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産業界では、コスト削減、脱炭素化の実現やESG目標の達成、法規制の順守、セキュリティ強化や災
害復旧能力の向上を目的としたエネルギー戦略の策定がますます進んでいます。デロイト トーマツ グ
ループでは、自動車や航空機の電動化、製造プロセスの自動化、スマートビルディング、電力供給事業
者との事業統合、エネルギー消費原単位※の削減によるエネルギー効率改善の検討を支援しています。
また、産業界向けエネルギーマネジメントに関する戦略立案、再生可能エネルギー及び分散型エネル
ギー源（DER）ソリューション、カーボントレード及びリスク管理、サイバーリスク、税務及び会計の戦略・
助言・実施、ガバナンス及び統制（脱炭素化目標に関する保証を含む）のご相談もお受けしています。
詳細は、ウェブサイトをご参照ください。

※単位量の製品や額を生産するのに必要な電力・熱（燃料）などエネルギー消費量の総量のこと

https://preview2.deloitte.com/jp/ja/pages/energy-and-resources/topics/industrial-products-construction.html?icid=top_industrial-products-construction
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Deloitte Resources 2020 Studyでは、調
査対象の企業の約半数がエネルギーマネジ
メントを企業戦略レベルで取り入れていると

回答しており、エネルギーマネジメントはビジネス戦
略の中で存在感を増している1。産業界では、コスト
削減、脱炭素化、危機からの回復力（レジリエンス）
向上の機会を模索するため、より綿密に将来の自社
のエネルギー計画を立て、エネルギーマネジメント
技術の導入や、再生可能エネルギー、エネルギー貯
蔵など分散型のエネルギー最適化の検討をますま
す進めている。多くの企業は、エネルギーマネジメン
トの目標を達成するために電力会社が主導している
電力供給プログラムに参加しており、一部の企業は、
より効率的な電力の利用機会や、自社による独自プ
ログラムの開発機会も模索している。

電力供給事業者は、こうした機会を通じて太陽光
発電、エネルギー貯蔵、災害からの早期復旧のため
のソリューションサービスの導入や保守によって新た
な収益を獲得することができる。また、余剰電力資
産を適切に活用し、新たな事業価値を創出すること

で、ピークシェービング※1、グリッドバランシング※２、
グリッドインフラへの設備投資の先送りが可能にな
る。本レポートでは、以下の重要な要素について述
べる。

• 産業界・電力供給事業者のビジネスチャンス：
エネルギーマネジメントの導入、クリーンエネル
ギー技術、および電力会社や電力グリッドとの緊
密なやりとりにより、産業界の企業や電力供給
事業者には利益を得る機会があること

• 市場予測：モデルケースとして米国のどの地域
でこれらのオファリングがより成長する可能性が
あるのか、今後10年間の市場予測

• 導入戦略：初期のケーススタディや、市場に参
入していくべき技術の導入戦略

• 導入課題：課題解決のための協業が増える中で、
産業界と電力供給事業者の双方が取り組むべき
課題

エネルギーマネジメントの概要

※1 時間的に変動する需要のピークに対応するための電力供給事者による対策
※2 需給バランスの制約による出力制御

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6655_Resources-study-2020/DI_Resources-study-2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6655_Resources-study-2020/DI_Resources-study-2020.pdf
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産業界では、3つのトレンドによって産業用グ
リッドの双方向性※が高まっている（図1）。
1つめのトレンドは、インダストリー4.0、す

なわち、製造プロセスと製品のデジタルトランス
フォーメーションに向けた大規模な変革である。クラ
ウド、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）
などのデジタルトランスフォーメーションやテクノロ
ジーは、生産ラインの機械から冷暖房システム、オ

フィスや工場の照明に至るまで、あらゆるものを幅
広く接続する。ネットワークによって得られるデータ
分析結果やインサイトを通じて、建物内の多くの資
産を管理、最適化、維持することが可能になる2。資
産管理能力の向上はコスト削減にもつながり、より
クリーンで柔軟性が高く、災害にも強い電力供給の
実現に向けた選択肢が増えることになる。

