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協会紹介
一、台湾スマートグリッド産業協会について

本協会は 2010 年 9 月に、台湾スマートグリッド産業のシステム提供業者、
部品メーカー、マテリアルメーカーや関連研究施設などにより、設立されまし
た。台湾におけるスマートグリッド産業の発展を向上することを目的として、外
部へのコミュニケーション、交流または提携のベースを作り、国の支援補助金制
度の元でさまざまな提案を提出、中国や海外の産業・研究施設との提携を図るこ
ととともに、今後の産業発展の土台作りに努め、国内の各関連業者の架け橋にな
ることが使命としています。

二、本協会の宗旨

国内の電子・電力、電気機械や情報産業各社が持つ資源をまとめることによ
り、スマートグリッド産業の発展を推進します。

三、本協会の取り組み

1. 台湾国内のスマートグリッドシステムを構築、各関連業者の架け橋になり
ます。

2. 台湾国内のスマートグリッド産業の推進、技術の交流や統合をします。

3. スマートグリッド産業と国とのコミュニケーションを図り、産業施策の策
定に役をたつように提案します。

4. 国内のスマートグリッド産業が海外輸出する際の力になります。
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台湾スマートグリッド産業の範囲は、先進的メーターインフラシステム、先進的配電自動
化システム、スマートハウス ( 建築 ) システム、マイクログリッドシステム、スマート送電シ
ステム、スマートグリッド電力貯蔵システムなど、六大分野にわたる。産業の詳細構造と発展
の現状は次の通り。

( 一 )  先進的メーターインフラシステム

先進的メーターインフラシステムは、主にメーター、データ伝送と制御センターの 3 つに
分かれている。メーターは、スマート型メーター、データ集信装置 (Concentrator)、またはメ
ーターインターフェースユニット (Meter Interface Unit) から構成され、データ伝送は主に通信
ネットワークを公衆と個人用の広域ネットワークおよび電信ネットワーク（GPRS/GSM、光フ
ァイバーなど）に分かれる。制御センターは、 AMI 通信管理システムとメーターデータ管理シ
ステム (Meter Data Management System, MDMS) があり、また電力会社の ERP 関連アプリケー
ションソフトウェアと統合する ( 伝票作成システム、カスタマーサービスシステム、停電管理
システムなど )。

一、台湾スマートグリッド技術発展現況

図 1、台湾の先進的メーターインフラシステムのアーキテクチャ

台湾の先進的メーター関連設備項目とメーカー、加入の可能性があるメーカーは表 1 の通り。
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表 1、低圧電ユーザースマート型メーターインフラ設備業者

図 2、配電給電線自動化システムアーキテクチャ

設備 提供メーカー

高/低圧スマートメーター
TATUNG,	CHEM,	SHIHLIN(Arch),	AcBel,	Itron,	Danielgroup,	Schneider	
Taiwan

通信モジュール
AcBel,	DELTA		Networks,	Billion	Electric,	TATUNG	,	Arch,	SensingTEK,	
Itron,	FingerPRO

集信装置とメーターイン
ターフェースユニット

MOXA,	Acbel,	DELTA	Networks,	ZyXel 合勤 ,	Itron,	ITRI,	Advancetech,	
TATUNG

AMI システム
III,	TATUNG,	DELTA,	Chunghwa	Telecom,	Itron,	Altos,	Schneider	
Taiwan,	ITRI

メーターデータ管理シス
テム (MDMS) TATUNG,	III,	Chunghwa	Telecom,	eMeter、Oracle、Itron、Altos

( 二 ) 先進的配電自動化システム

配電給電線自動化システム通信回路は、主に給電線調整制御センター (FDCC) ・変電所情
報端末設備 (FRTU) ・給電線情報端末設備間とのデータ伝送 (FTU) を行う。変電所内の FRTU は、
自動化システムで集信装置 (Sub-station Concentrator) の役割を果たし、光ファイバーで信頼性
の高い伝送を維持している。

地下配電区で光ファイバーを採用すれば、通信の信頼性を維持し、電磁妨害を防ぐことが
できる。高架配電エリアまたは、高架と地下混合の配電エリアでは、光ファイバー、無線通信
または電信回路レンタルの形式を採用する。配電給電線自動化システムは主に監視制御とデー
タ収集 (SCADA)、回路の故障診断・アイソレーション・リカバリ (FDIR) 機能を備える。
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表 2、先進的な配電自動化関連設備項目とメーカー

分類 設備名称 提供メーカー

変圧器油中ガス分析装置 CHEM,	Fortune,	SHIHLIN,	TATUNG,	PIC(G.E)

地上設置型 &	柱上変圧器	( 配電用 ) TATUNG,	SHIHLIN,	Fortune,	ALLIS

リクローザ	(Recloser) Fortune,	SHIHLIN

高架自動回路スイッチ
CHEM,	Fortune,	ALLIS,	SHIHLIN,	TECO,	TATUNG,	
Schneider	Taiwan

地下自動回路スイッチ CHEM,	Connet,	HCE	,	TATUNG

変電所リモートモニタリング端末	
(RTU)

CHEM,	Connet,	HCE	,	ALLIS,	TATUNG	,	Chunghwa	
Telecom,	Siemens、ACS、SNC,	ADVANTECH,	Schneider	
Taiwan

配電システムリモートモニタリング
端末	(FRTU) ADVANTECH,	HP

給電線情報端末設備	(FTU) Korenix,	MOXA,	EDIMAX,	ADVANTECH

SCADA	モニタリングシステム	(ソフ
トウェア )

Connet,	Wallnet,	TATUNG,	MOXA,	Cisco,	Altran,	
ADVANTECH

SCADA	モニタリングメインマシン CHEM,	Fortune,	SHIHLIN,	TATUNG,	PIC(G.E)

GPRS/ 光ファイバー (Fiber)	モデム
MODEM TATUNG,	SHIHLIN,	Fortune,	ALLIS

ネットワークスイッチ、ルーター Fortune,	SHIHLIN

配
電
設
備
面

配
電
給
電
線
自
動
化
シ
ス
テ
ム

台湾の先進的な配電自動化関連設備項目とメーカーは表 2 の通り

( 三 ) スマートハウス ( 建築 ) システム

スマートハウス電力システムに関連する設備には、スマート家電、電気自動車低速充電器、
電力管理チップ、ホーム電気エネルギー管理システム ( エネルギー管理インターフェース )、ホ
ームゲートウェイ (home gateway) 、マンマシンモニタリングインターフェース、負荷タイプ
制御インターフェース、無線センサー、有線センサー、通信モジュールがある。
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図 3、スマートハウス ( 建築 ) システム図

図 4、スマート家電発展の歴史と動向
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表 3、スマートハウスと建築関連設備項目とメーカー

設備名称 提供メーカー

スマート家電 EHome：Cheng	Xiang

電気自動車低速充電器 Control4	EMS：Justyle,	TATUNG,	ITRI

電力管理チップ 	DELTA,	ALLIS,	LITEON,	Fortune,	Schneider	Taiwan,	ITRI,	AC	Power

ホーム・建築物用電気エネ
ルギー管理システム (エネル
ギー管理インターフェース )

VIA

ホームゲートウェイ (home	
gateway)	

Panasonic	Taiwan,	Chunghwa	Telecom,	INTEC,	Tung-Chou,	TATUNG,	
ITRI,	Schneider	Taiwan

マンマシンインターフェー
ス

Panasonic	Taiwan,	Micortime,	Chunghwa	Telecom,	ITRI,	Schneider	
Taiwan,	TATUNG

負荷タイプ制御インターフ
ェース

Panasonic	Taiwan,	Chunghwa	Telecom,	ITRI,	Schneider	Taiwan,	
Advantech

無線センサー Netvox,	JosephTech

有線センサー ZigBee：ICP	DAS,	Netvox,	Advantech

通信モジュール Hom-thai,	Winling

( 四 ) マイクログリッドシステム

マイクログリッド (Micro Grid) の概念は、一連の負荷とマイクロ電源を統合し、単一の制
御可能なシステムとして、ユーザーに電力と熱エネルギーを提供することである。マイクログ
リッドの概念は、さらにマルチマイクログリッドの概念へと広げられる。つまり、複数の異な
るエリアのマイクログリッドが新たな送電網を構成することであり、送電網の規模を任意に拡
張できる。どこかの送電網が故障したとき、そのエリアの送電網が離脱し、他の送電網は運転
を継続する。こういった技術の発展は、いわゆるセルラースマートグリッド (The Cellular Smart 
Grid) の発展をサポートする。
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図 5、マイクログリッド動作方法概略図
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表 4、マイクログリッド関連設備項目とメーカー

設備名称 提供メーカー

分散型電源	–	定置型燃料電池 CHEM

分散型電源	-	ソーラーエネルギー
Unienergy,	HELIUS,	ALLIS,	Lucky	Power,	JosephTech,	
MOTECH,	GPI,	DELTA,	TATUNG

分散型電源	-	小型風力発電機 Hi-VAWT,	PGC,	Boltun,	iWIND,	STU,	TATUNG

分散型電源	-	マイクロタービン AIDC

分散型電源	-	電力貯蔵システム TATUNG,	CAEC,	AcBel,	ALLIS,	Lucky	Power

電気自動車高速充電器
ALLIS,	DELTA,	LITEON,	Fortune,	Schneider	Taiwan,	AC	
Power

双方向直交流インバーター CHEM,	DELTA,	Ablerex,	MOTECH	,	INER

マイクロインバーター (Inverter)
ALLIS,	DELTA,	Fortune,	CHEM,	Jubilee,	Top	Tower,	
GEOPROTEK,	Schneider	Taiwan

最大電力点追従制御装置 DELTA,	INER

エリアの監視制御とデータ収集システム	
(SCADA)

ALLIS,	ADX,	榮成興業 ,	CHEM,	Chunghwa	Telecom

自動電圧調整器 (AVR)	LVRT(Low	Voltage	
Ride	Through)

MOTECH

配電レベル静止型無効電力補償装置 (SVC) DELTA,	TAIK

配電レベル自励式無効電力補償装置
(STATCOM)

DELTA,	TATUNG

自動電圧調整器 (AVR) DELTA	,	CHEM

パワーコンディショナー INER

Loop	Balance	Controller	(LBC) N/A

系統連系静態切換スイッチ 榮成興業

保護継電器設備 ALLIS,	TAIK,	Schneider	Taiwan

情報通信設備 MOXA

台湾マイクログリッド関連設備項目とメーカーは表 4 の通り。

( 五 ) スマート送電システム

スマート送電産業は、高圧直流送電システム (HVDC)、フレキシブル交流送電システム
(FACTS)、広域計測システム (WAMS)、スマート変電など、その分野は多岐にわたる。図 6 の通
り。広域計測システム (WAMS) は、位相測定装置 (Phase Measurement Unit, PMU) の同期を基礎
に構築された、送電網の全面的なリアルタイム監視システムである。主な機能は、電力システ
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表 5、スマート送電システム関連設備項目とメーカー

図 6、スマート送電システム概略図

分類 設備 加入の可能性があるメーカー

送電システム
フレキシブル交流送電システム (FACTS) Delta,	ABB

高圧直流送電システム (HVDC) ABB

重電機器 スマート型高圧送電変圧器 Fortune	Electric、Tatung

電線・ケーブル 光ファイバー複合架空地線 (OPWG)
TAYA	Group,	Pacific	Electric	Wire	and	
Cable,	Walsin	Lihwa	Corp.,	Hua	Eng	
Wire	and	Cable,	Tatung

運転環境モニタ

リング

広域計測システム (WAMS) ADX	Corp.,	SEL(Agent:	Allis	Electric),	ABB

同期位相計測装置 (PMU) ADX	Corp.

送電線動態定格熱容量オンラインモニタ
リング Developing	(NTU、Delta)

無線センサネットワーク (WSN) MOXA

電力品質モニタリングシステム ADX	Corp

台湾スマート送電システム関連設備項目とメーカーは表 5 の通り。

ムのリアルタイム状態監視、動的動作監視記録、事故記録および静的フェーザ記録などがある。
フレキシブル交流送電システム (FACTS) は、大出力・高性能の電力電子コンポーネントを応用
し、有效または無效電力を制御・提供できる電源または回路などの設備であり、送電システム
の電圧、抵抗、位相角、潮流などのフレキシブル制御能力を強化し、電力システムの柔軟性と
安定性を向上させ、既存の送電回路の伝送能力を高められる。高圧直流送電システム (HVDC)
は、発電所で発生した交流電力を高圧直流電力に変換して送電を行うもので、多くが海底およ
び遠距離送電、異なる周波数 (50、60 Hz) システム間の連携に用いられる。
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( 六 ) スマートグリッド電力貯蔵システム

スマートグリッドの電力貯蔵システムは一般に、送電網に接続され、送電網上の電力を
貯蔵、または電力を放出して送電網に供給し、この電力管理システムの制御を受けて電力シス
テムを動かす装置である。図 7 の通り。現段階で電力システムにおいて運用可能な電力貯蔵装
置は次の通り。蓄電池、スーパーキャパシタ (Super Capacitor, SC)、フライホイール (Flywheel, 
FW)、超伝導磁気エネルギー貯蔵 (Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES)、水素電力
貯蔵 (Hydrogen Energy Storage)、圧縮空気エネルギー貯蔵、揚水発電による電力貯蔵、フロー
電池 (Flow Battery) など。電力貯蔵システムの主な特徴は、システムの電力貯蔵装置出力、電力
貯蔵容量 ( 出力とエネルギー放出時間の乗 )、システム出力反応時間 ( 電力貯蔵装置のエネルギ
ー取出・預入のの転換速度率 ) と電力貯蔵コスト ( 電力保管コスト ) にある。

図 7、スマートグリッド電力貯蔵システム概略図
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設備 加入の可能性があるメーカー

MW級電力貯蔵システム 混合型鉛 -リチウム電池 System：Controlnet

配電レベル電力貯蔵シ

ステム

リチウム電池

System：INER,	PINO	Tech.、Schneider	
Electric、ABB

Battery：Changs	Ascending	Enterprise,	
Solartech	Energy	Corp.

