進む中で、カーシェアリングと V2Gの親和性が高いこ

とも、今後の V2G システム普及の原動力を担う可能性を秘めている。 
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4. 性能・安全性 

4-1 技術（性能、安全性）における課題と施策 

「3. 社会的有用性」で述べたように、蓄電システムを太陽光発電システムと組み合わ

せることで、その利便性を向上させたり、系統の安定化や再エネの自家消費を促進した

りすることによって CO２ 排出量削減などに効果を発揮することが可能となる。そのため、

蓄電システムには太陽光発電システム設備の寿命に応じた製品寿命が求められると共に、

エネルギーを最大限活用するために電力の出し入れに伴う電池部、PCS部の効率の高さも

求められる。もちろん、システムとしての信頼性、安全性を確保すると共に、経済性も

求められるところである。 

 

4-2 実効容量と劣化診断技術 

蓄電システムの基本性能の重要な仕様として、「実効容量」があげられる。これまで

は、蓄電システムに搭載している蓄電池の容量（DC 値）をベースに定格容量を定義し、

蓄電システムの基本仕様として説明することが一般的であったが、実際には蓄電システ

ムから充放電できる電力量（AC 値）の多寡が重要である。特に、VPP で活用される蓄電

システムでは、アグリゲータは系統とのやり取りで電力量を AC値として定量化すること

を望んでいる。そのような中、JEMA では、そのベースとなる工場出荷時の初期状態での

実効容量を議論し、JEMA規格として定義および試験測定法を明確化した。また、その内

容を ERAB検討会にて報告しオーソライズするとともに、2017年 3月 17日に日本電機工

業会規格「JEM1511 蓄電システムの初期実効容量算出方法」として発行した。 

 

 

 

更に、アグリゲータ視点では、導入後の蓄電池の劣化の度合いを把握し、運転経過後

の現時点で充放電できる電力量を正確に把握することが重要となる。蓄電池の劣化は、

充放電の運転履歴（充放電量や充電レートなど）や温度などの環境条件の影響があり、

劣化状況を正確に評価することは難しく、大学や各社が評価方法の開発を進めているが、

未だ技術開発の段階であり実用化レベルには到達していない。今後のアグリゲーション

ビジネスの観点からすると、評価技術が標準化され、各社の蓄電池性能を比較できるこ

とがより重要となってくると考えられる。その際には、蓄電池の運転状態によって劣化

性能は大きく左右されるので、充電レートや充放電深度などの製品仕様を考慮したうえ

で、劣化診断手法の標準化の検討が進められることが望ましい。 

「JEM1511 蓄電システムの初期実効容量算出方法」の概要 

 

・算出方法：定格容量(kWh)×放電深度(DOD)×システム効率 

 定格容量：蓄電池単体の DC 出力容量（従来の定義ベース） 

  放電深度：蓄電システムでの設計仕様値 

  システム効率：PCS の消費電力を含む、DC⇒AC の変換効率 

・実測による検証方法 

  上記算出値の検証方法として実測による方法を規定 

  供試機の充電完了から放電完了までの放電容量を測定 
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ここで、蓄電池の劣化指標関連についての考えを整理する。まず、SOH(State of 

Health)は蓄電池の基本性能として重要な因子であり、各社は蓄電システムにテストモ

ードを搭載して定期的に診断しているが、その手法は各社独自のものである。そこで、

現状把握として、各社の蓄電システムの実使用状態でのモニターテストを行い、テスト

モードを含めた運転履歴を把握し、データ蓄積を行う。これにより、評価手法の標準化

開発を進めながら、市場での予備実験データをとることが可能となり、評価手法の検証

にも実験データを活用することで、標準化開発期間の短縮効果が期待される。更に第 3

者機関がこのデータを一括的に分析することにより、各社の機器のバラツキについても

検討を行うことができ、各社が劣化診断技術開発を進めるよりも効率的に標準化技術の

開発を行えることが期待される。 

 