産業界の企業にとっての 
ビジネスチャンス

出所：デロイト グローバルの分析

図1

産業界の3つのトレンドが融合し、グリッドの双方向性を高める機会を
創出している

インダストリー 4.0

最適化電化
産業用輸送機器（車両等）
製造プロセス、工場・
オフィス等事業環境の電化

資産・設備の運用状況の可視化

通常時・災害復旧時における
使用エネルギーの最適化

※電力供給事業者による企業の電力消費量の把握や、企業の自家発電による電力消費量の節約等

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Surveyについて
デロイトは、革新的なエネルギーマネジメントソリューションの成長の可能性について、産業界の企業や
電力供給事業者の見解を理解するため、2021年3月に2つの調査を実施した。1つは産業界の70人を
超える企業幹部とシニアリーダーを対象とした調査で、もう1つは電力会社やエネルギーマネジメントソ
リューションベンダーの30人を超える企業幹部とシニアリーダーを対象とした調査である。

2つめのトレンドは、経済社会全体で行われている
広範なエネルギー移行（脱炭素化を目指したエネル
ギー消費の削減）に伴う産業用輸送機器（車両等）、
製造プロセス、   工場・オフィス等のファシリティの電
化である3。現在、産業界のエネルギー消費量のうち、
電気が占める割合はわずか11％程度であり、残り
は天然ガスやその他の燃料が占めている4。しかし、
産業界では企業がより幅広い持続可能な取り組みと
して、使用エネルギーの電化を積極的に進めている
ことから、電気エネルギーの重要性が高まっている。
投資家、顧客、従業員からの圧力を受けて、産業界
のリーダーらは、特に脱炭素化の取り組みに関連し
た環境、社会、およびコーポレート・ガバナンス
（ESG）の目標に対して電化がどう寄与するのか関
心を示している5。

デジタルトランスフォーメーションおよび電化と共に
トレンドとなっている3つめの要素はエネルギーマネ
ジメントである。これは、コスト削減、二酸化炭素排
出量の削減、危機からの回復力（レジリエンス）な
どの目標を達成するために、エネルギー使用のトラッ
キングと最適化を行うものである。レジリエンスは
産業界のエネルギーマネジメントを考える上で、とり
たてて議論はされてこなかったが、先ごろ米国で発
生したハリケーン、山火事、氷雨などの厳しい天候・
気候状況の影響を受け、最近では優先事項として
取り上げられている。産業界のリーダーらは、重
要な資産の稼働時間を維持することにますます懸
念を示しており、Deloitte 2021 Industrial Grid 
Interaction Survey（下記「Deloitte 2 0 2 1 

Industrial Grid Interaction Surveyについて」
参照）では、産業界の企業幹部らが現在の電力供給
に対する最大の脅威として、天災に起因する停電を
挙げている。

同時に、産業界ではエネルギーコストをいかに削減
するかということに熱心に取り組んでいる。
Deloitte 2020 Resources Studyでは、産業界
の回答者の48%がエネルギーマネジメントプログラ
ムの導入を決断する主な目的として、コスト削減を
挙げている。また、回答者の56％が、2020年2月
以降の2年間で電気料金が最大で5％上昇すると予
想している。企業の財政事情により、エネルギーマ
ネジメント改善の必要性が高まっているのである。

太陽光発電、風力発電、バッテリー貯蔵などの分散
型エネルギー源（DER）についても、産業界への導
入がますます進んでいる。DERを導入することでコ
スト削減、二酸化炭素排出量の削減、レジリエンス
の向上など、産業のエネルギーマネジメント目標の
達成に役立てることができる。その範囲は、多くの
企業が数十年にわたって運用してきた熱電供給シス
テムから、最近では分散型の太陽光発電や風力発
電システム、バッテリー貯蔵、マイクログリッド、ビル
レベルのナノグリッド、電気自動車（EV）の充電器
の導入まで多岐にわたる。The Smart Factory @ 
Wichita6は、DERを活用した革新的な製造工場の
一例である（図2）。

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6655_Resources-study-2020/DI_Resources-study-2020.pdf
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注：地中熱ヒートポンプは地下に設置
出所：デロイト グローバルの分析