鉛蓄電池 System：NCKU

混合型鉛 - リチウム電池 System：Controlnet

ホーム用ユーザー電力

貯蔵システム
フライホイール System：NCCU

表 6、スマートグリッド電力貯蔵システム関連設備項目とメーカー
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二、台湾スマートグリッド先導実証紹介

台湾国内においてスマートグリッドの発展は国家級スマートグリッド計画や経済部エネル
ギー通信技術を元に設置された以下の 18 個のプロジェクトでその成果を表しています：1) スマ
ートグリッドコントロールセンターとスマートハウス実証センター 2) 大都市型スマートメータ
ー読み取りシステム実証 3) マイクログリッドおよび電気自動車実証地域 4) 先進的配電自動化実
証システム 5) スマート型直流・交流ハイブリッドマイクログリッドシステムの実証プロジェク
ト 6) スマートメーター読み取りシステムとデマンドレスポンスシステム 7)100kW 級自律型マイ
クログリッド実証システム 8) スマート建物省エネ実証地域 9) 汚水処理場モーター動力設備モニ
タリングと省エネ管理システム 10) 量販店省エネ管理システム 11) 燃焼炉最適化操作実証システ
ム 12) ハイテク工場冷水システム最適化制御システム 13) スマート型直流電気供給システム教育
ショールーム 14) スマートハウス ( 建築 ) 電気エネルギー管理システム 15) スマートメーターシ
ステムとホームエネルギーマネジメントシステム実証エリア 16) 澎湖スマートグリッド実証地
域 17) 再生エネルギー・蓄電システム統合コミュニティの展示・運行 18) コンビニ省エネ管理シ
ステム。上記科技部や経済部、企業等の主導で進められた実証プロジェクトはスマートグリッ
ド関連設備とシステム技術の商品化、インターフェース統合およびテストの助けとなり、スマ
ートグリッド全面推進と産業振興の礎となるでしょう。
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1

10
11

12

13

14
15

16

17

12
34

5
6
7

8
9

1 スマートグリッドコントロールセンターとスマート
ハウス実証センター

地域場所: 大同大学
パートナーとプロジェクト:
■ 大同股份有限公司
■ 国家科学委員会
■ 教育部

2 大都市型スマートメーター読み取りシステム実証

地域場所: 台北市民生社区
パートナーとプロジェクト:
■ 大同           ■ 康舒
■ Renesas    ■ DS2 

3 マイクログリッドおよび電気自動車実証地域

地域場所: 
231 新北市新店区中興路三段3号
パートナーとプロジェクト:
■ 核能研究所
■ 華創車電

4 先進的配電自動化実証システム

地域場所:
台湾電力公司総合電力研究所 (樹林)
パートナーとプロジェクト:
■ 亜力電機           ■ 健格科技
■ 華城電機           ■ 祥正電機
■ 大同

5 スマート型直流・交流ハイブリッドマイクロ
グリッドシステムの実証プロジェクト

実証場所:
中興電工林口工場（桃園亀山）
パートナーとプロジェクト:
■ 中興電工           ■ 核能研究所
■ 耀能公司           ■ 長園科技公司

6 スマートメーター読み取りシステムとデマンドレ
スポンスシステム

地域場所: 中壢市中央大学
パートナーとプロジェクト:
■ 大同           ■ 玖鼎
■ 康舒           ■ 斉碩

7 100kw級自律型マイクログリッド実証システム

地域場所: 行政院原子能委員会
核能研究所(龍潭)
パートナーとプロジェクト:
■ 台達電子           ■ 中興電工
■ 裕隆電能

8  スマート建物省エネ実証地域

地域場所: 新竹県竹東鎮 工業技術
研究院中興分院
パートナーとプロジェクト:
■ 玖鼎電力資訊公司
■ 昱家科技

9 汚水処理場モーター動力設備モニタリングと省
エネ管理システム

地域場所:
新竹科学園区汚水処理場
パートナーとプロジェクト:
■ 中欣工程行

10 量販店省エネ管理システム

地域場所: 
大潤発頭份店

11 燃焼炉最適化操作実証システム

地域場所: 
中国石油化学工業開発股份有
限公司-頭份工場

12 ハイテク工場冷水システム最適化制御システム

地域場所: 
台中市中部科学園区中科路
パートナーとプロジェクト:
■ 友達

13 スマート型直流電気供給システム教育ショールーム

地域場所: 国立中正大学教二館337室
パートナーとプロジェクト:
■ 聲宝股份有限公司         ■ 東元
■ 福豊盛股份有限公司     ■ Fujitsu
■ 立徳電子股份有限公司
■ 北極光電股份有限公司
■ 益通動能股份有限公司

14 スマートハウス(建築)電気エネルギー管理システム

地域場所: 国立成功大学奇美楼8階
パートナーとプロジェクト:
■ ABB in Taiwan ■ 鉅康科技
■ 資策会 ■ 大同公司
■ 新華電脳 ■ 中華電信
■ 笙泉科技 ■ 源鼎科技
■ 蔚華科技

15 スマートメーターシステムとホームエネルギーマ
ネジメントシステム実証エリア

地域場所: エネルギー局台南人間清境コミュニティ
パートナーとプロジェクト:
■ eMeter ■ 資策会
■ 康舒、達創、玖鼎 ■ 東城科技 
■ 大同、中興、康舒、士林電機 (スマートメーター)
■ 台湾電力、エネルギー局、台南市政府、
    工業技術研究院

16 澎湖スマートグリッド実証地域
地域場所: 澎湖本島
パートナーとプロジェクト:
実証フィールドは主にエネルギー局が担当し、台湾
電力公司と国家科学委員会とともに推進を行う。設置
するプロジェクトには、マートメーターシステム、先進
的な配電管理システム、スマート家電、スマートコン
バーター、電力貯蔵システムなどがある。実証フィー
ルドはメーカーに参加と投資の門戸を開き、提携メ
ーカーと提携事項について折衝中である。

69kV

智慧發電與調度
! " 1處太陽能智慧變流
器測試場

智慧輸電
! " 1條輸電線智慧監控
系統

! " 2所智慧變電所

智慧配電
! " 2條配電自動化饋線

智慧用戶
! " 2,000戶低壓智慧電
表(AMI)

! " 100戶智慧家庭示範
戶

17 再生エネルギー・蓄電システム統合コミュニティの
展示・運行

地域場所: 金門県烈嶼郷東坑コミュニティ
パートナー:
■ 中興電工 ■ 群力
■ 有量 ■ 思渤
■ 鼎佳 ■ 華徳
■ 達方 ■ 耀能
■ 冠宇宙

18 コンビニ省エネ管理システム

地域場所: 
全台湾のファミリーマート支店
パートナー:
全家便利商店股份有限公司

N HI, N I, LI
, N LI指標群
解釋用電狀況

排程
控制

智慧型
櫃溫控策略

冰櫃
節能

動態
需量

故障
診斷

FF區
節能

空調
節能
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担当者 陳貽評博士

担当者電話 +886-2-25925252#2817

担当者メールアドレス ipin.chen@tatung.com

		パートナーとプロジェクト

● 大同股份有限公司 ( スマートメーター、AMI システム、スマート家電 )

● 国家科学委員会の私立学校特色化計画、教育部の教育卓越計画

画

		実証地域紹介

実証の目的

産業界の技術と学校の研究開発能力を融合し、完成した「スマートグリッドコントロール
センターとスマートハウス実証センター」は、教員と学生に今後多くの研究課題を与え、スマ
ートグリッド産業が必要とする専門人材を育てることができる。同時に、国内外の人々が見学
でき、メーカーの技術普及とマーケティングに役立つオープンスペースを提供する。

実証のシステム、設備、機能

(1) スマートメーターシステム (AMI System)

このフィールドでは、IEC 標準の三相および単相スマートメーターを設置している。また、
DLMS/COSEM データ形式標準を採用し、有線通信 PLC と無線通信 RF の 2 種混合形式を応用す

( 一 ) スマートグリッドコントロールセンターとスマートハウス
           実証センター
 実証地域場所

大同大学

		実証フィールド概要

このフィールドでは、キャンパス内に欧州 IEC 標準と米国 ANSI 標準に適合したスマートメ
ーターを設置する。その数は 100 以上に達し、また有線通信 PLC と無線通信 RF を含む混合型
通信技術を採用している。集信装置でメーターのデータをシステムに伝送すると、校内のほと
んどの負荷の電力使用状況を把握できる。また、16 坪のスマートハウス展示センターを建設す
る。ここには、スマート TV システム、スマートコンセント、フライホイールエネルギーシステ
ム、雨水回収ろ過システム、スマート家電設備などの関連省エネ応用設備がある ( 図 8)。
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ることで、メーターのデータを集信装置に伝送し、校内のインターネットまたは WiMax 無線通
信技術を通じてデータをシステムに戻す。アーキテクチャは次に示す図 9 通り。

システムの中で任意の集信装置をクリックすると、集信装置が受信した通信技術や接続状
態、電力使用量、最終読取時間などの各メーター情報を検索できる。これにより、建物の重要
な電力使用負荷情報のモニタリングが可能となる。システム機能は次に示す図 10 通りで、図 
11 現在設置中のスマートメーターである。

(2) スマートハウスシステム (Smart Home System)

当コーナーでは、主にスマートハウスのコンセプトを展示しているため、設備にはスマー
ト TV システム (NFC 機能 )、調節可能な冷房や電子レンジ、冷蔵庫などの家電が含まれる。各
設備はすべて UART インターフェースを有し、SAANET 制御パケットを受信することで、スイ
ッチを遠隔操作できる。また、この実証センターはすべてスマートコンセントを内蔵するよう
内装設計されたため、各家電の電力使用量を測定できるだけでなく、Wi-Fi で電力使用情報を伝
送し、またモバイル装置（携帯電話など）で電源オフ操作を行うこともできる。家庭の電力使
用において、最も安全かつ適切な使用が可能となる。図 12 に示す通り。

(3) フライホイールエネルギーシステム (Flywheel Energy System)

フライホイールエネルギーは室内で足漕ぎ運動をすることで、発電機を動かし電力を発生
させ、コンバーターで交流から直流に変換して電池に保存する。負荷はサーバや電気スタンド
などに接続したり、非常用発電に使用することもできる。図 13 に示す通り。

(4) 雨水回収ろ過システム (Rain Recycling System)

建物の屋上に雨水回収タンクを設置し、雨水をろ過器 ( ファイバー、活性炭、軟水樹脂など )
からスマートハウス実証センターの水槽に入れ、魚にきれいな水を与えることで、水節約の目
的が果たされる。

実証の特徴またはポイント

この実証は、台湾初の IEC 標準に適合したスマートメーターシステムを大同大学キャンパ
ス内に設置したもので、教員と学生の教育および研究のために提供されるほか、国内外からの
見学の場となる。今後、新型スマートメーターの設置と新しい通信技術の採用を継続して行い、
国内外の最新技術を紹介し、スマートハウスとの融合を検討し、将来的なスマートライフの新
しい応用について展示する。

中長期的には、再生エネルギー、スマートインバーター、電池電力貯蔵、エネルギー管理
システムまたは家庭用マイクログリッドなどの研究を取り入れ、将来的には配電側の関連技術
を結びつけ、スマートメーターの効果を最大限発揮することで、応用範囲拡大の目的を達成す
ることが期待される。
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図 8、大同大学展示フィールド平面図

図 9、大同大学スマートメーターシステムアーキテクチャ

システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

提供できるサービス、協力プロジェクト

(1)AMI ソリューション提供者（スマートメーター、通信技術、MDMS システム、システ

ム統合を含む）

(2) 業界提携（AMI、スマートハウス、その他スマートグリッド関連業を含む）

(3) スマートグリッド関連テーマの産学連携

(4) 見学とコンサルティング
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図 10、AMI システムウィンドウ図

図 11、スマートメーター設置
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図 12、スマートコンセント

図 13、フライホイールエネルギーシステム
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図 14、各種大同のメーター
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担当者 李秉恒	マネージャー

担当者電話 +886-2-66073176

担当者メールアドレス leifsbox@iii.org.tw

		パートナーとプロジェクト

● 大同 ( 単相三線式メーター )

● 康舒 ( 単相三線式メーター、集信装置 )

● Renesas (G3 PLC 通信モジュールを提供 )

● DS2 ( 広帯域 PLC モジュールを提供 )

画

		実証地域紹介

実証の目的

● 実証システムの設置を通じて、各種通信技術の大都市型フィールドでの実施可能性を研
究する。

● 単一給電線下の全ユーザーを測定することで、分流の電力使用特徴を分析する。今回の
試験の参考性を高めるため、B6944-AE22 の変電所のうち、SM62 の給電線の回路に属
する全ユーザーに地域的な拡張を行う。

● 各電力環境をより完全にテストをする必要性から、ユーザーの電気供給システム試験
は、従来の地下 1 階の変電所システムだけでなく地上の設置式電界も含まれる。電界
の位置と地下の導線形式から、寬・狭帯域電力線通信の安定性をテストする。

( 二 ) 大都市型スマートメーター読み取りシステム実証
 実証地域場所

台北市民生社区

		実証フィールド概要

狭帯域電力線通信メーター 149 台、広帯域電力線通信メーター 353 台、Zigbee 無線通信
メーター 96 台、合計約 598 台。これらのメーターは、集信装置 12 台がユーザーの電力使用デ
ータの収集を担当し、1 個の集信装置で平均約 50 台のメーターを管理する。單位
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実証のシステム、設備、機能

LAN 通信と WAN 通信のそれぞれで 2 種類の通信技術を選択する。LAN 部分では、広帯域
PLC と狭帯域 PLC の通信技術を使用する。WAN 通信部分の中圧 PLC 伝送は、集信装置のデー
タを台湾電力の光ファイバーネットに接続してから、台湾電力の WAN 通信ソリューションに
リターンする。

実証の特徴またはポイント

国内業者の関連 AMI データ伝送インターフェースの作成に協力し、各メーカーの製品で相
互通信ができるようにし、8 割以上の国内スマートメーターメーカーおよび多数の通信業者か
ら採用されている。国内メーカーの製品のスムーズな相互通信と相互サポートを可能にし、実
質的な産業チェーンを確立する。

AMI 産業の共通標準を推進－ 1 万世帯 AMI 設置計画主導メーカーの業界共通標準制定に協
力し、これはすでに台湾電力 AMI 落札メーカーに採用され、台湾電力が求める AMI システムに
適合することが期待される。これには、LAN 側の PLC と RF 通信媒体のアプリケーション層規範、
集信装置が制御可能な命令セットが含まれ、セクションにはパケット伝送形式、集信装置とメ
ーター間の動作フロー、メーターデータストレージと集信装置の制御命令などがある。

この計画フィールドの研究を通じて、AMI システムユーザーの付加価値サービス機能の研
究に協力する。ユーザーの負荷シミュレーションと電気料金最適プランの機能計画を利用し、
台湾経済研究院の時間帯別電気料金とデマンドレスポンス案の計画に協力する。各案の試験を
利用し、ユーザーにピークシフトを奨励し、ユーザーが電力会社の還元を受けられ、また電力
公司がピーク時電力使用量を減少し、ピーク時のボトルネックを解決できるようにする。

提供できるサービス、協力プロジェクト

● メーター企業、通信モジュール企業、通信設備メーカーが従来型・電子メーターメー
カー・モジュール工場からスマートメーター産業に切り換わり、設備生産メーカーか
らシステム整合メーカーにアップグレードできるよう協力する。

● 国内システム整合メーカーが、通信集信装置、スマートメーター、ZigBee/PLC 通信ネ
ットワークなどの製品の技術移転を通じて、国際市場へと参入できるよう協力する。

● 業界との提携により研究センターおよびプロスペクティブ研究センターを立ち上げ、人
材教育およびデータ管理システムプラットフォームの開発協力をすすめ、完全な AMI
ソリューションを開発する。

● 送電網とその他応用やサービスの統合に協力する。例えば、ピーク時電力使用のデマ
ンドレスポンスシステム、または配電システムや停電管理システムを結びつけ、シス
テムの付加価値を高めるなど。
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図 15、低圧 AMI テスト場所の計画

図 16、狭帯域 PLC テスト (Concentrator#7 地理的配置図 )

システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図
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図 17、システム設置構造

図 18、AMI ソフトウェア構造
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図 19、外部発電所施工フローチャート
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担当者 陳聖凱

担当者電話 +886-2-55900599#707

担当者メールアドレス samuel.chen@yulon-energy.com.tw

	パートナーとプロジェクト

● 核能研究所 ( エネルギー管理システムと 5kW 双方向直交流インバーター )

● 華創車電 ( 電気自動車 )