4-3 性能基準と安全基準 

電池システムに関する性能および安全性規格に関しては、JIS C 8715-1（産業用リチ

ウム二次電池の単電池及び電池システム－第1部：性能要求事項）、JIS C 8715-2（産業

用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第２部：安全性要求事項）、IEC 62620

（産業用リチウム二次電池の性能・表示規格）、IEC62619（Secondary cells and batteries 

containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for 

secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications）が代

表例として挙げられるが、これらは、蓄電システム市場での必要最低限の基準であり、

今後、蓄電システムを普及拡大させて行くにあたっては、使用環境の変化、性能劣化に

応じた性能基準、安全基準の策定についても考えて行く必要がある。例えば、充放電サ

イクル特性は、蓄電システムの設置場所の温度、充放電レート（電流）および待機時間

（保存時間）に大きく影響を受けるため、機器の使用地域の気候（温暖～寒冷）等、実

際の使用条件に応じた評価が必要である。 

また、蓄電モジュールの安全性確保のため、１セルが熱暴走しても、周囲のセルは熱

暴走しない耐類焼性を有することも極めて重要である。上述したように、使用環境や経

年劣化によって、セル間のインバランス（不均衡）など不安全性が高まる可能性もある

ため、それを想定した類焼試験で安全性を評価することが有用となる。更に日本が地震

国であることを考えると、建物の倒壊等の非常時を考慮した安全性確保も求められると

ころである。 

蓄電モジュールの耐類焼性については、日本国内の JIS 規格で業界標準化し（JIS C 

8715-2）、これを国際的にアピールすることで、IEC 国際規格化した（IEC 62619）。 

これにより、蓄電システムの安全性は、より高いレベルで確保されており、信頼性の

確保に大きく貢献している。 

一般的に、蓄電システムの安全設計は、電池材料の安全範囲・セルの運用範囲を考慮

した上で、システム運用範囲が包含されるように初期設計される。これが、温度環境を

含め長期間使用されるに従い、電池セルの内部状態変化により容量低下とともに電池材

料の安全範囲からの逸脱に結びつく劣化が起こると、システム安全性が損なわれるリス

クが生じる。このような観点からも、夜間に充電し使用される家庭用蓄電システムの長

期安全性能は極めて重要である。また、EV用蓄電池などからリユースされる際には、製

品の安全性視点から耐類焼試験を含めた安全性評価が有用である。 
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4-4 次世代蓄電池による耐久性・安全性の向上 

次世代蓄電池開発の国際競争が激化する中、官民が連携して無機固体電解質を使用し

たリチウムイオン電池（以下、全固体LIB）の共通基盤技術の研究開発を進めている。 

全固体LIBは固体電解質を使用するため、有機液体電解質を使用したリチウムイオン電

池（以下、液系LIB）に比べ、安全性の向上・モジュール体積の減少・充電時間の短縮・

高温や低温での出力低下も少ないといった長所がある。 

また、このことにより安全部品が削減できるため、低コスト化・コンパクト化を可能と

することが期待できる。 

全固体LIBは技術難易度が高く、技術的な課題をなかなかクリアできなかったが、全固

体電池などを開発・製造するメーカーの多くは、2020年代前半を市場参入の目標時期と

している。 

 