ウィンドツリー（木型の風力タービン）

地中熱ヒートポンプ

電気自動車用充電器

屋上太陽光発電

太陽熱温水

スマートシェード

マイクログリッド

水の再利用

ソーラーカーポート

図2

The Smart Factory @ Wichitaでのエネルギーマネジメントおよび
分散型エネルギー源（DER）
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近年、DERのコストは急激に下がっており、政策上
のインセンティブがなくても多くの地域でこれらの資
源が従来型のエネルギー資源を上回っている。更に、
インセンティブがあれば投資回収期間が短縮される
ため、DERの魅力は高まるだろう。また、DERの卸
電力市場への参加を促進する政策が加われば、将
来的にDERの経済的な魅力がさらに高まる可能性
がある。

米国を例にすると、政策上のインセンティブは、連邦
政府・州政府および電力会社によって提供されてお

り、多くの場合、州政府のイニシアチブを通してリ
ベートの形で提供されている（図3）。Deloitte 
2021 Industrial Grid Interaction Surveyでは、
産業界幹部の回答者の50％が、規制環境や政府の
インセンティブが再生可能エネルギーの導入を促進
するのに役立つと考えている。また、州や地域の政
策も、企業が市場価値のあるクレジットを獲得する
のに役立つと考えられる。例えば温室効果ガス削減
イニシアチブ（米国北東部の11州が参加しており、
炭素キャップ＆トレード制度を形成している）で取引
されている炭素クレジットが挙げられる7。

図3

複数種類のインセンティブがエネルギーマネジメント投資を後押しする

連邦政府 州政府 電力会社 市場／その他

投資税額控除 再生可能エネルギーの税額控除 EVリベート Renewable 
Energy Certificate
（REC）

生産税控除 EVと充電器の税額控除 EV充電器のリベート、設置費用の
割引、またはEVの「Make-Ready」※

炭素クレジット

エネルギー省
（DOE）による
エネルギー効率化
ローン

エネルギー貯蔵の税額控除 エネルギー効率の高い機器（照明、
機械など）のリベート

サードパーティ・
ファイナンシング

エネルギー効率の
高い事業者の税額
控除（The 
Energy Policy 
Act of 2005）

グリーンバンク／レジリエンシーバ
ンクのローンまたは資金調達、プロ
パティアセスメント・クリーンエネル
ギー（PACE）プログラム

無料のエネルギー監査

EVの税額控除 エネルギー効率税額控除 低コストの資金調達

再生可能エネルギー・ポートフォリ
オ基準（Renewable Energy 
Certificateを作成して市場で取引
可能）

ソーラーネットメータリング

エネルギー効率源基準（EERS） デマンドレスポンス・プログラム

EV充電料金の割引

注：これらはインセンティブとプログラムの種類の一例であり、内容は州や電力会社のサービス提供地域によって大きく異なり、定期的に変更
される可能性がある。
※「Make-Ready」はEV充電器を設置する前に電力会社が提供する電気インフラのことで、変圧器のアップグレード、新しい架空引込線、コ
ンジット、ケーブルなどが含まれることがある。
出所：デロイト グローバルの分析、Database of State Incentives for Renewables & Efficiency®、 
NC Clean Energy Technology Center

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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場所の重要性：地理的な 
観点から機会をとらえる
米国では、太陽光発電、バッテリー貯蔵、EVの充電
器などのDERによる電力容量が、2020年の316.4
ギガワット（GW）から2025年には387GWに増加
し、2020年から2025年までの累積投資額は
1,103億米ドルになると予測されている8。しかし、
同国では政策、規制、市場が州ごとに異なることも
あり、国内での成長は偏ったものになる可能性が高

い。DERの成長を促進しているだろう州の政策は、
再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準（RPS）、
ネットメータリング、エネルギー効率源基準（EERS）、
太陽光発電の第三者所有（PPA）政策、そしてエネ
ルギー貯蔵インセンティブの５種類となっている。ま
た、卸電力市場や炭素価格制度へのアクセスも
DERの導入をより魅力的なものにし、電力価格が
高い州では、DERが大きな節約につながる可能性
がある。図4では、これらの要素に基づくDERの魅
力度を州別に比較している。

出所：デロイト グローバルの分析、Database of State Incentives for Renewables & Efficiency®、
NC Clean Energy Technology Center
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図4