画

		実証地域紹介

実証の目的

島国である台湾は電気自動車の発展に適しており、また「低 CO2 島」となる目標を比較的
容易に実現できる。政府のスマート電気自動車産業推進政策のもと、マイクログリッドと電気
自動車の結合、電力貯蔵、CO2 削減およびコミュニティエネルギーなどの産業の発展により、
エコエネルギーの高いバリューチェーンを作り出し、スマートテクノロジーの運用とクリーン
エネルギー事業により、地球にやさしい未来を創造する。

実証のシステム、設備、機能

裕隆電能はマイクログリッドおよび電気自動車の実証地域を設置することで、マイクログ
リッドと電気自動車を結合したエネルギー管理技術のデモンストレーションを行い、電力会社
とユーザーのニーズに応じたエネルギー管理システムを開発する。同時に、電気自動車充放電

( 三 ) マイクログリッドおよび電気自動車実証地域
 実証地域場所

231 新北市新店区中興路三段 3 号

		実証フィールド概要

裕隆電能のマイクログリッドおよび電気自動車実証地域内には電気自動車充電スタンド、
23kWh リチウム電池電力貯蔵システム、5kW 双方向直交流インバーターおよび 4kW 太陽光発
電システムが設置されている。電気自動車充電スタンドは、ラクスジェン電気自動車と接続し、
32A と 80A の充電スタンドで充放電制御を行うことができ、また V2H、V、V2V などのマイク
ログリッドモードで運転する。同時に系統連系および離島運転モード下での安定切換制御能力
を備える。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 20、新店裕隆汽車城

制御技術を統合し、V2H、V2G、V2V などのマイクログリッド運転モードを実施し、システムの
必要性に基づき電気自動車の電力を送電網または家庭に分配する。このほか、核能研究所と協
力し、短期再生エネルギー需要予測技術、短期負荷予測技術、電力貯蔵、負荷および再生エネ
ルギーの自動割当技術を開発する。

実証の特徴またはポイント

マイクログリッドエネルギー管理システムと電気自動車動態電力貯蔵を結合した場合の特
性を活用し、また双方向充放電技術と離島および系統連系の安定切換を組合せ、電力貯蔵設備
と太陽光発電システム、家庭用負荷を融合し、V2H、V2G、V2V などのマイクログリッド運転モ
ードを完成させる。

提供できるサービス、協力プロジェクト

マイクログリッドと電気自動車の統合はすでに将来的な展望となっている。再生エネルギ
ーと科学技術発展を結びつけた電気自動車を利用すれば、クリーンエネルギーサービスを提供
できるほか、エネルギーに関する商機を新たに生み出すことができる。現在、裕隆電能はラク
スジェン電気自動車に充電スタンド製品を提供しており、省エネ・エコ建築およびコミュニテ
ィエコロジーのニーズに合わせて付帯サービスの設計を行うことが可能である。将来的には、
スマート機能とエコエネルギー技術およびクラウドサービスを兼ね備えた「スマート電気自動
車」の開発を計画し、再生エネルギー需要予測技術と短期負荷予測技術を統合し、スマートク
ラウドサービスと電気自動車の連結および充電戦略を提供する。これにより、政府との協力で
「スマート電気自動車先導運行計画」を推進し、CO2 排出削減の環境保全效果と企業の社会的
責任を達成できることを期待する。
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図 21、マイクログリッドおよび電気自動車実証地域

図 22、エネルギー管理プログラム画面 図 23、マイクログリッド制御室
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担当者 陳朝順	教授

担当者電話 +886-7-5256436

担当者メールアドレス cschen@mail.ee.nsysu.edu.tw

		パートナーとプロジェクト

● 亜力電機 ( 実証システム設置および自動回路スイッチ )

● 健格科技 ( 実証システムメインステーション )

● 華城電機 ( スマート変圧器 )

● 祥正電機 (FTU)

● 大同公司 ( ブランチライン自動化 )

画

		実証地域紹介

実証の目的

ADAS 実証システムを設置することで、産業界および学術研究界にスマート配電の先進的メー
ター読み取りおよびマイクログリッド機能テストを提供する。

( 四 ) 先進的配電自動化実証システム
 実証地域場所

台湾電力公司総合電力研究所 ( 樹林 )

		実証フィールド概要

先進的配電自動化実証フィールドは台湾樹林電力公司総合電力研究所に位置し、当実証フ
ィールドでは、産業界および学術研究界にスマート配送電網の重要コンポーネントおよびシス
テムの性能テストを提供する。主要設備は次の通り：

(1) 実証システムメインステーション。

(2) 高架および地下の 11.4KV のテスト給電線 2 本およびシミュレーション給電線 10 本。

(3) 主幹線装置の 4 路自動回路スイッチ (LS) および FTU。

(4) 分岐線装置の 2 路自動 LS、FTU。通信機能故障指示器 (FI) を含む 。

(5) 主幹線にファイバーを架設し、分岐線と負荷側に PLC と無線通信モジュールを架設する。

(6) 油温センサーコンポーネントと CT コンポーネントを備えたスマート変圧器。單位
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実証のシステム、設備、機能

ADAS 実証システム設置で採用する設備はすべて国内メーカー産で、この中にはモニタリング
メインステーションの実際配電給電線 2 本、分岐線 2 本およびシミュレーション給電線 10 本が含
まれる。提携メーカーは開発した 4 路自動スイッチ、FTU などの重要コンポーネントを本システム
に統合するほか、モニタリングメインステーションシステムを開発することで、現場の給電線故障
や故障処理エリアの隔離と非故障エリアの電源復旧をシミュレーションできるようにし、FDIR 機能
自動化の展示および実際の故障電流を完成させる。これは、故障発生フラグを生じさせ、混合型通
信システムを利用してメインステーションのリアルタイムデータベースにリターンし、メインステ
ーションで電力回復のスイッチ操作プログラムを決定するためである。今後、ADAS 後続計画の実
施と結びつけ、各種応用機能と重要コンポーネントのテストをさらにサポートする。このほか、当
ADAS 実証システムは AMI、マイクログリッド、スマートハウスと統合し、スマートグリッドの目
標を達成する。

実証の特徴またはポイント

産業界および学術研究界にスマート配送電網の関連コンポーネントとシステムの性能テストを
提供する。

提供できるサービス、協力プロジェクト

1. 混合式通信機能テスト。

2. スマート配送電網に関連する制御メインステーション応用機能テスト。

3. 自動化スイッチ、FTU、TTU などの重要コンポーネント機能テスト。

4. スマート変圧器機能テスト。

5. 分散型電源の系統連系衝撃分析。

6.  AMI、マイクログリッドおよびスマートハウスの統合テスト。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 24、ADAS 実証システム

図 25、自動回路スイッチおよび給電線端末ユニット
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図 26、ADAS メインステーションシステムの主幹線故障電源復旧の実行

図 27、ADAS リアル給電線システム ( メインステーション )



36

台湾スマートグリッド技術産業紹介

図 28、ADAS シミュレーション給電線システム ( メインステーション )
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担当者 李庭官

担当者電話 +886-3-3284170#5941

担当者メールアドレス tw012181@chem.com.tw

	パートナーとプロジェクト

● 中興電工（5kW 燃料電池搭載、10kW 多機能三相インバーターおよび電気エネルギー管
理システム）

● 核能研究所（電力潮流分析ソフトウェア ( 図 31)）

● 耀能公司（3kW 小型風力発電機および 24kW 太陽光発電システム）

● 長園科技公司（20kW 電力貯蔵システム画

		実証プロジェクト案内

実証の目的

科学家が「地球温暖化」の現象と大気中の二酸化炭素濃度の増加に密接な関係があると実
証した後、人類が普遍的に使用している石油エネルギーは二酸化炭素の大量排出の主因となり、
省エネと温室効果ガス削減活動は世界の動向となる。地球村の一員として、積極的に環境保護
に関わるべきである。

当社は桃園林口工場に 380 V 直流・交流ハイブリッド（離島 / 系統連系）マイクログリッ
ドシステムを設置した ( 図 32)。本システムでは系統連系型と独立型の電気供給を提供し、台
湾電力の電力安定時または停電時において、エネルギー管理システム制御機器によりスマート
型のエネルギー調整を行い、エネルギー運用効率の最大化を達成する。本システムは、展示
区のエコ照明の電力を提供するほか、これをプラットフォームとし、当社が相次いで開発した

( 五 ) スマート型直流・交流ハイブリッドマイクログリッドシス
           テムの実証プロジェクト
 実証地域場所

中興電工林口工場（桃園亀山）

		実証フィールド概要

中興電工は台湾林口工場空南大楼北西の隅にあり、約 300 平米の敷地に 20kW 実証フィー
ルドを設置している ( 図 29)。エネルギー管理制御技術を運用し、再生エネルギー発電と電力貯
蔵電池ユニットを統合し、バーチャル発電所（Virtual Power Plant）のコンセプトを実現する ( 図 
30)。 
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10kW~50kW の充放電双方向機能を持つ電力インバーターおよび 10kW~50kW 多機能三相コン
バーター ( 図 33)、はめ込み式電気エネルギー管理システム ( 図 34) およびマイクログリッドエ
ネルギー管理システムを実証した。

実証のシステム、設備、機能

このシステムは、商用電源網と再生エネルギーの併用で構成された分散型スマートマイク
ログリッドであり、応用範囲はかなり広く、一般家庭用の電力利用からコミュニティの負荷電
気供給まで使用でき、優れた安定性の特徴を発揮する。本システムの革新性は次の通り。

(1) 双方向電力貯蔵 ( 直流マイクログリッド ↔ 交流マイクログリッド )：

双方向電力貯蔵機能は、直流電力と交流電力が流通することにより、多元化の電力源を実
現し、電力供給の安定性と信頼性を高めることができる。さらに、交 / 直流が相互変換できる
ネットワーク構造により、全体の電力貯蔵容量を拡大できる。

(2) ピークカット・ボトムアップ ( バーチャル発電所：Virtual Power Plant)：

本システムでは、負荷ピーク期間に、電力貯蔵電池の電力と再生エネルギーの電力を同時
に交流送電網の負荷に供給することで、交流送電網の負荷を減らし、また負荷ピーク時を過ぎ
てから交流送電網の電力を再度直流送電網に保存し、送電網電力のピークカット・ボトムアッ
プ機能を達成する。これにより、効果的に送電網の設置容量を減らし、設置コストを削減でき
る。

(3) 独立運転 ( 交流送電網がなく、再生エネルギーと電池により電気供給 )：

本システムで採用する電力貯蔵電池は、効果的に電力貯蔵を行い、交流送電網で電気供給
を行わず、再生エネルギーと電力貯蔵を結びつけ、負荷電力の供給を継続し、離島運転の目的
を達成する。

(4) 同時給電 ( 送電網 / 再生エネルギー / 二次電池同時に電気供給 )：

本システムはスマートエネルギー管理システムを利用し、同時期に送電網、再生エネルギ
ー、電力貯蔵電池の電力供給負荷に必要な電力を割り当てる。

(5) 系統連系 ( 再生エネルギー / 燃料電池を交流マイクログリッドに送電 )：

従来の風力発電機とソーラーエネルギーシステムは、交流商用電源側に直接併入するた
め、同時に電圧、周波数、位相、力率要素、三相バランスといった複数システムの交流系統連
系問題を考慮する必要があった。しかし、本システムは直流送電網側で再生エネルギーの電力
を統合した後交流側の系統連系に送るもので、直流側の併入は電圧の問題を考慮するだけでよ
く、一台の双方向インバーターで統一作動し、交流送電網に併入するため、回路構造の簡素化
と信頼性向上が可能である。

(6) 変圧器 / 変電所 / 送電線の容量、ニーズを減らす：
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 29、20kW スマート型交流・直流ハイブリッドマイクログリッド現場実景写真

この構造は、分散型エネルギーの構造で、効果的に商用電源負荷を下げ、商用電源ととも
に負荷へ電気を提供し、変圧器、変電所、送電線の容量、ニーズを減らす。

実証の特徴またはポイント

エネルギー管理システム（EMS）で送電網上の全電力設備および負荷を管理し、380VDC
直流バスと 48VDC 直流バスの全電力動作を割り当てる。EMS と iFlex- μ EMS は、マイクログ
リッドにおけるすべての交直流電力活動のスマート管理とモニタリングが可能であり、起こり
うる様々な状況で最も有利な判断と最も適切な制御を行い、3 つの主な目的を達成する。

第一、システムの安定運転を保証する。

第二、システムの全体效率を高める（発電效率や電力調節装置のエネルギー変換效率、電
力貯蔵側の充放電效率、ユーザー側の電力使用效率と商用電源網に接続する電力売買效率）。

第三、上記の優先条件で、全体のシステムを自動調整し、最も経済的かつ効果的な電力使
用モードを達成させる。

提供できるサービス、協力プロジェクト

当社は、マイクログリッドに関連する電力調節装置およびはめ込み式エネルギー管理シス
テムを提供するほか、機会があれば風力発電機とソーラーエネルギー業者と協力し、完全なコ
ミュニティ型マイクログリッドシステムを開発することを望んでいる。
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図 30、20kW スマート型交流・直流ハイブリッドマイクログリッド現場概略図

図 31、エネルギー管理システム (iFlex-EMS) 潮流表示のリアルタイム測定と計算値
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図 32、380 V スマート型交流・直流ハイブリッドマイクログリッド

図 33、10kW 多機能三相インバーター 図 34、エネルギー管理システム
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担当者 梁敏雄	博士

担当者電話 +886-2-66073674

担当者メールアドレス minsiong@iii.org.tw

		パートナーとプロジェクト

● 大同（50 個の高圧メーター）

● 玖鼎（43 個の高圧メーター）

● 康舒（26 個の低圧メーター）

● 斉碩（529 個の参考メーター）

画

		実証地域紹介

実証の目的

● 実験地域を利用し、AMI 通信技術テストを検証する（無線 Zigbee ／有線 PLC 技術検証
を含む）。

● 台湾初の国際標準に適合する (OpenADR) デマンドレスポンスシステムを設置し、技術
実現可能性を検証する。

● 建物の高圧メーターを設置して全校の電力使用を把握し、電力使用傾向を理解し、電力
使用の把握をこれまでの 75% から 100% に高める。

● 全校のメーターをデジタルメーターに交換して全校の電力使用を細かく把握し、節電参
加度を高める。

( 六 ) スマートメーター読み取りシステムとデマンドレスポンス
           システム
 実証地域場所

中壢市中央大学

		実証フィールド概要

● 高圧システム－ 93 個の高圧三相スマートメーター、建物の高圧メーターの拡張、全校
で 8MW の需要量の流れを把握する。

● 低圧システム－全校 529 個のメーターを交換、26 棟の独立棟ユーザーメーターを設置、
全校の詳しい電気料金傾向を把握する。

● デマンドレスポンスシステム－機械旧館、機械新館、鋳造館、工事五館を含む合計 252
制御ノード、負荷低減容量は 500kW に達する。
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● 内部の料金計算システム設置に協力し、メーター読み取りシステムと料金計算システム
を統合し、キャンパスの料金負担公平化を進め、ユーザーにピークシフトを奨励し、電
力業者とユーザーの相互利益をはかる。