4-5 PCS 関連技術 

これまで、太陽光発電向けのPCSでは、系統連系のルールに沿って、日射状況によって

変化する電力を効率よく出力することが機能として求められていた。 

2012年～2013年にかけて、系統連系型の蓄電システムが各社から商品化が進められた

が、導入初期には系統連系の認証制度はなく、各電力会社との個別連系協議が必要であ

った。 

JEMAでは、電力会社や認証機関等と連携し、蓄電池単独のシステムの系統連系認証基

準案の策定を推進し、2012年7月に運用が開始された。これにより、蓄電システムの系統

連系時の申請作業が大幅に軽減され、普及促進の後押しとなった。 

その後も複数直流入力PCSの認証基準案の策定（2013年から運用開始）、マルチ入力PCS

の認証基準案の策定（2017年1月運用開始）等を進めると同時に、各メーカーは蓄電池単

独のシステムから複数直流入力システムへと進化させてきた。 

マルチ入力PCSは太陽光発電と蓄電池を一つのPCSで制御することが可能で、それぞれ

単独のPCSに比べ、ACへの変換ロス低減による効率向上とともに、システム稼働率（PCS

の負荷率）が向上し、システムの運転コスト低減にも貢献している。 

蓄電システムは、系統軽負荷時は蓄電池に充電、重負荷時は放電することにより、周

波数変動を抑制することが期待されているが、そのためには系統への逆潮流が必須であ

る。しかしながら、蓄電システムからの放電電力の逆潮流は、現在の固定価格買取制度

においてはFIT電源と切り分けが必要であることを要因として認められておらず、 調整

力・系統安定化機能として活用しきれていない。 

VPPでは、蓄電システムの調整力への活用が必要不可欠であり、蓄電システムからのFIT

電源と非FIT電源の切り分けルールの確立が急務である。更にネガワット取引でのベース

ラインの考え方、機器の特性を損なわない制度づくりが必要である。その際には、マル

チ入力PCSではDC側で太陽光発電と蓄電システムが接続されているためにこれらの電力

量を計量することは困難なこともあり、計量法に対応した合理的な計量ルールの検討が

重要である。 

将来の技術としては、調整力の電源I-aにも参加可能な電源とするべく、周波数調整機

能を付与したPCSの開発も取り組まれている。周波数制御は早い制御が必要となるため、

その制御方法として、リモート制御とローカル制御を組み合わせた制御などが提案され

ている。  



  蓄電システム業務専門委員会 

蓄電システムビジョン検討 WG 

- 24 - 

5. 提言 

5-1  家庭用蓄電システム普及における課題 

再生可能エネルギーの大量導入を実現するためには、自家消費の拡大、系統の調整力

の増強が必要であり、その解決の鍵を握るのが蓄電システムである。 

家庭用太陽光発電システムは、太陽光発電が発電する時間とユーザーが電力を消費す

る時間にギャップがあるため、発電量の多くを系統へ逆潮流している。現在は、余剰電

力買取り制度により高い金額で発電電力を買い取ってもらえるが、今後売電買取り金額

も下がる一方、電気代は上がる方向にあるため、昼間に発電した電力を蓄電池にため、

夜に活用するようなシステムが必要となる。 

また、系統の調整力の視点では、太陽光発電の電力を VPP 等で制御可能とし、系統容

量が不足する場合には蓄電したり、系統側で電力が足りない時は太陽光発電の電力に蓄

電池の電力を加えて安定した出力にしたりするようなシステムが必要となる。 

これらの普及を実現するための課題を下記に整理する。 

 

5-1-1 FIT 切れユーザーの太陽光発電の継続 

再生可能エネルギーの大量導入に向けて重要な取り組みの一つは、2019年以降に大量

に発生する FIT 切れユーザーの発電の継続である。一般に、太陽光パネルは 20 年～30

年間、またはそれ以上発電し続けることが可能であり、住宅に設置されたパネルは改築・

解体するまで設備が維持されて稼働し続けることが期待される。 

太陽光パネルの寿命と電力を変換する PCS の寿命に大きな差がある。長期にわたり発

電を継続するためには、PCS の交換が必要であり、設置ユーザーに発電の継続を促す提

案が必要である。2019 年 11 月以降順次買取り期間が満了するが、これは FIT という支

援制度に基づく 10年間の買取りが終了するに過ぎず、その後も 10年・20年の長きにわ

たって自立的な電源として発電していくことが期待されている。 

FIT 切れユーザーにマルチ PCSを用いた蓄電システムを導入すれば、太陽光発電の PCS

も新しいものとなるため、太陽光発電の発電継続が可能となり、有効な施策となり得る。 

また、FIT 切れユーザーは高齢化しており、住宅の大規模改修は難しい場合もあるた

め、シンプルに機器を追加設置するような取り組みの推進の検討が必要である。 

さらに、投資回収が済んだ再生可能エネルギーを活用した新たなビジネスモデルが自

立化の先駆けとなって、ポスト FIT へと継続的な新規投資が生まれる事業環境が醸成さ

れることも期待される。 

 