DERを促進する政策と市場機会は州によって異なる
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電力供給事業者にとっての 
ビジネスチャンス

電力供給事業者※にとっての最大のチャンス
は、産業界の企業やその他の顧客がより一
層電化を進めることによる電力販売量の増

加 だ ろ う。Deloitte 2 0 2 1 Industrial Grid 
Interaction Surveyで調査した電力会社のうち
68%が、航空機や自動車、建物、産業プロセスの電
化を推進するプログラムがあると回答している。

また、電力供給事業者にとっては、単なる電力販売
量の増加に留まらず、電力サービス市場自体の成長
も追い風となっている。例えば、分散型の発電、エ
ネルギー貯蔵、電気自動車用充電器、マイクログリッ
ド／ナノグリッドなどの計画、資金調達、設置、運用
および保守などの類型があるが、これらのサービス
は多くの場合、ターンキー契約による「as-a-
Service」型のビジネスモデルを採用している。
Industrial Grid Interaction Surveyでは、3分
の2以上の電力会社が、これらのサービスに将来の
収益機会を見出していることがわかっている9。

他方、このようなサービスの成長により、顧客は自
家発電やエネルギー効率の高い発電をますます取り
入れるようになるため、従来の電力会社にとっては
電力販売量が減少してしまう可能性がある。しかし、
実際にはこれらのサービスは、グリッドや電力会社
のリソース計画にメリットをもたらすことになる。例
えば、より多くの顧客がDERを利用し、エネルギー

使用量をより高度なエネルギーマネジメントシステ
ムにリンクさせるようになると、電力会社やグリッド
オペレーターは、ピーク需要や電力使用量の異常な
急増に対応するためにこれらのリソースを利用する
ことが可能になる。また、断続的であったとしても、
大規模な太陽光発電や風力発電のシェアが拡大す
るにつれて、事業者はこの新しい柔軟性を利用して
電力需給のバランスを取ることができる。実際、
Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction 
Surveyの回答者のうち84%は、特に再生可能エ
ネルギーの利用が拡大するにつれて、最適な場所に
配置されたDERはグリッドのバランスをとるための
柔軟なリソースになり得ると回答している。

長期的には、このような新たな発電源が地域にある
ことで、電力会社は発電、送電、配電のインフラの
ための設備投資を先送りできる場合がある。
Industrial Grid Interaction Surveyの回答者
の半数以上が、DERを利用することで、新規発電や
送電などのグリッドインフラへの設備投資を削減で
きると回答している。従来の電力供給事業者の中に
は、拡大するエネルギーサービス市場を自社の差別
化の機会と捉えている企業もある。回答者の52％
は、非規制の子会社を通じてこの分野に新規参入す
る企業と競うなら、自社が競争優位性を得ることが
できると述べている。

※ここでの電力供給事業者とは、従来の電力会社やその非規制の子会社、再生可能エネルギーの開発者、または様々な新しい技術を使って
電力を供給できるようになってきている企業のことを指す。

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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導入の見通し
産業界のスマートエネルギーマネジメント革命 
および分散型エネルギー源（DER）の役割

産業界の多くのシーンにおいて、ビルマネジ
メントシステム（BMS）は、これまで人の
出入りが多い場所に焦点を当て、HVAC

（冷暖房空調設備）システムの性能の最適化を目的
として開発されてきた。しかし、製造環境におけるイ
ンダストリー4.0の考え方が浸透していくにつれて、
BMS以外にもセンサーや IoT、クラウドアナリティク
スを通じて、倉庫や製造現場を含むあらゆる空間の
冷暖房だけでなく、産業機器、ポンプ、発電機、さら
には車両や照明までを含む「スマート」エネルギーマ
ネ ジ メント が 可 能 となった。 2 0 2 0年 の
Deloitte and Manufacturers Alliance for 
P r o d u c t i v i t y a n d I n n o v a t i o n S m a r t 
Manufacturing Ecosystems Studyでは、調査
対象となった製造業者の80％が、スマートファクト
リー実現のため、工場設備やエネルギーマネジメン
トに投資していると回答した10。

これは、コンテキストデータを活用してエネルギー使
用を最適化し、間接費を削減することや、利用して
いない資産の自動アイドリングなど、効率化を実現
することを目的としている。スマートエネルギーマネ