実証のシステム、設備、機能

(1) 高低圧混合 AMI システム

● 建物総合電力使用観測、校内料金計算メーターの電力使用観測を行い、観測データは総
電力使用度数、各相電流、電圧、電力要素、位相角が含まれる。

(2) 料金計算システムと時間電気料金試験

● 校内のデジタルメーターを統合し、台湾電力の時間別電気料金を利用し、校内の電気料
金負担の公平化を助け、ユーザーにピークシフトを奨励する。

● 部門でメーター電力使用関係、台湾電力料金請求書入力ツール、メーター入力ツール、
料金計算レポート（建物電力使用明細、部門電力使用明細、部門建物床面積電力使用量
など、14 個のレポートを含む）を分担する。

(3) 需要量管理システム

● 中央大学でデマンドレスポンステストを行い、国際標準 OpenADR に適合し、現在 DR
イベントに基づき、特別緊急、緊急、普通緊急、正常など 4 種類の状況に応じた電力使
用負荷低減を行う。このシステムは、すでに中央大学機械旧館、電気機械実験室、鋳造
館、工事五館で技術検証され、260 個の冷房制御ノードに制御が行われ、最高負荷低減
需要量は 500kW に達し、実験結果では最高需要量が 16~18% 減少できる。

● 決議により、平日夜間 12:00 に実験室の冷房を切り、温度設定を 26 度にし、無駄を減
らす。

● ピーク時間にリアルタイムの負荷低減制御を行い、時間割に応じて教室の冷房オン・オ
フ時間を設定し、電力使用效率を高める。

実証の特徴またはポイント

● 実験地域を利用し、AMI 関連の通信技術検証を行い、国内 AMI 技術を絶えず向上させる。

● 本計画地域研究を通じて、国内業者のスマートメーター、通信モジュール、集信装置設
備およびバックエンドシステムなどの発展に協力し、共に国内 AMI 産業チェーンを築
く。



44

台湾スマートグリッド技術産業紹介

● 学校に良好な管理プラットフォームを提供し、全校の電力使用状況を把握し、収集した
電力使用情報により電力分析と統計を行うことで、無駄の原因を突き止める。中央大学
の年間電気料金は 1 億元であったが、このシステムのプラットフォームを提供後、電力
使用の把握がこれまでの 75% から 100% になった。これは、学校側に協力して 2500 万
の電力使用動向を見つけたことになる。

● 料金計算システムデータの種類は、計算、統合によりレポートを発行し、人の手による
処理時間と発生し得るミスを減らす。管理者はプログラマーにより料金計算関連データ
を更新する必要はなく、一箇所を統一して修正するだけでよく、メンテナンスに便利で
ある。

● 本案件で設置するデマンドレスポンスシステムにより、現場で実行するデマンドレスポ
ンスを理解し、本計画が開発する技術を検証する。さらにはアンケートで実験参加者の
意見を聞き、システムの改良に努める。

提供できるサービス、協力プロジェクト

● メーター企業、通信モジュール企業、通信設備メーカーが従来型・電子メーターメーカ
ー・モジュール工場からスマートメーター産業に切り換わり、設備生産メーカーからシ
ステム整合メーカーにアップグレードできるよう協力する。

● 国内システム整合メーカーが、通信集信装置、スマートメーター、ZigBee/PLC 通信ネ
ットワークなどの製品の技術移転を通じて、国際市場へと参入できるよう協力する。

● 業界との提携により研究センターおよびプロスペクティブ研究センターを立ち上げ、人
材教育およびデータ管理システムプラットフォームの開発協力をすすめ、完全な AMI
ソリューションを開発する。

● 送電網とその他応用やサービスの統合に協力する。例えば、ピーク時電力使用のデマン
ドレスポンスシステム、または配電システムや停電管理システムを結びつけ、システム
の付加価値を高めるなど。

● 大規模学校 / 機関・団体に全域メーターの全面調査と設置、電力使用動向の把握、内部
料金分担表の自動作成に協力し、また自動需要量管理システムを通じて、省エネと料金
節約を効果的に達成する。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 35、AMI システムアーキテクチャ

図 36、AMI 設置 SOP
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図 37、AMI メーター読み取りシステム－メータ
ー負荷データ

図 39、AMI 計費システム－台湾電力料金請求書
入力

図 41、AMI 計費システム－検針内容

図 38、AMI メーター読み取りシステム－メータ
ー表示データ

図 40、AMI 計費システム－検針表取り込み記録

図 42、AMI 計費システム－建物電力使用明細
（メーター明細を含む）
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図 43、デマンドレスポンスシステム－システム
トップページ
（建物の電力使用と気温状態を含む）

図 45、デマンドレスポンスシステム－スケジュ
ール設定

図 44、デマンドレスポンスシステム－設備管理

図 46、デマンドレスポンスシステム－負荷軽減
検証
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担当者 張永瑞	博士

担当者電話 +886-3-4711400#6380

担当者メールアドレス raymond@iner.gov.tw

( 七 ) 100kW 級自律型マイクログリッド実証システム
 実証地域場所

行政院原子能委員会核能研究所 ( 龍潭 )

		実証フィールド概要

再生エネルギーは断続性と不確定性があり、地域の再生エネルギー比率が次第に上昇すれ
ば、電力システムに重大な影響を与え、電力システム運転の安定性が衝撃を受けることは必至
である。地域送電網の再生エネルギー浸透率とシステムの運転安全性を高めるため、核能研究
所は初の国家レベルの 100kW 級マイクログリッドテストプラットフォーム ( 図 47) を設置し、
マイクログリッドエネルギー管理と電力制御制御技術を発展させた。これは次のものを含む。

1. 系統連系と離島運転モードのシームレスな安定切換ができる静態スイッチ電力制御設備

2. マイクログリッドの保護協調設計技術

3. マイクログリッド電力貯蔵コンポーネント開発と貯蔵制御技術

4. マイクログリッドシステムのシミュレーションと電力品質分析

5. 有効 / 無効電力制御を備えるマイクログリッド再生エネルギー電力切換システム

6. マイクログリッドエネルギー管理システム (EMS) の開発、自動負荷低減 / 接続解除 / 連
系などの制御技術の完成

100 kW 高集光型太陽光発電システム (HCPV) 垂直式風力発電機 2 kW を 2 台水平式 25 kW
および 150 kW 永久磁石同期風力発電機システム、65 kW マイクロガスタービン 3 台および 125 
kVA と 100 kVA の電力貯蔵システムなどを 3 地域に分けた分散型電源。自律型 (Autonomous)
制御のマイクログリッド実証システムを設置し、マイクログリッドの系統連系と離島運転モー
ドのシームレスな安定切換を達成、地域送電網再生エネルギー発電浸透率 20% の目標を効果的
に制御する。また、このマイクログリッド実証システムの設置により、産官学連携の力を結び
つけ、国内マイクロ送電網産業技術を高め、新興国市場の開発、先進国家市場のサプライチェ
ーン参入を目指す。

		パートナーとプロジェクト

● 台達電子（125 kVA 電力貯蔵制御および電力変換システム）

● 中興電工（i-Flex 電力潮流分析プラットフォーム）
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● 裕隆電能（家庭用マイクログリッドと電気自動車エネルギー割当管理システム）

		実証地域紹介

実証の目的

世界のエネルギー不足と温室効果ガス増加に対応するため、行政院は「永続的エネルギー
政策綱領」を制定し、経済部の「陽光屋上百万計画」に協力し、「自律型マイクロ送電網制御
技術」を発展させる。

風力発電、太陽光発電、地熱エネルギー、バイオマスエネルギーなど、より多くの再生エ
ネルギー発電が必要となっている。しかし、再生エネルギーは断続性と不確定性があり、その
比率が次第に上昇すれば、電力システムに重大な影響を与え、電力システム運転の安定性が衝
撃を受けることは必至である。再生エネルギーの浸透率を高め、地域送電網のピーク時電力使
用を調節し、ピークカット・ボトムアップの目的を達成し、マイクログリッド制御と管理の重
要技術を発展させなければならない。

実証のシステム、設備、機能

核能研究所はすでに初の国家レベル 100kW 級マイクロ送電網試験場を建設し、マイクログ
リッド重要技術の研究開発を進め、また台湾電力 11.4 kV 配電システム瑞源 OQ38 給電線との連
系を完成させている ( 図 48)。これを基礎に、マイクログリッドの中核技術と革新技術の研究開
発と確立が進められた。これには次のものを含む。マイクログリッド 3 地域リアルタイムモニ
タリングシステム ( 図 49)、マイクログリッド Zone において 1 スタティックスイッチで系統連
系と離島間のシームレスな安定切換 ( 図 50 および図 51)、マイクログリッドの保護と協力技術、
電力貯蔵システムおよびその制御、電力品質分析、無効電力制御を備えるインバーター、マイ
クログリッドエネルギー管理システムなどを進める。上述の技術基礎のもと、すでに自律型マ
イクログリッド試驗場を建設済みであり、系統連系と離島モードの切換で再生エネルギー浸透
率が 20% に達したと検証されたとき、マイクログリッド制御と管理技術が実施可能であると確
定された。

このほか、核能研究所は家庭用マイクログリッド技術を積極的に開発し、電力会社とユー
ザーのニーズに基づき、エネルギー管理システム ( 図 52) を開発する。これには、短期再生エネ
ルギー需要予測技術、短期負荷予測技術、電力貯蔵、負荷と再生エネルギーのエネルギー自動
割当技術が含まれる。

実証の特徴またはポイント

核能研究所が研究開発した家庭用マイクログリッドエネルギー管理システム ( 図 6) を運用
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 47、100kW 級自律型マイクログリッド実証システム

し、電気自動車動態電力貯蔵の特徴を結びつけ、業界技術開発ニーズに呼応し、「家庭用マイ
クログリッドと電気自動車エネルギー割当管理システム」の設計と設置技術服サービス案が完
成した。また、双方向充放電技術、離島と系統連系安定切換、低電圧ライドスルー（LVRT）技
術と無効電力制御の単相 5kVA 双方向電力制御システム ( 図 53) を取り入れ、電力貯蔵施設、太
陽光発電システム、家庭用負荷を組合せ、本所が開発した設備と技術により新店裕汽車城 B1
展示スペースでの展示を実現した。

提供できるサービス、協力プロジェクト

マイクログリッドはスマートグリッドの基礎であり、核能研究所のマイクログリッドテス
トプラットフォームは業界設備と技術のテストフィールドとなり、業界のスマートグリッド産
業チェーン参入を助ける。また、核能研究所マイクログリッドシステムはすでに台湾電力 11.4 
kV 配電システム瑞源 OQ38 給電線と連系し、今後マイクログリッドは電力会社の配電調整プラ
ットフォームの需要量調節と電力調節調整を受けることが予測される。その短期的効果により、
台湾電力網の分散型電力積載容量を高め、電力システム配電端末の地域送電網の再生エネルギ
ーシェアを高める。中長期的に、電気自動車、電力貯蔵産業と結びつき、中小型学校、病院、
コミュニティで広く利用され、エネルギー使用效率を効果的に高められる。

「自律型マイクログリッド制御技術」の開発により、送電網の最大効果を発揮し、電気供
給品質の信頼性向上、再生エネルギーの応用拡大、省エネ・CO2 削減の政策目標達成、エネル
ギー使用効果向上、環境に優しいクリーンエネルギーの開発が期待され、持続的・安定的なエ
ネルギー供給が確保される。
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図 48、マイクログリッドと台湾電力瑞源 OQ38 給電線との連系

図 49、マイクログリッドリアルタイムモニタリングシステム



52

台湾スマートグリッド技術産業紹介

図 50、マイクログリッド Zone 1 離島運転テストシステム

図 51、マイクログリッド系統連系から離島運転モードへの切換波形
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図 53、電力貯蔵施設の単相 5kVA 双方向電力制御システムの組合せ

図 52、家庭用マイクログリッドのエネルギー管理システム
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担当者 陸忠憲

担当者電話 +886-3-5915022

担当者メールアドレス TonyCHLu@itri.org.tw

		パートナーとプロジェクト

● 玖鼎電力資訊公司（デジタル / スマート型メーター）

● 昱家科技（無線センサーハードウェア製造）

		実証地域紹介

実証の目的

地球の温室効果が日々深刻化し、過度にエネルギー開発がされている今、建物の省エネと
CO2 削減の推進は一刻を争う問題となっている。しかし、省エネ推進の前には、建物の消費電
力分布、電力使用比率、省エネ潜在力を把握しなければならない。一方、現在のオフィスビル
においては通常、建物の総電力消費しか分からず、各ユニットの電力使用を細分化できないた
め、どこから省エネを行ってよいか分からない。そこで、スマート建物のエネルギー管理プラ
ットフォームを普及させることが必要となる。

iPower 全院エネルギー情報プラットフォームは、各分院の電力使用状況、システム電力消
費比率やデマンドが一目瞭然で、各建物において大きな消費電力設備の使用量および運転状況
をリアルタイムにモニタリングでき、省エネと CO2 削減の計画と参考、省エネ効果の実現に役

( 八 ) スマート建物省エネ実証地域
 実証地域場所

新竹県竹東鎮 工業技術研究院中興分院

		実証フィールド概要

工業技術研究院中興分院は新竹県竹東鎮に位置する工業技術研究院の主要分院であり、オ
フィス、実験室、半導体製造など各建物が設けられている。各建物の主なエネルギー消費は空
調、照明、動力、エレベータ、送気・排気、コンセント回路および実験設備などによる。研究
院全体で計 82 棟の建物に、iPower 全院エネルギー情報プラットフォームが設置され、建物の
総電力使用、システムの電力使用、重要な消費電力設備、環境センサーなどの情報に対して全
面的なモニタリングを行っている。また、3000 個以上のデジタルメーターが設置され、3 分ご
とに 2 万以上のデータをプラットフォームのデータベースに取り込み、研究院全体および各分
院、また各建物の電力使用データを階層分析し、リアルタイムにエネルギー消費と動向を把握
する。
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立つ。このプラットフォームは、省エネ制御技術を統合し、建物の完全なスマート省エネプラ
ットフォームを提供できる。このため、電気料金の急騰、エネルギー不足の現状において、ス
マート建物のエネルギー管理プラットフォームのキーテクノロジーが必要であることは確実で
ある。

実証のシステム、設備、機能

システム面において、この iPower 全院エネルギー情報プラットフォーム（図 55）は各分
院および各館の電力使用や消費電力情報を表示できる（図 56 および図 57）。各分院および各
館の表示ページでは、それぞれの電力使用と消費電力状態が一目瞭然である。

このエネルギー情報プラットフォームの完全な機能を図 58 に示す。主な機能は次の通り。
分院と建物のエネルギー概況、リアルタイム情報、データ検索、レポート管理、警報管理、省
エネ分析、省エネ制御、ISO50001 などの先進的なエネルギー管理機能。

他のエネルギー管理システムと異なり、このプラットフォームは、コンピュータのスマー
トスリープソフト iSleep、会議室スマート省エネ制御、空調水側スマートインバーター制御、
空調 FCU 省エネ制御、空調 AHU 省エネ制御、オフィス省エネ制御など（図 59）、様々な省エ
ネ制御技術を取り入れている。実地検証の結果、いずれも実地条件によって様々な比率での省
エネ効果が得られる。このほか、ISO50001 の省エネ検証技術（図 60）を提供し、現場で消費
電力ベースラインを確立することにより、省エネ効果を分析できる。