5-1-2 系統制約解消への取り組み 

九州電力等のエリアでは、太陽光発電の出力抑制を行うなどの系統制約が顕在化して

いる。今後さらなる再生可能エネルギーの普及拡大にはこの課題への対応が必要である。

FIT が終了する太陽光発電設備の取り扱いとして、「固定価格買取制度（FIT 制度）によ

る買取期間が終了した電源については、法律に基づく買取義務は無くなるため、電気自

動車や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費すること、小売電気事業者やアグリゲー

タに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電することが基本」との方針が資源エネルギ

ー庁により示されている。自由契約による余剰電力の買取りなど新規ビジネスの創出は、

FIT 終了後の発電維持のモティベーションとして非常に重要であるが、系統への負荷を
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軽減はしない。 

余剰電力を買い取る側は、できる限り市場価格が高い時間に約束された電力量で購入

したいと考えるため、今後は余剰電力を買い取るようなビジネスを促しつつ、長期的に

は、太陽光発電を VPP 等で制御可能な電源にして、必要な時に買い取るような仕組みに

していくことが重要である。 

また、直近では、九州電力管内で太陽光発電の発電量が、調整力を上回ると予想され

ることにより、実際に出力抑制が発動された。蓄電池を設置し、余剰電力を蓄電し、夜

に使うような自家消費型の活用を推進することにより、出力抑制される電力を減らすこ

とができる。 

VPP 等で制御可能な太陽光発電の必要性は、新規に太陽光発電を設置する場合にも同

じである。現状は、太陽光発電の新規設置ユーザーで蓄電システムを併設するのは数％

程度となっているが、今後、制度の見直し、技術開発による性能向上、コストダウン、

VPP の普及等によって、太陽光発電システムへの蓄電システムの併設を 100％に近づける

ことで、再生可能エネルギーの大量導入が可能となると考える。 

 

5-1-3 蓄電池電力を逆潮流するための制度整備 

コストダウンのチャレンジとして、業界では PCS のマルチ化を進めてきた。マルチ型

の PCSは太陽光発電の電力を ACに変換することなく蓄電池へ充電可能であり、自家消費

を推進する場合に効率よくエネルギーを活用することができる。 

さらに、太陽光発電に蓄電池を同時設置する場合に、従来は、太陽光発電用の PCSと、

蓄電池用の PCS が各１台必要だったものが、1 台で対応可能となるため、太陽光発電シ

ステムとしてのトータルコスト、設置コストが安くなりコストダウンに大きく貢献する。 

しかしながら、直流側で太陽電池の電力と蓄電池の電力を合成し、その電力を変換し

て系統へ出力するため、電力を区別できないという課題がある。 

今後、さらなる普及のためには、追加コストがかからないマルチ型システムからの電

力の逆潮流の制度設計が必要となる。 

また、企業を中心に再生可能エネルギーの活用が増えてきているため、家庭の太陽光

発電で発電した電力の価値を企業へ転売するなどが考えられる。売電された電力は売電

用の電力メーターで計量可能であるが、、家庭で自家消費した場合の環境価値についても

計測し、流通できれば、再生可能エネルギーの価値が向上する。 

これら仕組みを、追加コストが発生しない、簡易な方法で実現することによって、再

生可能エネルギーの安定化、普及拡大に貢献できる。 

 