ジメントシステムは、産業界の企業がグリッドの双方
向性を高める鍵となるかもしれない。

スマートエネルギーマネジメントシステムとは、ビル
や工場などの施設におけるエネルギー消費を監視、
制御、測定、最適化するために設計されたシステム
である。このシステムは、電力消費システム（HVAC
や照明、製造装置等）を内部でデータを監視・測定・
集計するメーターやセンサーなどと接続し、電力会
社やグリッドオペレーターとタイムリーにコミュニ
ケーションして、例えば、オフピークの安価な時間帯
にエネルギーを購入することや、デマンドレスポンス
イベント及びEV充電コストの最適化プログラムへ
参加すること、他の電力会社やグリッドオペレーター
のプログラムに余剰エネルギーを送電することなど
を検討することができる。

次に示した図は、エネルギーコストの削減、ESG目
標の達成、天候による停電からの早期復旧のために、
産業界の企業が導入できるソリューションの一部を
まとめたものである。

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating-smart-manufacturing.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating-smart-manufacturing.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating-smart-manufacturing.html
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注：表示される金額は全て米ドル
出所：デロイト グローバルの分析及び予測、米国エネルギー省エネルギー情報局（EIA）、Southern California Edison、
インテル株式会社、Stem, Inc.、国立再生可能エネルギー研究所、IoT World Today

企業 A が、全世界に200を超える拠点を持つ
40 億ドル規模のOEM（相手先商標製品の製造会社）と仮定した場合

シナリオ 1：
ビルマネジメントシステム（BMS）

平方フィートの工場を
カリフォルニア州に構
える

200,000

BMSの耐用年数は10 年以上と見積もられ
ており、大幅なコスト削減が期待できる。

年間の電気使用料金
804,000ドル

年間のデマンド料金
239,178ドル

年間電気代の削減金額
106,477ドル

年間の電力消費量
6,000MWh

年間の電気料金
104万ドル

シナリオ 2：
太陽光発電＋バッテリー貯蔵

太陽光発電＋貯蔵は太陽光発電事業者（又
はプロバイダー）によって、オンサイトで設
置から保守、運用が可能で、産業界の企業
にとっては、初期費用なしで大幅なコスト削
減が可能である。

年間電気代の削減金額
122,118ドル

使用料金の60％超とデマンド料金の
50％を太陽光発電＋貯蔵システムで
代替した場合の電気料金

431,541ドル

年間電気代の削減率
11.7%

太陽光発電＋貯蔵システムの
年間リースコスト

489,519ドルBMSを導入した中規模の機械製造OEM

企業Aが効率的なエネルギー活用を実現するためのコストモデル

BMS導入コスト

500,000ドル
（1平方フィート

あたり 2.50ドル）

年間電気代の削減率
10.2%

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント



11

エネルギーの負荷変動 
プログラム

企業が導入してきたエネルギーマネジメントソリュー
ションのうち主なものとして、電力会社やグリッドオ
ペレーターが手掛けてきたエネルギーの負荷変動プ
ログラムがある。その一般的な例がデマンドレスポン
スである。デマンドレスポンスとは、特に電力ピーク
時に供給側が需要側に節電要請等を行い、需要側
がそれに応じた場合インセンティブを支払うといった
手法を用いて電力需要をコントロールし、電力の需
給ギャップを調整する仕組みである11。大抵の場合、
少額の投資で実現することが可能で参加障壁が低
い。このデマンドレスポンスは、企業の電力需給
ギャップの調整が必要な際、スマートエネルギーマ
ネジメントシステム（もしくは他のソフトウェアシステ
ム）によりマニュアルまたは自動的に対応する（下記
「デマンドレスポンスの事例（米国）」参照）。サービ

ス提供側は通常、事象の発生に備えたスタンバイの
対価を受け取り、事象発生時にはエネルギー使用量
の削減レベルに応じて支払われる。

大規模な太陽光や風力発電の導入により間欠性
が増大する中で、グリッドオペレーターが需給調整
を行うための “Flexible load program”の重要性
が増している。また、高度な需給調整ソフトウェアの
開発も、グリッドオペレーターの業務の手助けとな
り、再エネ電源のメリットを需要側に届けることが可
能になっている。