実証の特徴またはポイント

iPower プラットフォームは平行処理構造を利用し、電力のリアルタイム情報、データ検
索、統計分析、デマンド予測、警報およびレポート管理などの機能を備えている。各館に属す
る iBEMS スマート建物エネルギー管理システムは、Zigbee 無線伝送技術を採用し、クラウドサ
ービスプラットフォームを立ち上げ、建物内の電力使用管理、エネルギー分析と省エネ制御な
どのサービスを提供する。また、ISO50001 国際エネルギー管理規格をサポートしている。

提供できるサービス、協力プロジェクト

iPower 全院エネルギー情報プラットフォームは、工業技術研究院の各分院への設置に成功
し、エネルギー分析の結果により、省エネ潜在力に基づき各種省エネ技術を導入する。今後の
初期計画では、病院や学校など、各種大型機関の分所に普及させる。中長期では、技術移転ま
たは業界提携により、各種大・小型建物に大量複製し、エネルギー管理プラットフォームの効
果を最大限発揮することを期待する。また、このプラットフォームの機能を拡大し続け、より
完璧な管理システムとより有效な省エネ制御技術を提供し、このプラットフォームが持つより
優れた管理戦力により、省エネと CO2 削減の政策目標を達成できるようにする。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 54、工業技術研究院建物分布

図 55、iPower ギー情報プラットフォームのトップページ
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図 56、iPower 院全区電力使用分析

図 57、iPower 中興分院 10 館電力使用分析
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図 58、iBEMS プラットフォーム機能

図 59、各スマート省エネ制御技術
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図 60、ISO50001 管理画面
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担当者 鍾欣儀

担当者電話 +886-3-5913616

担当者メールアドレス hychung@itri.org.tw

		パートナーとプロジェクト

● 中欣工程行（モーター異常診断管理プラットフォーム、動力設備性能並列最適化制御技術）

		実証地域紹介

実証の目的

2007 年の産業科学技術戦略会議の重要な結論と提案に基づき、行政院は関連する実施戦
略、推進メカニズム、措置の立案を検討し、「エネルギー情報通信技術（EICT）産業」をエネ
ルギー産業推進の主軸の一つとした。このシステムは実際の工場に設置することで、技術を検
証し、また市場導入時のボトルネックを理解する。また、モーター異常診断および省エネ制御
実証システム設置の最適化により、システム製品の普及と運用を実施する。

実証のシステム、設備、機能

汚水処理場ではポンプや送風機など多くのモーター動力設備を使用するため、最も主要な
消費電力施設となっている。また、その多くが大出力かつ 24 時間運転である。しかし現在、設
備性能の診断管理と運転技術の最適化に欠けているため、汚水の流入量が処理規模未満のまま

( 九 ) 汚水処理場モーター動力設備モニタリングと省エネ管理シ
           ステム
 実証地域場所

新竹科学園区汚水処理場

		実証フィールド概要

当工業団地の汚水処理場の設計最大処理容量は 1 日 16.5 万トンで、実際の 1 日処理汚水量
は約 10.5 万トン、全区の下水道接続率は 100% に達する。工業団地で発生する事業排水と生活
汚水は、下水道から工業団地内の汚水処理場に収集・処理された後、国の放流水標準を上回る
水質（BOD5 平均値 9.7 mg/L、COD 平均値 24.3 mg/L、SS 平均値 7.1 mg/L）となり、専用管で
客雅溪に排出される。汚水処理プロセスは図 61 の通り。主要消費電力区域は流入水ポンプ場、
接触酸化池、逆洗排水井である。モーター異常診断および最適化された省エネ制御実証システ
ムの設置により、システム製品の普及と運用を確実にする。
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運転され、多くのエネルギーが無駄になっている。このため、本計画では新竹科学園区汚水処
理場で、場内の六大処理ユニットの主要動力設備にモーター異常診断技術と無線電力監視シス
テムを導入する。設置範囲と区域は図 62 の通り。六区の大動力設備は計 19 台、馬力は 72HP-
270HP、管理プラットフォームは振動スペクトルデータ分析と異常診断機能を備える。操作画
面は図 63 の通り。このほか、消費電力比率が比較的大きな処理ユニットの逆洗排水井には最適
化省エネ制御技術を導入し、制御効果を最大限高め、複数機器の最適化と動態追隨制御の戦略
により、エネルギー効果を高める。ポンプ並列最適化システムの設置状況は図 64 の通り。

実証の特徴またはポイント

モーター信号は複数原因が結合する特性があり、診断が難しい。この技術は、重要信号の
変換技術とスマート演算技術を応用し、特徴ある信号を選出し、無意味な未加工データを有用
な情報に変換し、設備の運転状態を診断して各異常度および関連度を表示する。検証の結果、
前 2 種の故障原因で診断した正確率は 95% を超える。モーター診断演算技術は汚水処理場の実
測中で実施可能性検証が完了し、異常ケースを確実に探し出し、業者の承認を得ている。

提供できるサービス、協力プロジェクト

この計画は、モーター設備コンポーネント診断技術からモーターシステム省エネ制御技術
までの省エネ技術を累積したもので、将来は「スマートグリッドの省エネ制御と整合技術開発
計画」を通じて省エネ・最適化制御技術を汚水処理場全体に広げ、処理場全体の主要消費電力
ユニットを第一の導入目標とし、またウェットウェル（流入ポンプ場など）ユニットと生物処
理ユニットを実施目標とする。当該ユニットのエネルギー使用效率を 10-15% 以上高めると予
測する。処理場全体の全プロセスの最適化運転技術により、全体の省エネ效果を 5% 以上達成
することが可能である。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 61、排水処理プロセス図

図 62、モーター動力設備モニタリングと省エネ管理実証システム設置区域
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図 63、ポンプ並列最適化運転実証システム

図 64、モーター異常診断管理プラットフォーム
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担当者 陳翔傑

担当者電話 +886-3-5914927

担当者メールアドレス hcchen@itri.org.tw

		パートナーとプロジェクト

● 中欣工程行（モーター異常診断管理プラットフォーム、動力設備性能並列最適化制御技術）

		実証地域紹介

実証の目的

国内外の省エネ・CO2 削減の動向に対応し、経済部の「エネルギースマートネットワーク
と省エネ制御のキーテクノロジー開発」計画と結びつけ、商業建物スマート省エネ演算技術を
開発する。省エネの方法は、古い設備を新しいものに交換するほか、運転モードに最も適した
省エネ運転案を提供することがある。全体のシステム效率を最適化できるよう、当技術の開発
が必要となってくる。

実証のシステム、設備、機能

電力統計とエネルギー調査年間報告書によると、国内非製造業電力使用量はビジネスおよ

( 十 ) 量販店省エネ管理システム
 実証地域場所

大潤発（RT-mart）頭份店

		実証フィールド概要

商業建物のスマート省エネ演算技術。省エネの方法は、古い設備を新しいものに交換する
ほか、運転モードに最も適した省エネ運転案を提供することがある。全体のシステム效率を最
適化できるよう、当技術の開発が必要となってくる。大潤発頭份店のエネルギー管理は、エア
ハンドリングユニット制御システムであり、この店の敷地面積は 4,660 坪、延床面積は 13,258
坪、室内の売り場は B1 と 1F の 2 階層、地上 2F から 4F は駐車場であり、約 700 から 800 台分
の駐車スペースがある。空調システムは、冷水メインマシン 3 台、冷水循環ポンプ 3 台、区域
ポンプ 4 台、冷却水ポンプ 4 台、冷却水塔 3 座、エアハンドリングユニット 17 台、小型送風
機多数などの設備が含まれる。
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びサービス部門のシェアが最大で、空調は商業建物の電力消費量が最大の主要なシステムであ
り、電力使用量全体の 40-50% 以上を占める。システムの重要消費電力設備は、冷水メインマ
シン、動力ポンプ、水塔ファン、エアハンドリングユニットなど大馬力設備が含まれる。これ
らの設備に電力監視と消費モデル分析を行い、省エネ最適化運転戦略を立てれば、かなりの電
力使用量を抑えることができる。現場のニーズでは、エアハンドリングユニットまたは送風機
は環境温度・湿度および人の快適性を保つことを担当している。当システムは、現場の無線セ
ンサーネットワークを結びつけ、エアハンドリングユニットの温度設定、ファンのインバータ
ーおよび外気導入などの自動化制御機能を提供する。また、バックエンドの供給から見ると、
需要量の低下は供給の減少に影響するため、冷房負荷やポンプ回転速度の低下といった調節方
法により、省エネ効果を達成できる。このほか、システムインターフェイスでは管理者の状態
情報、履歴や曲線などの検索機能を提供し、使用者にとってエネルギー消耗や流れなどの重要
情報を分かりやすくする。

実証の特徴またはポイント

環境無線センサーネットワーク：温湿度、二酸化炭素、空間の人員負荷量および電力情報
はすべて無線 Zigbee 方式でバックエンド管理プラットフォームにリターンされ、また低電力
消費、設置が容易で安価という長所がある。

エアハンドリングユニット制御技術は、無線センサーネットワークと既存の画像制御イン
ターフェイスの統合に成功し、システムの安定性に影響がないという前提のもと、二重閉回路
スマート制御技術を完成させ、全自動化かつ低消費電力のエアハンドリングユニット制御ソリ
ューションを提供する。

バックエンド管理プラットフォームは、リアルタイムで運転状態を監視制御し、室内外の
測定値を利用してスマート制御に重要な参考値を提供する。また、全自動化制御機能を実現し、
技術導入の敷居を下げ、このモデルの大量普及を容易にする。

提供できるサービス、協力プロジェクト

空調改善標準モデルを構築し、技術提携メーカーを募り、双方のエネルギー研究開発力を
統合する。最適な時期に適切なメーカーに技術移転し、末端ユーザーの導入効果と経験フィー
ドバックの収集を続け、開発済みの技術を最適化し、新技術の研究開発戦略を立てる。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 65、システムアーキテクチャ機能図

図 67、電力デマンド傾向

図 66、電力回路リアルタイムモニタリング
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図 68、契約デマンドと負荷軽減制御

図 69、ハードウェアアーキテクチャ実体設置図

図 70、エアハンドリングユニット制御ソフトウェアインターフェイス
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担当者 鄭儀誠 博士

担当者電話 +886-3-5914930

担当者メールアドレス cheng@itri.org.tw

  実証地域紹介

実証の目的

エネルギー情報通信技術を導入し、燃焼炉最適化操作システムの開発と設置を完成し、操
作面の改善により工業燃焼システムの運転效率を高め、汚染空気排出を減少させる。この石炭
のコジェネレーションボイラーは前壁式設計で、上中下の 3 列で計 9 台の燃焼装置があり、満
負荷の蒸気生産量は 350 TPH、最大発電量は 60MW、1 日の石炭使用量は 650~700 トン、年間
運転時間数は 8000 時間である（図 71）。

実証のシステム、設備、機能

最適化操作システムの現場設置プロセス（を参照図 72）、全体構造は次の通り（を参照図 
73）。

ステップ 1：手動ダンパー比率操作調整

コジェネレーション工場の操作データを観察すると、NOx が明らかに高いほか、二次・三
次燃焼空気のダンパーが手動調整しかできない。このため、まず各ダンパーを適切なダンパー
比率に調整し、燃焼区域の Therom NOx の発生を抑えることで、総燃焼空気の調整可能量を広
げ、元のボイラー效率が高まるようにしなければならない。このフィールドではすでに iDOE
スマート型実験設計ソフトウェアを用いて適切なダンパー比率を手動で操作調整を行なった
（図 74）。

( 十一 ) 燃焼炉最適化操作実証システム
 実証地域場所

中国石油化学工業開発股份有限公司 - 頭份工場

  実証フィールド概要

エネルギー情報通信技術を導入し、燃焼炉最適化操作システムの開発と設置を完成し、操
作面の改善により工業燃焼システムの運転效率を高め、汚染空気排出を減少させる。
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ステップ 2：O2 フィードバック制御システムの設置

ダンパー比率と総燃焼空気量の調整過程で元々煙道にあった O2 濃度センサーに詰まりに
よる故障が起きやすく、リアルタイムで正確な O2 測定情報が得られず、元々建設時に DCS と
統合した煙道酸素フィードバック制御システムも予測した操作効果が得られず、この機能が閉
鎖されていることが分かった。このため、この試験フィールドで O2 フィードバック制御シス
テムを設置した。システムには、煙道排気のサンプリング実体分析計、煙道 \ 煙突のガス濃度
バーチャルメーター（図 75）、酸素フィードバック制御装置（図 76）が含まれ、リアルタイ
ムで石炭ボイラーの総燃焼空気量を調節でき、燃焼效率が一定の合理的範囲内に維持できるよ
うにする。

ステップ 3：MPC ベースの燃焼最適化制御

MPC ベースの燃焼最適化制御はボイラー全体の操作面で調整を行い、モデリングと最適化
技術を応用し、リアルタイム操作方式で燃焼システムを最適な操作状態に維持し、操作や空気
汚染などの制限に適合させる。このテストフィールドは、調整できる操作変数で煙道酸素濃度
設定値と各層の一回の風量があり、ボイラー效率を高め NOx 生成を最小化することに用いられ
る。現在、MPC ソフトウェアとその模擬の機能性テスト検証が完成している（図 77）。

実証の特徴またはポイント

底層の制御回路改善について、技術開発と応用成果は次の通り。

(1) 予測性排出モニタリングシステム（バーチャルメーター）の設置は、オンラインの O2
と NOx 実体センサーを検証できるほか、吹き戻し動作 \ 測定の校正を行なう時、短時間で一時
的にオンラインセンサー設備に代替し、重要な測定情報の紛失を防ぐことができる。

(2) オーバーライドコントロール構造（Override control）を応用し、O2 フィードバック制
御によって燃焼效率が高まると同時に、煙道 NOx 濃度が上昇した場合、NOx が警戒線を超え
ないよう NOx を制限する必要がある。元の燃焼效率改善操作を維持しながら、システム自身で
NOx の増加に適切な管理と調整を行うことができる。

(3) 石炭の使用程度に応じて、自動化の総燃焼空気調整を行うことにより、0.6~3% の一般
炭比率を高め、年間 1,000 トンの石炭使用量と 2,500 トンの CO2 排出を削減できる。

ハイレベルの制御システム設置について言えば、

国内初の MPC モード予測制御ソフトウェアである。

提供できるサービス、協力プロジェクト

MPC ソフトウェアを工業燃焼システムの実証システム設置に応用し続け、実証システムの
技術と効果検証を行うことで、成熟した技術を次第に普及・拡張させ、実質的にエネルギー使
用を大きく減少させる。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 71、実証地域ボイラー外観

図 72、実証システムの様々な写真
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図 74、各レベルのダンパー比率最適化設計ソフトウェア、iDOE

図 73、全体の最適化操作アーキテクチャ
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図 76、総燃焼空気操作システム（Oxygen control + NOx constraint control）

図 75、予測性排出モニタリングシステム PEMS （O2、NOx バーチャルメーター）
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図 77、高級プログラム制御システム（Model Predictive Control, MPC）
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担当者 劉子吉

担当者電話 +886-3-5914258

担当者メールアドレス tzuchi.liu@itri.org.tw

  パートナーとプロジェクト

● 友達（パネル工場冷水システム）

  実証地域紹介

実証の目的

我が国の工業部門の電力消費は全国の 60% 近くあり、このため工業エネルギー情報管理と
エネルギー效率最適化の推進は、国内の省エネ・CO2 削減にとって非常に重要である。