5-1-4  コストの低減 

現状、蓄電システムは経済効果に対して購入価格が割高なので、停電時の備えなどの

付加価値を重視するユーザー層が中心であるが、今後の市場拡大を加速するためには、

購入価格の低減と電力環境の変化によって、蓄電システムにも一定の経済効果が見込ま

れることが必須である。 

 購入価格の低減には、商品そのものの原価低減と諸外国に比べて割高な流通コストの

低減の２つの要素がある。商品原価は、①市場規模が拡大し生産量の増大による量産効

果、②主要部材であるリチウムイオン蓄電池が電気自動車などの生産量増大によってコ

ストダウンされること、さらには、③設置工事が簡単な機種開発でトータルコストの低
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減、④電気自動車で活用したリユース電池の二次利用、⑤現在、開発期間の長期化要因

の一つとなっている系統連系認証取得期間の短期化などの要因がある。 

 一方、流通コストは、①太陽光発電の販売チャネルと同様な多段階のチャネル構造の

短縮化、②新築住宅や新設太陽光発電との同時設置比率の増大化、さらには、③PPA（電

力販売契約）や TPO（第三者所有）スキームでの活用などが期待される。 

 また、ユーザーにとって、絶対的な金額の小さい、小容量の蓄電池システムの導入推

進や、将来、電池の低コスト化に伴って容量が拡充できる仕組み作り、蓄電池容量の追

加導入、蓄電池のサイクル性能向上によるライフサイクルコストの低減などの取り組み

も重要である。 

 

5-2  家庭用蓄電システム普及に向けた施策 

集中制御型から分散型へ世界が移行する中で、再生可能エネルギーを活用した分散型

エネルギーを系統に組み込んだ系統の構築は、またどこの国も達成しておらず、これか

ら世界の競争が始まる。 

日本は、長きにわたり住宅用の太陽光発電を推進してきた。その資産として、システ

ムの設置件数は 200 万件を超え、それを実現した設置工事網、それを維持しているメン

テナンス網等が構築されており、住宅用の太陽光発電設備による発電量は世界的にも高

い水準にある。  

これら資産を有効に活用し更に規模を拡大する中で、太陽光発電システムに蓄電池を

併設することにより VPP等で制御可能な分散電源として電力網に組み込み、CO2削減に寄

与する世界に先駆けた新しい電力網の構築を推進することを提案する。 

特に、新しい施策展開として、下記の 2 つのカテゴリーについて重点的に取組むこと

で、世界をリードする蓄電池産業の構築が可能となり、再生可能エネルギーを組み込ん

だエネルギーネットワークの構築に貢献できるものと考える。 

 

◆買取期間終了後の太陽光発電をアップグレードする蓄電池の導入推進 

 ①蓄電システムの長期運用が可能な製品・保証/メンテナンス等の仕組み作り 

 ②長期運用によるライフサイクルコスト・安全性を考慮した蓄電池価値評価 

 ③容量のバリエーションを許容する目標コスト算出方法の再検討 

 ④FIT制度早期卒業を促す施策の検討（賦課金負担の軽減） 

 

◆既築住宅向け PV導入時の蓄電池のセット率向上推進 

 ⑤住宅性能に依存しない、電力の自給率を主とした価値評価 

 ⑥マルチ PCS、EV用 PCS の提案・普及推進 

 ⑦自家消費を促す仕組み作り 

   自家消費分の環境価値評価、時間帯別料金の設計、 

   自家消費率に応じたインセンティブの設計 等 

 

また、上記 2 つの領域での共通事項として、下記の取り組みも重要と考える。これら取

り組みによってユーザー便益を向上させることが重要である。 

⑧HEMS 導入による電力価値の向上の仕組み 

⑨蓄電システムの電力を逆潮流するためのルール作り 
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⑩第三者所有モデル、PPA など新しいビジネスモデルの構築 

 