冷水空調システムの電力使用は一般工業において、製造時の電力使用の次に大きな電力消
費システムであり、工場全体の電力使用比の約 20%~30% を占める。このため、冷水空調シス
テムに設備とパラメータの制御を行い、電力負荷を有効に下げ、全体の性能を高める。

実証のシステム、設備、機能

この実証システムは、2 台の冷水システム（高、低冷水温度）があり、リアルタイム操作
推奨画面を提供する。推奨出力機能では、リアルタイムに冷水メインマシンの操作の組合せの
推奨、冷却水塔操作組合せの推奨、冷却水塔出水温度の推奨を提供する。

( 十二 ) ハイテク工場冷水システム最適化制御システム
 実証地域場所

台中市中部科学園区中科路

  実証フィールド概要

冷水空調システムの電力使用は一般工業において、製造時の電力使用の次に大きな電力消
費システムであり、工場全体の電力使用比の約 20%~30% を占める。このため、冷水空調シス
テムに設備とパラメータの制御を行い、電力負荷を有効に下げ、全体の性能を高める。
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実証の特徴またはポイント

リアルタイムモデルシミュレーションの計算を通じ、また省エネ操作最適化演算を組合
せ、リアルタイムに当番の操作員に提供する。また、冷水メインマシンの特徴と要素により、
非線形の設備特徴とする。この技術はリアルタイム演算と修正の冷水メインマシンモデル構造
形式を提供する。この形式は、従来の長期的な運転データを必要とせず、少数の運転データに
より現在の運転データを作成する冷水メインマシンモデルで、迅速に導入でき、長時間の運転
データを減らすことができる。

冷水システムの 2 つの水温供給：

● 高 温 シ ス テ ム： 冷 水 メ イ ン マ シ ン 8 台（ い ず れ も 3000 ト ン ）、 冷 水 ポ ン プ 8 台
（420LPS）、冷却水ポンプ 8 台（364LPS）、冷却水塔 6 台。

● 高温システム：冷水メインマシン 6 台（それぞれ 1250、2500、3000 トン）、冷水ポン
プ 6 台（404LPS）、冷却水ポンプ 8 台（636LPS）、冷却水塔 6 台。

提供できるサービス、協力プロジェクト

短期計画ではこの技術を単一の工場区で実地試験を行い、中長期的にはグループ全体に導
入し、将来複数並列形式の冷水システムの工場への普及を計画する。

また、ESCO 社の協力を得て、導入速度を早め、工場の電力消費において公用設備とシス
テムの使用比率を有效に下げ、公用設備のシステム性能を高める。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 78、SCADA システム図

図 79、冷水システムリアルタイム運転データ
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図 81、リアルタイム演算データ

図 82、冷却水操作推奨画面

図 80、パラメータ設定画面
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担当者 程雅芬助手、蕭巧如助手

担当者電話 +886-5-2720411 Ext.23291 / +886-3-5715132 Ext.34139

担当者メールアドレス ccueparc@ccu.edu.tw, crsiao@ee.nthu.edu.tw

( 十三 ) スマート型直流電気供給システム教育ショールーム
 実証地域場所

国立中正大学教二館 337 室

  実証フィールド概要

「エコエネルギー実証ルーム」は、ソーラーエネルギーをクリーンエネルギーとし、通常
の住居環境計画に基づき、各種日常で使用される電気機器設備が含まれる。本展示ルームの実
証項目は次の通り。

1. 直流電力と交流電力の差を展示

2. 太陽光発電の原理と効果を展示

3. 直流電気機器とインバーター電気製品を展示し、各種直流電力システムと組み合わせる
自動制御・管理技術を実験

4. 家庭用電力計画の利益状況を展示

5. 各階層の人々によって展示形式を変える

「エコエネルギー実証ルーム」は、教育二館屋上のソーラーパネルと室内実証場 ( 広さ約
40 坪 ) が含まれ、システムと位置の説明は図 4 の通り、規格と施設の説明は次の通り。

1. 太陽光発電システム－教育二館屋上に太陽光発電システム ( 計 12 kW) を設置し、実証展
示ルームに電力を供給することで、研究、比較と展示を行う。

2. 交直流電気供給システム－実証展示ルーム内に直流電気供給システムを設置し、従来の
交流電気供給システムを比較のために残す。

3. 直流電気供給を受けられる各種電気製品を設置、例えば TV、冷房、冷蔵庫、洗濯機、オ
ーブン、扇風機、コンピュータ、LED、T5 照明器具など。

4. 説明展示システム－直流電気供給システムと太陽光発電の原理および機能を示す。

5. 比較展示システム－直流電気供給システムと交流電気供給システムのエネルギー使用效
率の差を示す。
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  パートナーとプロジェクト

● 聲宝股份有限公司（冷蔵庫、冷房、洗濯機、オーブン）

● 東元（液晶 TV、冷蔵庫）

● Fujitsu（直流プラグ、直流コンセント）

● 福豊盛股份有限公司（ソーラーエネルギー最大電力トラッカーと交直流双方向ソーラーエ  
ネルギーインバーター）

● 立徳電子股份有限公司（電気自動車充電器）

● 北極光電股份有限公司（照明器具）

● 益通動能股份有限公司（電気自動車）

  実証地域紹介

実証の目的

2009 年 2 月に開催された「全国エネルギー会議」の共通認識により、全国にコミュニティ、
県市町村、および北・中・南・東区のエコエネルギー実用実証エリアを設置する。エネルギー
局は 2015 年までに、10 万世帯に 320 MW の太陽光発電システムを設置することを計画してい
る。このほか、2009 年 6 月に成立した「再生エネルギー発展条例」により、2025 年の再生エ
ネルギー発電量を最高で 10 GW とする。これは、その時の全国電力使用量 (47 GW) の約 20 %
を占める。

これらの要素により、中正大学教二館に直流実証展示場－「スマート型直流電気供給シス
テム教育展示ルーム」を設置する。本展示ルームは、ソーラーエネルギーをクリーンエネルギ
ーとし、今後は風力発電、燃料電池などその他のクリーンエネルギーに範囲を広げる。本展示
ルームは、通常の住居環境計画に基づき、各種日常で使用される電気機器設備が含まれる。展
示場では、コンセプトと知識交流および推進のプラットフォームとしての役割を果たし、メー
カーに対し、直流電気供給機器研究開発のテストプラットフォームを提供する。

実証のシステム、設備、機能

実証のシステムと設備の説明は次の通り。

1. 太陽光発電システム－教育二館屋上に太陽光発電システム ( 計 12 kW) を設置し、電気供
給実証展示ルームを研究し、比較と展示を行う。

2. 交直流電気供給システム－実証展示ルーム内に直流電気供給システムを設置し、従来の
交流電気供給システムを比較のために残す。
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3. 直流電気供給を受けられる各種電気製品を設置、例えば TV、冷房、冷蔵庫、洗濯機、オ
ーブン、扇風機、コンピュータ、LED、T5 照明器具など。

4. 説明展示システム－直流電気供給システムと太陽光発電の原理および機能を示す。

5. 比較展示システム－直流電気供給システムと交流電気供給システムのエネルギー使用效
率の差を示す。

エコエネルギー直流マイクログリッドのアーキテクチャは図 84 に示す通り。本展示ルー
ムの機能と実証原因の説明は次の通り：

( 一 ) 直流電力と交流電力の差を展示

本展示ルームで展示しようとするテーマは、「直流電気供給システム」であり、直流電力
と交流電力の差を紹介している。これには、交流電力システムを選んだ歴史的な理由、当初直
流電気供給を選ばなかった問題が解決したのかどうか、また現在世界で採用されている直流電
力供給の地区と採用の理由が含まれる。

( 二 ) 太陽光発電の原理と効果を展示

直流電気供給システムの発想とソーラーエネルギーによる電力が直流であることには関連
性があることから、私たちは展示ルームにおいて、太陽光発電の原理と機能を展示している。
これには、太陽光発電方式の種類、太陽光発電に必要な材料、材料コスト、材料供給が十分で
あるかどうか、十分な日照、きれいな空気などの太陽光発電の制限条件はどうか、「ソーラー
エネルギーは不安定なエネルギーである」と言われるが、いかにソーラーエネルギーの安定性
を高めるか、太陽光発電に必要な設置場所についていかにデザイン性の高い太陽光発電所を設
計するかなどが含まれる。

( 三 ) 直流電気機器とインバーター電気製品を展示し、各種直流電力システムと組み合わせ
る自動制御・管理技術を実験

直流電気供給は直流電気機器に使用されるため、展示ルームでは現在実際に直流電力を使
用している電気機器や、私たちがどのコンポーネントを使用して交流電力を直流電力に変換し、
電気機器に電気を供給して使用しているかについて展示している。次に、インバータとそうで
ない電気機器の差とインバータ電気機器の省エネ効果、直流電力でないとインバータ機能が提
供できない理由、インバータ電気機器が快適さを提供できる理由を紹介している。

( 四 ) 家庭用電力計画の利益状況を展示

太陽光発電設備を設置した家庭が小型の発電所と見なされるのを展示するため、展示ルー
ムを甲と乙の 2 部屋に分け、ソーラーエネルギー施設は甲に置く。甲の電力使用量が少ないと
き、そのソーラーエネルギーからの電力を乙に販売できる。私たちの第 4 項目の研究内容は、
主体的な家庭用電力計画の利益状況を展示する方法である。

( 五 ) 各階層の人々によって展示形式を変える

対象において、私たちは各階層の人ごとに教育テーマと展示形式を変えたいと考えてい
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る。展示対象の階層は、小学生、中学生、高校生、大学生、大学院生、社会人とする。レベル
においては、一般常識の展示と高度な知識の展示に分けられ、そのうち高度な知識の展示を見
る人は、一般展示を見る人の中でも深い知識と興味を持つ人であり、人数はやや少ないと考え
られる。このため、私たちの第 5 項目の研究内容は、各階層の人々に展示する項目と内容を事
前に設定し、その後展場施設をどのように計画し、前述の目標を達成するかについて研究する
ことである。

実証の特徴またはポイント

1. この展示ルームで各教育イベントを開催し、完成したシステム制御や管理技術成果を研
究する。展示ルームでこれらを拡張設置し、展示ルームを人々が将来推進してゆく国家政策と
インフラのコンセプトを理解するためのプラットフォームとする。

2. 直流電気供給システムを推進・採用し、その役割は、ソーラーエネルギーから生まれた
電力が直流電力であるという本質と、直流電気供給を受ける電化製品はより高い省エネ機能を
あげるという事実である。

3. エネルギー国家型計画「直流スマートマイクログリッド研究」に協力し、「家庭」型の
テスト場所として、清大電機は「オフィス」型のテスト場所を設立し、研究テストと展示推進
に供する。

提供できるサービス、協力プロジェクト

メーカーとの協力および研究開発プロジェクトを提供。例えば、全漢企業股份有限公司、
光峰科技股份有限公司、北極光電股份有限公司、聲宝股份有限公司と提携し、380V 直流コンピ
ュータ、直流投影機、軽鋼フレームの照明および直流冷房を開発し、エコエネルギー実証事務
所の設置を行う。



82

台湾スマートグリッド技術産業紹介

図 84、エコエネルギー直流マイクログリッドアーキテクチャ

システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 83、位置図およびパンフレット
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図 86、展示ルーム内部図

図 85、エコエネルギー実証ルームシステムと位置説明
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図 87、モニタリングシステムのメイン画面
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担当者 呉享倫

担当者電話 +886-963-070 532 / +886-6-236-6653

担当者メールアドレス z10204012@email.ncku.edu.tw

( 十四 ) スマートハウス ( 建築 ) 電気エネルギー管理システム
 実証地域場所

国立成功大学奇美楼 8 階

  実証フィールド概要

スマートハウス電気エネルギーシステムを一般家庭でシミュレーションする。図 89 の通
り。使用する装置には、照明制御器、LED 照明、電動カーテン、モニタリングコンセント、温
度や湿度、移動、光といったセンサーモジュールなどがある。再生エネルギーには、5kW ソー
ラーエネルギーパネルキット ( 図 90)、3kW 垂直式風力発電機 ( 図 91) が含まれ、電力はそれぞ
れ家庭用電力貯蔵用鉛酸電池に貯蔵され、展示室の照明に供給される。このほか、本システム
にはリチウム電池で家庭用電気自動車の充放電をシュミレートする。

実証項目には、電気機器および照明設備の遠隔モニタリング、室内で人の動きによる自動
スイッチ機能、シチュエーション管理、負荷スケジュール管理、需要量管理、エコエネルギー
発電および負荷電力使用状況、電池状態などが含まれる。そのうち、シチュエーション管理に
は動作モードとレポートモードがあり、レポートモードでは電動カーテンと光センサーを組合
せ、カーテンの角度を調整し、外の光源により LED ライトの明るさを調整し、省エネ効果を達
成する。

需要量管理には、自動化デマンドレスポンスサーバ (DRAS) のデマンドレスポンスイベント
信号を受信することによる自動負荷低減、およびユーザーが契約容量を超えないための自動負
荷低減が含まれる。これらの自動負荷低減は、ユーザーが自己設定した優先序順で実施され、
非常に便利である。エコエネルギー発電と負荷電力使用状況は、リアルタイム情報、履歴情報
を検索することができる。履歴情報は、年、月、日ごとに検索でき、また負荷電力使用では特
定機器の電力使用量を検索でき、ユーザーが自分で電力使用モードを変更しやすく、節電効果
を達成できる。
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  パートナーとプロジェクト

● ABB in Taiwan（照明省エネ設備、電動カーテン）

● 鉅康科技（Zigbee 電気エネルギー監視モジュール）

● 資策会（家庭用ゲートウェイおよびデータ集信装置インターフェイス開発）

● 大同公司（AMI メーターおよび HEMS の通信インターフェース）

● 新華電脳（HEMS はめ込み式システム）

● 中華電信（HEMS と通信システム）

● 笙泉科技（非接触式充電システム IC 設計）

● 源鼎科技（NILM モジュール開発応用）

● 蔚華科技（小型風力発電システム開発）

  実証地域紹介

実証の目的

家庭用スマート化電気エネルギー管理システムは、便利な生活をもたらすばかりでなく、
電気料金と CO2 排出を減らすことができる。これを開発し、一般家庭用住宅または工業・商業
ビルの電気エネルギー管理システムに適用すれば、負荷スケジュール、電力使用の最適化、デ
マンドレスポンスなどの目的を達成することができる。そのうち、デマンドレスポンスは非常
に重要な応用であり、各種ピーク時電力使用低減のメカニズムを通じて、電力公司の予備電力
コスト投資を低減し、電力会社とユーザーに相互利益をもたらす。

重要技術を開発するほか、政府の関連制度・法規の研究と分析が含まれ、同時に従来の産
業技術基礎と統合し、研究過程の短縮と本システムの実施可能性向上に貢献し、さらに関連メ
ーカーの投資を募る。同時に、開発した新技術のさらなる発展可能性を積極的に探求し、国内
企業の国際市場における競争力を牽引する。