本ビジョンの市場動向の章で提示した仮定では、自家消費を促すような普及促進活動

等の政策支援の実施有無により、2025年の断面では累積導入量に56万台の差が生じる。

この差は、これら蓄電設備を追加設置する太陽光発電設備の容量を平均 4kW とすると、

合計の電源容量約 226万 kW となり、原子力発電所約 2基分に相当する。 

また、年間の太陽光発電の発電量を 1,000kWh/kW と仮定すると、約 22.6億 kWhの電力

を発電する。この電力を仮に LNG火力で発電し、LNG 燃料費を 4.5円/kWh と仮定すると、

約 90億円/年の燃料費に相当する。 

さらに 2025年～2030 年の 5年間の累積発電量で比較した場合、179億 kWhの発電電力

の差となるため、同様の計算をすると、累積、約800 億円の燃料費が削減可能である。 

また、環境負荷の観点から比較すると、前記の発電量の差は、CO2削減量として LNG火

力発電電力の排出原単位 0.519kg/kWh を用いて計算すると、2025 年の断面では、約 117

万トン/年の CO2排出量の削減に相当し、2025 年～2030 年の 5 年間では累積約 930 万ト

ンの CO2削減ができることに相当する。 

上記提言を実行することにより、太陽光発電への蓄電池併設を推進することによって、

国が進めるエネルギー政策に貢献可能と考える。 

 

（参考） 

電気事業低炭素社会協議会の報告（https://e-lcs.jp/news/detail/000048.html）に

よれば、日本国内の発電由来の CO2排出量は 2017 年で 4.11 億トンとなっており、2016

年度比では、CO2排出量は 1,900 万トン削減されている。 

 

政策が現状維持であった場合、政策支援があった場合の導入台数目標を示す。 

【政策が現状維持であった場合の蓄電システム導入台数目標】 

  年間出荷台数 期末累計台数 

2018 年度 7.0 万台 21 万台 

2019 年度 8.2 万台 30 万台 

2020 年度 10.2 万台 40 万台 

2025 年度 17.0 万台 115 万台 

2030 年度 20.3 万台 207 万台 

 

【新たな政策支援があった場合の蓄電システム導入台数目標】 

  年間出荷台数 期末累計台数 

2018 年度 7.0 万台 21 万台 

2019 年度 12.1 万台 36 万台 

2020 年度 16.2 万台 50 万台 

2025 年度 25.4 万台 171 万台 

2030 年度 28.9 万台 300 万台 
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【略語】 

BCP（Business Continuity Plan）： 事業継続計画  

CEMS (Community Energy Management System)： 地域エネマネ HEMS  

CTセンサ (Current Transformer sensor) ： 電流センサ  

EMS (Energy Management System)：エネルギーマネージメントシステム  

ESG（Environment Social Governance）：環境・社会・企業統治  

EV (Electric Vehicle) ： 電気自動車  

EVPS（Electric Vehicle Power System）：車両の充放電をコントロールする装置  

FCV（Fuel Cell Vehicle）：燃料電池自動車 

FIT（Feed-in Tariff）： 固定価格買取制度  

HEMS (Home Energy Management System):ホームエネルギーマネージメントシステム  

IoT (Internet of Things) ： モノのインターネット  

LIB (Lithium Ion Battery)：リチウムイオン電池  

PCS（Power Conversion System）:パワーコンディショナ  

PPA（Power Purchase Agreement）：電力会社と発電者の間で締結する電力販売契約  

PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）：プラグインハイブリッド自動車 

PV（Photovoltaics）：太陽光発電  

SOH（State of Health）：電池の劣化状態  

TPO（Third-Party Ownership）：第三者所有  

UPS（Uninterruptible Power Systems）：無停電電源装置  

V2H (Vehicle to Home) ： 自動車から家への電気供給  

V2G (Vehicle to Grid) ：自動車からグリッド（電力網）への電力供給  

VPP (Virtual Power Plant)： バーチャルパワープラント  

ZEB (Zero Energy Building) ： ゼロ・エネルギー・ビル  

ZEH (Zero Energy House) ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス  
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