実証のシステム、設備、機能

家庭用電気エネルギー管理システムでは、一般家庭でよく見られる数種類の電気製品を展
示し、機器別電力使用量とリモコンスイッチをいつでも見られるようにする。また、上述の機
能により各種自動制御を達成できる。例えば、移動センサーでは、人の不在時に照明や空調設
備をオフにすることができる。また、需要量が契約容量を超えたとき、使用者が事前に設定し
た優先順序により自動的に機器の負荷を低減する。日照センサーと電動カーテンでは、日照度
不足または過度のとき、カーテンまたは LED 照明を自動的に調節する。温湿度センサーに合わ
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せて、室内空調を調節し、温度設定が不適切であることによる電気料金の無駄やユーザーの使
用意欲の低下を防ぐ。

このシステムと AMI システムがアクセスすることにより、時間帯電気料金とデマンドレス
ポンスイベントを取得し、時間帯電気料金によって負荷スケジューリングを行う ( 図 92)。時間
制約が比較的少ない電気機器は、電気料金が低めの時間帯に使用する。例えば EV 充電、ポンプ
モーター制御などの応用である。このほか、ソーラーエネルギーおよび風力発電設備のモニタ
リング予測システムを設置し、再生エネルギー発電をいつでも把握し、また電気エネルギーを
電池に貯蔵し、適当な時間に照明設備に使用できるようにする。

上述の再生エネルギー発電、電力需要量、電力使用度数はいつでも調べることができ ( 図 
93)、過去の電気料金や主な料金項目を見ることで、電力使用戦略を考え、ユーザーが電力使用
戦略を調整することで電気料金の支出を抑えられるよう協力することが期待できる。

実証の特徴またはポイント

電力需要量と契約容量の比率を随時把握し、高くなりすぎた場合、使用者は事前に設定し
た優先順序で機器の負荷を低減し、契約容量を超えないようにできる。デマンドレスポンスイ
ベントは、インターネットまたはメーターとデータ集信装置の AMI システムにより、デマンド
レスポンスイベント信号を受信する。同様に、使用者は自分で設定した優先順序により、需要
量イベントをより柔軟に管理できる。

負荷スケジュールは、事前に電気機器の電気供給時間を設定し、時間帯電気料金によりユ
ーザーに使用時間を提案できる。また、電気供給のない時間には、機器自体の待機電力による
料金や、ユーザーのスイッチ消し忘れによる料金を節約できる。

本実証フィールドでは、電動カーテン、LED ライト、日照センサーを組合せ、外の光源の
強さにより電動カーテンや LED ライトを調節し、過度の明るさや暗さを避ける。また、温湿度
センサーに合わせて、室内空調を調節し、温度設定が不適切であることによる電気料金の無駄
やユーザーの使用意欲の低下を防ぐ。

提供できるサービス、協力プロジェクト

今後、一般工商業ビルにまで拡大し、小型電力貯蔵電池、再生エネルギーを組合せ、建築
物が停電時に電力を自給自足できるようにする。さらには時間帯別電気料金が高めのときは、
自身の予備電力または再生エネルギーによる電力ですべてまかなえるようにする。数棟の建物
が完成すれば、デマンドレスポンス、分散型電力貯蔵および発電システムと組合せ、モニタリ
ングメインステーションを設置し、バーチャル発電所の電力エネルギー管理と制御アーキテク
チャ を完成させる ( 図 94)。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 88、実証地域位置図

図 89、システム単線図と測定管理装置

上述の機能のようなコミュニティ型、オフィスビルの電気エネルギー管理システムを設置
するときは、電池業者、エネルギーサービス業者と提携すれば、時間帯別電気料金やデマンド
レスポンスの商業モードにより、適時電力を調節できる。緊急停電や自給自足時以外では、最
適化スケジュールと緊急時制御の意思決定に基づき、契約容量超過を防いで電気料金の優待と
補償を受け、商業利益を獲得できる。
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図 92、負荷スケジュールページ

図 90、3kW 太陽光パネルセット 図 91、3kW 風力発電機
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図 93、電力使用量検索ページ

図 94、バーチャル発電所アーキテクチャ
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担当者 陳翔雄

担当者電話 +886-3-591-5051

担当者メールアドレス ker.sschen@itri.org.tw

  パートナーとプロジェクト

● eMeter(MDMS)

● 資策会 (AMI Headend)

● 康舒、達創、玖鼎 ( 集信装置 )

● 大同、中興、康舒、士林電機 ( スマートメーター )

● 工業技術研究院 ( ホームエネルギーマネジメントシステム )；東城科技 ( ソーラーエネル
ギーシステム )

● 台湾電力、エネルギー局、台南市政府、工業技術研究院 ( フィールド提供と技術統合

( 十五 ) スマートメーターシステムとホームエネルギーマネジメ
                ントシステム実証エリア
 実証地域場所

エネルギー局台南人間清境コミュニテ

  実証フィールド概要

台南人間清境コミュニティは台湾南部に新設されたコミュニティで、住宅 17 戸に太陽光
発電システムが設置されている。このことから、エネルギー局と台南市府が協力し、スマート
メーターシステムとホームエネルギーマネジメントシステムなどを推進し、太陽光発電システ
ム、スマートメーターシステム、ホームエネルギーマネジメントシステムを統合した先進的ス
マートコミュニティの構築を進めることで、スマートグリッドを生活に取り入れることに関し、
人々の認知を広げていく。

よって、台南人間清境コミュニティ実証フィールドでは、住宅 17 戸分の太陽光発電シス
テムとホームエネルギーマネジメントシステム、50 戸分のスマートメーターシステム (1 戸に
つきメーター 3 個、合計で約 150 個以上 ) が設置されている。このシステムは、エネルギー局
の委託機関である工業技術研究院が設置を担当している。
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  実証地域紹介

実証の目的

ユーザーの AMI に対する認知度を高め、ホームエネルギーマネジメントシステムを推進す
るため、一般市民によって太陽光発電システムが設置されている台南人間清境コミュニティで
普及を進める。ユーザーの住宅に小型メーターや IHD などを家庭用電力モニタリング設備とし
て設置し、電力使用情報や時間帯別電気料金、デマンドレスポンスなどのデータ表示を支援す
ることで、将来的な住宅の時間帯別電気料金の普及を促す。

実証のシステム、設備、機能

エネルギー局は、スマートメーターシステム (AMI) やホームエネルギーマネジメントシス
テムを推進するため、太陽光発電システムがすでに設置されている台南人間清境コミュニティ
で普及を進める。ユーザーの三階建の戸建てに小型メーターや宅内ディスプレイ (IHD) などを
家庭用電力モニタリング設備として設置している。

台南人間清境コミュニティは台湾南部に新設されたコミュニティで、住宅 17 戸に太陽光
発電システムが設置されている。このことから、エネルギー局と台南市府が協力し、スマート
メーターシステムとホームエネルギーマネジメントシステムなどを推進し、太陽光発電システ
ム、スマートメーターシステム、ホームエネルギーマネジメントシステムを統合した先進的ス
マートコミュニティの構築を進めることで、スマートグリッドを生活に取り入れることに関し、
人々の認知を広げていく。

ソーラー発電システム：「百万戸太陽光発電屋根」政策の推進に合わせ、主に太陽光発電
パネルと系統連系型コンバーターを応用し、太陽光発電で発生した直流電力をコンバーターを
通じて交流電力にして送電網に併入し、分散型発電システムの理念を達成する。

スマートメーターシステム (AMI System)「スマート型メーターシステムインフラ案」に合
わせ、低圧 AMI 実証システムの設置を推進する。これには、低圧スマート型メーター、集信装
置、通信サーバ、メーターデータ管理システム（MDMS）などの全システムが含まれ、有線・
無線の通信技術により、ユーザーの毎日の電力使用情報をシステムデータベースにリターンし、
ユーザーがオンラインで検索できるようにしている。エネルギー局は現在すでに台北、新竹、
台南などに 1,000 台以上の AMI システムを設置しており、国内の大同、士電、中興、康舒科技、
達創、工業技術研究院、資策会などの産業エネルギーを十分に統合し、将来的に省エネ製品の
統合開発と応用サービスの実施を継続する。

ホームエネルギーマネジメントシステム：「スマート型メーターシステムインフラ案」推
進政策に合わせ、ホームエネルギーマネジメントシステム技術研究を進める。これは、主にス
マートメーターシステムの延長であり、家電などの情報を情報センターに集めることで、ユー
ザーが検索できるようにし、ユーザーの自主的な節電を助け、省エネと時間帯別電気料金推進
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の応用シーンを作り出すものである。

構築されたスマートメーターシステム (AMI)、ホームエネルギーマネジメントシステム
(HEMS) などのプラットフォームは、主にユーザー電力使用情報の検索に提供されるほか、将来
的には時間帯別電気料金の試験計画において、ユーザーの省エネ效果テストを行うことにも協
力でき、AMI と HEMS の応用例拡大および節電效果分析に役立つ。これにより、将来的な AMI
およびホームエネルギーマネジメントシステム推進のスケジュールと方法を計画し、今後エネ
ルギー局のスマートグリッド技術プラン研究に協力し、時間帯別電気料金の試驗計画を進め、
実験グループと対照グループの比較分析によりユーザー別節電特徴を実験することで、家電業
者のエネルギー管理システム通信標準化などの目標達成を促す。

実証の特徴またはポイント

1. 当コミュニティの実証システムは、コミュニティ型太陽光発電システム、スマート型メ
ーターシステム、ホームエネルギーマネジメントシステムなどの技術統合が含まれる。

2. 当システムは、台湾初の計測型スマートメーターシステム、ホームエネルギーマネジメ
ントシステム、太陽光発電システムの統合型コミュニティである。

提供できるサービス、協力プロジェクト

1. 提供可能なサービス：スマートメーターシステム情報検索ユーザーの電力使用の現状。
ホームエネルギーマネジメントシステムサービスでは、ユーザーの家電電力消費検索サービス
を提供し、また太陽光発電システムの発電情報を取り入れ、ユーザーに再生エネルギー発電シ
ステムの情報および自身の電力使用情報を統合・提供し、ユーザーが自主的に節電目的を果た
せるようにする。

2. 協力可能なプロジェクト：工業技術研究院は、スマートメーターシステムの技術統合、
ホームエネルギーマネジメントシステムサービスの技術統合などを提供できる。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 95、台南人間清境コミュニティの太陽光発電システム図

図 96、台南人間清境コミュニティのスマートメーターシステムアーキテクチャ ( メーターと集信装置 )
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図 97、台南人間清境コミュニティの太陽光発電システムの計測メーター

図 98、ユーザーのホームエネルギーマネジメントシステムの
ウェブサイト検索情報 ( 再生エネルギーを含む )
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図 99、ホームエネルギーマネジメントシステムの技術統合開発
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担当者 張建国

担当者電話 +886-3-5917051

担当者メールアドレス chienkuo@itri.org.tw

  パートナーとプロジェクト

実証フィールドは主にエネルギー局が担当し、台湾電力公司と国家科学委員会とともに推進
を行う。設置するプロジェクトには、マートメーターシステム、先進的な配電管理システム、ス
マート家電、スマートコンバーター、電力貯蔵システムなどがある。実証フィールドはメーカー
に参加と投資の門戸を開き、提携メーカーと提携事項について折衝中である。

  実証地域紹介

実証の目的

「スマートグリッド全体計画案」の環境構築の観点プロジェクトと足並みを揃え、我が国
の産業技術試験の機会を提供するために、スマートグリッド関連技術および産業を結びつける
ほか、澎湖において統合型の集中実証フィールドを建設し、スマートグリッドの効果を検証し、
我が国の産業発展の基礎とする。澎湖の統合型集中試運転フィールドの建設を加速し、スマー
トグリッドの効果を検証する。

実証のシステム、設備、機能

澎湖スマートグリッド実証フィールドのプロジェクトと機能は、「スマート発電と調整」、
「スマート送電」、「スマート配電」、「スマートユーザー」と「スマートグリッド環境構築」
に基づき、それぞれ次の通り説明する。

( 十六 ) 澎湖スマートグリッド実証地域
 実証地域場所

澎湖本島

  実証フィールド概要

澎湖スマートグリッド実証フィールドの計画プロジェクトは、ソーラーエネルギースマー
トコンバーター試験場 1 か所、送電線 1 本のスマートモニタリングシステム、変電所 2 か所の
スマート化、給電線 2 本の配電自動化（主給電線と分岐線を含む）、低圧スマート型メーター
2000 台、スマートハウス実証戸 100 戸が含まれる。
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1)「スマート発電と調整」の観点：選定した給電線 2 本の電気供給区域で、スマートコン
バーターを備える太陽光電システムの推進と集中テストを行う。スマートコンバーターは、並
行接続点の商用電圧に出力調整を行う能力があり、再生エネルギー併入の衝撃を減らすことが
でき、これにより再生エネルギー併入容量を高める。

2)「スマート送電」の観点：馬公、湖西変電所のスマート化を行い、変電所の運転調整と
保守品質を高める。また、馬公、湖西変電所間の 69kV 送電線にモニタリングシステムを設置し、
リアルタイムに送電網の運転電気情報をモニタリングし、オンラインシステムの安定度分析と
し、送電網の安全性モニタリングを強化する。

3)「スマート配電」の観点：既存の主給電線 5 本の自動化のほか、新設した給電線 2 本に
全面的な配電自動化（主給電線と分岐線を含む）を行い、主給電線と分岐線に故障自動処理機
能をもたせ、分岐線とユーザー側の故障停電時間を短縮し、配電システムの信頼性を高める。
この給電線 2 本の地下・高架配電システムに、混合式通信システムの信頼性テストを行う。

4)「スマートユーザー」の観点：選定した 2 本の実証給電線の電気供給区域に低圧スマー
ト型メーター 2,000 台を設置し、メーターデータ管理システム（MDMS）を組合せ、ユーザー
側の電力使用状況にモニタリングを行い、電気供給品質を強化・改善する。このほか、スマー
トハウス実証戸 100 戸を建設し、エネルギー管理システムを利用してスマート家電（冷房、冷
蔵庫、洗濯機、個別のユーザーのニーズにより設置）のモニタリングを行い、ユーザーのエネ
ルギー使用效率を高める。

5)「スマートグリッド環境構築」の観点：エネルギー局と国家科学委員会は、教育宣伝と
技術展示の機能を有するスマートグリッド展示館（ショールーム）を共同で計画している。実
証の宣伝、インタラクティブ裝置と展示品の説明により、人々にスマートグリッドのコンセプ
トや効果、発展構想を認識してもらい、またエネルギー情報センターで実証フィールドのシス
テム運転状態を展示する。

実証の特徴またはポイント

スマートグリッド関連技術を統合した実証フィールドを構築することで、再生エネルギー
送電網のシェアを拡大し、送電網故障排除能力を高め、電力使用情報を透明化し、ユーザーと
送電網のインタラクティブを高める実証目標を達成する。各施設では、メーカーに参加の門戸
を開く形式で推進を行い、産業が運転実績を得る検証プラットフォームとして、国内産業の発
展に協力する。

提供できるサービス、協力プロジェクト

澎湖スマートグリッド実証フィールドはオープン型の構造で、参加を希望するメーカーが
提携を協議することを歓迎する。
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図 100、澎湖スマートグリッド設置プロジェクト初期計画
澎湖スマートグリッド実証フィールドは、エネルギー局、国家科学委員会、工業局、台湾電力公司など
の機関の共同参加計画で、設置するプロジェクトには、スマート発電と調整、スマート送電、スマート

配電、スマートユーザーの 4 個の観点がある。

図 101、実証システムアーキテクチャ
エネルギー情報センターは、4 つのシステムの運転情報管理を担当し、またシステム全体の運転状態を展
示している。この展示センターは、スマートグリッド展示館（ショールーム）を取り入れ、技術実証と

教育宣伝の効果および価値を備えている

システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図
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担当者 呉享倫

担当者電話 +886-963-070 532 / +886-6-236-6653

担当者メールアドレス z10204012@email.ncku.edu.tw

( 十七 ) 再生エネルギー・蓄電システム統合コミュニティの
                展示・運行
 実証地域場所

金門県烈嶼郷東坑コミュニティ

  実証フィールド概要

国内で再生エネルギーと蓄電システムを結びつけ、コミュニティに取り入れて運営する初
のケース。計画では、A、B、C の三区に分けて実行し、2013 年には A 区の設置が完成し、三
箇所の移動型エネルギー管理制御車両をメイン制御システムとする。再生エネルギーであるソ
ーラーエネルギー発電 50kWp、風力発電 3kWp を統合し、150 kWh の蓄電池システム、5kW の
燃料電池とともに、実際の現地住宅 16 戸に電力を提供する。

予定では 2015 年に展示場を B、C 区へと拡張し、全体規模ではソーラーエネルギー
200kWp、風力 9kWp、電力貯蔵 550kWh となる。コミュニティの運転参加戸数は 100 戸に達し、
学会や法人、メーカーを誘致して新技術を開発し、一貫したエコ・エネルギー産業チェーンを
作り出す。

電力貯蔵の応用を通じて、再生エネルギーの断続的発電による不安定性を有効に克服し、
再生エネルギーの現地発電・現地利用を実現する。スマートエネルギー管理制御技術を検証し、
展示場は国内のエコエネルギー製品検証プラットフォームとなる。

  パートナーとプロジェクト

● 中興電工

● 群力

● 有量

● 思渤

● 鼎佳

● 華徳

● 達方
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● 耀能

● 冠宇宙

  実証地域紹介

実証の目的

クリーンなエコエネルギーを推進し、電力貯蔵管理制御技術を発展させ、電力貯蔵関連の
エコエネルギー産業を牽引し、また低炭素金門島の構想に足並みを揃え、再生エネルギー電力
貯蔵システムの小コミュニティ実験を行い、徐々にに中型コミュニティおよび大型都市に応用
を広げ、低炭素金門島の構想を実現する。

実証のシステム、設備、機能

三台の移動型エネルギー管理制御車両をメイン制御システムとし、再生エネルギーである
ソーラーエネルギー発電 50kWp、風力発電 3kWp を統合し、150 kWh の電池電力貯蔵システム、
5kW の燃料電池とともに、実際の現地住宅 16 戸に電力を提供する。電力貯蔵による電力調整
について展示し、再生エネルギー発電と電力使用の時間差問題の効果的に解決することで、再
生エネルギーの 100％現地発電、現地利用を達成する。

実証の特徴またはポイント

● コミュニティ型再生エネルギー電力貯蔵を行うマイクログリッドシステムを集中管理制
御する。

● IEEE1547 国際安全規範に適合。

● 再生エネルギーの完全な現地発電、現地利用。

● 安定した電圧、電流、周波数を商用電力技術に取り入れる。

● 自動離島検出技術、システム安全保護技術。

● 電気自動車用電池再利用技術。

● バーチャル発電所とスマート型エネルギー管理システムは、ユーザーの負荷に基づき、
リアルタイムで再生エネルギー、蓄電池、商用電力の電気供給比率を調節する。

● クラウド技術により、台湾本島の全システム運転をモニタリングできる。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 102、小金門東坑コミュニティ再生エネルギー蓄電マイクログリッドフィールド計画

提供できるサービス、協力プロジェクト

● 2015 年には東坑コミュニティの展示場を B、C 区へと拡張し、全体規模ではソーラーエ
ネルギー 200kWp、風力 9kWp、電力貯蔵 550kWh となる。コミュニティの運転参加戸
数は 100 戸に達し、学会や法人、メーカーを誘致して新技術を開発し、一貫したエコ・
エネルギー産業チェーンを作り出す。

● 本国の離島および商用電力が普及していない地域（離島および遠方地区）を優先的に発
展させ、最終的に工・商業サービスに拡大する。

● 国内の電力貯蔵製品検証プラットフォームとして、製品の検証時間を短縮し、蓄電関連
のエコエネルギー産業を牽引し、世界で 2020 年に年間生産高 300 億米ドルの電力貯蔵
市場を達成する。

● 展示場の運転に基づき、データ情報を収集し、政府の蓄電と再生エネルギー併入の法規
制定に協力する。

● 派生製品として契約容量制御装置があり、蓄電池の電力で契約超過電力使用を補い、2-3
倍の契約超過違約金を免除する。

● 環境保全教育の意味を持つ再生エネルギー展示工業団地である。

● （まもなく設置される）東坑電池交換スタンドと充電柱の電力の一部を提供する。

● 中山科学研究院と国内メーカーが共同開発または独立開発した家庭用再生エネルギー電
力貯蔵システム / 商品を検証できる。
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図 103、東坑コミュニティ蓄電マイクログリッド設置現況

図 104、東坑コミュニティ蓄電マイクログリッド設置現況

図 105、東坑コミュニティ蓄電マイクログリッド風力発電機設置現況
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図 106、小金門東坑コミュニティ充電スタンド

図 107、小金門東坑コミュニティシステム統合プラットフォーム
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担当者 曾温祥

担当者電話 +886-3-5919077

担当者メールアドレス yappa@itri.org.tw

  パートナーとプロジェクト

● 全家便利商店股份有限公司（Taiwan FamilyMart Co., Ltd.）

  実証地域紹介

実証の目的

台湾全土で約 10000 軒あるコンビニは、24 時間休まず営業しており、エネルギー消耗指数
が高い事業場所である。2006 年、エネルギー局と 5 大コンビニは共同で「コンビニグループの
自発型エネルギー節約提携意向書」を締結した後、各コンビニ本部は相次いで複数の設備の省
エネ案を実施した。

( 十八 ) コンビニ省エネ管理システム
 実証地域場所

全台湾のファミリーマート支店

  実証フィールド概要

コンビニのエネルギー管理システムにタッチパネル式工業コンピュータと複数の Modbus
通信モニタリングモジュールが内装されている。工業コンピュータの主要な任務は、データ収
集、省エネ戦略演算、省エネ制御指令出力、マンマシンインターフェース、データ伝送である。
Modbus 通信モニタリングモジュールは、スマート型メーター、冷凍・冷蔵庫温度制御モジュ
ール、空調省エネ制御モジュール、デジタル警報モジュール、液面検出モジュールなど複数の
出入力モジュールを含む。これらのモジュールは、現場のニーズに対し、その数を調整し、モ
ニタリング環境の電力使用情報のモニタリングに用いて、また工業コンピュータの省エネ制御
指令出力により設備運転モードを変更し，省エネ效果を達成する。

本システムは設備の省エネとは異なり、自動化技術を利用して店鋪の電力使用情報、環境
情報に基づき、適切に設備の運転モードを自動調整することで、電力使用設備の効率を高め、
省エネ空間を発揮し、無駄なエネルギー消耗を減らすことができる。同時に、このシステムは
コンビニ本部のエネルギー消耗評価およびより完璧な電力使用制度の確立に協力できる。さら
に、国内でスマートグリッドを全面的に実施するときに、送電網の情報プラットフォームとシ
ームレスに接続できる。
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本システムは設備の省エネとは異なり、自動化技術を利用して店鋪の電力使用情報、環境
情報に基づき、適切に設備の運転モードを自動調整することで、電力使用設備の効率を高め、
省エネ空間を発揮し、無駄なエネルギー消耗を減らすことができる。同時に、このシステムは
コンビニ本部のエネルギー消耗評価およびより完璧な電力使用制度の確立に協力できる。さら
に、国内でスマートグリッドを全面的に実施するときに、送電網の情報プラットフォームとシ
ームレスに接続できる。

実証のシステム、設備、機能

コンビニエネルギー管理システムは店鋪のエネルギー消耗が比較的大きな空調設備、冷凍
冷蔵設備に省エネモニタリングを行う。実施する省エネ戦略は次の通り。

1) スマート型空調戦略：顧客数と室外温度に基づき、事前に冷房の設定温度を調整する。
人が多い時には快適な環境を、少ない時には省エネ環境を提供するというように、夏季の空調
による電力使用を 20% 節約できる。

2) スマートデマンド制御戦略：デマンド制御により、店鋪のピーク時電力使用を抑えるこ
とができる。電力使用を抑えると同時に、快適な温度と店内の食品鮮度保持温度も考慮し、省
エネと営業環境品質を両立できる。

3) デマンド閾値推計戦略：店鋪の電力使用量に応じて、制御閾値を自動的に推計し、面倒
な手動設定を省略でき、さらには店鋪の電力使用と天気状況により自動調整を行い、最適なデ
マンド値を見つけ出しやすい。

4) 冷凍冷蔵庫温度制御省エネ戦略：排気・給気交叉式省エネ温度制御技術により、冷凍冷
蔵庫の温度制御と同時に低温、鮮度保持、負荷バランス、省エネ效果を考慮し、従来の恒温を
単一の目標とする制御法則に代わるものとする。長期実測を経て、この戦略は共同メインマシ
ンの電力使用の 10~15% を節約できる。

このモニタリングシステムを基礎とし、ソフト省エネ戦略（技術）を中核の実証システ
ムとすることで、国内の ICT 産業、システム統合業者が付加価値の高いスマートなソフトウェ
ア技術の研究開発に投資できるようにし、産業間の結びつきを強める。これにより、我が国の
ICT 産業の競争力を高める。

実証の特徴またはポイント

コンビニエネルギー管理システムは有效なソフト省エネ技術の開発を旨とし、中でも「冷
凍冷蔵庫省エネ温度制御戦略（技術）」は特別である。従来の温度制御は排気のみを目標とし
ていたが、この技術は負荷バランスの原理により、排気と給気温度を同時にモニタリングし、
FDC、EDC、RM など 3 種の制御モードの自動切換を通じて、鮮度保持と省エネを兼ね備えた効
果を達成する。特に、この温度制御技術はソフト方式（使用環境に応じて運転を制御する方法）
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によって省エネ效果を達成するものである。このため、業者は設備交換を必要とせず、既存の
冷凍冷藏構造のもと、省エネ制御を行い、低い設置コストで高い省エネ効果を発揮できる。

提供できるサービス、協力プロジェクト

今後、コンビニのエネルギー管理システムは次の 2 つの目標に向かって邁進する。

1) フィールドを越えた実施：コンビニチェーンから、中大型スーパーチェーン、量販店に
拡大する。この業種の冷凍冷蔵庫は数が多く、主なエネルギー消耗設備である。このシステム
の導入により、大型スーパー、量販店の冷凍冷蔵庫のエネルギーを節約し、顕著な省エネ效果
を達成することが期待できる。

2) 自動化診断プラットフォーム：コンビニ、中大型スーパー、量販店の設備保守、補修は
大量の人手と時間が必要な既存型産業である。今後、エネルギー管理システムにネットワーク
自動化、データ探査技術、統計分析技術を結びつけ、現場の環境情報、設備運転情報を量化、
分析、特徴化し、故障予測診断判断支援システムを構築する。このシステムでは、保修メーカ
ーの修理経験をデータ化し、効果的な修理要求、修理、補修を行うことが期待される。事業主
がより明確に補修プロセスを把握できるようにし、効果的な補修・保守制度を確立する。また、
この機能の実現により、国内の既存産業の実利的な品質向上に協力する。
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システム図、現場実景写真とコンピュータ操作の実際画面図

図 108、機能概略図

図 109、システムアーキテクチャ
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図 110、現場配置概略図

図 111、マンマシン操作インタフェース 図 112、現場の実機設置
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台湾スマートグリッド産業協会は、2009 年～ 2012 年に於いて台湾スマートグリッド産業
発展状況を調査し、その分野は「スマートメーターインフラ関連設備」、「配電自動化および
配電管理関連設備」、「スマートハウスと建築関連設備」、「分散型電源とマイクログリッド
関連設備」、「発電と送電設備の状態モニタリングシステム」、「電力貯蔵システム関連設備」
の 6 種類を網羅する。結果としてここ 4 年、スマートグリッド関連製品の総売上高は 80.62%
の年平均成長率 (CAGR) で毎年安定した成長が見られる。表 7、図 113 の通り。

図 113、2009-2012 年スマートグリッド関連製品総売上高の動向 ( 単位：億・新台湾ドル )

表 7、スマートグリッド関連製品総売上高　( 単位：億・新台湾ドル )

国内販売 輸出 国内販売
比率 輸出比率 総計 成長率 年平均成長率

2009 年 $14.98 $6.10 71.07% 28.93% $21.09 -

80.62%
2010 年 $28.18 $26.91 51.15% 48.85% $55.09 161.25%

2011 年 $59.03 $32.08 64.79% 35.21% $91.12 65.41%

2012 年 $82.20 $42.04 66.16% 33.84% $124.24 36.36%

三、台湾スマートグリッド産業発展現況
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2009、2010 年は、「先進的配電自動化および配電管理関連設備」が占める総売上
高の比率が最大であり、次が「分散型電源とマイクログリッド関連設備」であった。
2011、2012 年は、「発電と送電設備の状態モニタリングシステム」関連製品の売上
高が総売上高に占める比率が最大であり、次が「先進的配電自動化と配電管理関連設
備」、「分散型電源とマイクログリッド関連設備」であった。表 8 と図 114 の通り。

表 8、2009 ～ 2012 年スマートグリッド六大種類別関連製品売上高　( 単位：億・新台湾ドル )

スマート
メーター
インフラ
関連設備

配電自動
化および
配電管理
関連設備

スマート
ハウスと
建築関連

設備

分散型電
源とマイ
クログリ
ッド関連

設備

発電と送
電設備の
状態モニ
タリング
システム

電力貯蔵
システム
関連設備

総計

2009 年 $0.29 $18.45 $0.02 $2.33 - - $21.09

2010 年 $0.64 $31.83 $0.10 $22.45 - - $55.02

2011 年 $3.29 $23.70 $0.29 $23.84 $31.63 N/A $82.76

2012 年 $6.49 $35.01 $1.87 $28.58 $54.25 N/A $126.21

年平均
成長率 182.77% 23.80% 399.34% 130.68% 71.51% N/A 81.57%
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図 114、2009 ～ 2012 年スマートグリッド六大種類別関連製品売上高比率

台湾スマートグリッド関連製品の主な輸出設備には、電源管理ユニット (PMU)、BPL 基幹
ネットワークシステム、変圧器、変圧器モニタリングシステム、集信装置、通信モジュール、
電気自動車充電器、電力計、交換機、組み込み式コンピュータ、シリアルデバイスサーバ、
ZigBee/PLC 通信モジュールがある。輸出地区は、中国、インド、日本、韓国、ロシア、東南ア
ジア、東欧 ( ウクライナ、チェコ、ポーランド )、西欧 ( ドイツ、フランス、イギリス )、南欧 ( イ
タリア、スペイン )、北欧 ( フィンランド )、米国、メキシコ、カナダ、ブラジル、南アフリカ、
オーストラリア、イランなど世界各地にわたる。図 115 の通り。
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図 115、台湾スマートグリッド関連製品輸出市場
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