ここまで述べてきたように、エネルギーの負荷変動
プログラムや再生可能エネルギーを含む分散型エネ
ルギー源（DER）を活用することにより、電力事業
者はインフラ投資を先送りできる可能性が高い。具
体的には、2030年までに年間150億米ドルを超え
るインフラ投資を回避できるとするレポートも存在す
る12。米国州政府の公益事業委員会は電力会社に
対して、エネルギーの負荷変動プログラムやDERの
さらなる促進を要請している。

デマンドレスポンスの事例（米国）

企業 • ニュージャージー州に本社を置き、米国内に42の拠点を持つ冷凍・冷蔵倉庫物流
会社。

エネルギーマ
ネジメントに
係る企業目標

• エネルギーマネジメントプログラムを通じて可能な限り追加収益を得る。
• 2050年までに二酸化炭素の排出をゼロにするという目標を達成するため、温室効
果ガスの排出量を削減する。

ソリューション • 過去15年間で、電力会社が全米で実施している7つのデマンドレスポンスプログラ
ムに20拠点以上が参画している。それらのプログラムでは通常、電力会社が企業
に対して消費電力の削減を要請した際に、削減した電力量に応じてインセンティブ
が支払われる。参画している拠点では、あらかじめ設定されたシステム上のボタン
をワンクリックするだけで、一時的に冷蔵設備を停止することができ、消費電力を
削減することが可能である。冷蔵設備には多くの冷凍製品が貯蔵されているが、一
時的な電力の停止が冷蔵設備内の温度やオペレーションに大きく影響することは
ない。

結果 • デマンドレスポンスプログラムへの参画により、合計で約100万米ドルのインセン
ティブを獲得している。

• ピーク時の電力使用量を減らすことで、電力供給事業者による発電量が減り、発電
に伴う二酸化炭素の排出量を削減できる可能性がある。

出所：エネルエックス「How United States Cold Storage supports sustainability through demand response」（2021
年4月19日にアクセス）

製造関連企業における 
普及率 33%

出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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オンサイト型再生可能エネルギー発電

オンサイト型再生可能エネルギーの発電設備には、
企業敷地内の太陽光パネルや風力タービン、バイオ
マスなどが含まれる。これらオンサイト型システムは
企業が所有・運用するだけではなく、第三者が電力
売買契約（PPA）の下で所有・運用する場合がある。
これらオンサイト型再生可能エネルギー発電を利用
すると、企業は電力会社のネットメータリングプログ
ラムを通して、グリッドに供給する余剰分の発電量に
応じて料金クレジットを受け取ることができる。

バッテリー貯蔵システムを個別に導入することで、電
力需要のオフピーク時に貯蔵してピーク時に使用し
たり、電力最大需要量を低減することで「デマンド料
金」を抑制することができる。また、バッテリー貯蔵
システムは再生可能エネルギー等の発電システムと
共に、余剰の発電電力を低発電時に利用するため
に、近年導入されるケースが増加してきている。（次
項「オンサイト型再生可能エネルギー＋貯蔵システ
ムの事例」参照）。Deloitte 2021 Industrial 
Grid Interaction Surveyでは、製造関連企業の
回答者のうち41%が、オンサイト型発電を導入する
場合は貯蔵システムを付帯すると回答している。バッ
テリー設備のコストは直近10年間で約90%も減少
していることからも13、このような傾向は今後さらに
加速すると予想される。

製造関連企業における普及率
29% ― オンサイト型発電
26% ― ネットメータリング

企業から支援要請を受けている電力会社の割合
61% ― オンサイト型発電
65% ― バッテリー貯蔵

オンサイト型再エネ発電を収益機会と捉えている
電力会社の割合

29% ― 太陽光エネルギーシステム
26% ― バッテリー貯蔵

出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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オンサイト型再生可能エネルギー＋貯蔵システムの事例

企業 • ミネソタ州ミネアポリスにあるカスタムコンポーネント企業。

エネルギー 
マネジメント 
目標

• 停電時のレジリエンスを強化
• サステナビリティ関連の目標を達成
• 光熱費を削減し、税負担を相殺
• ターンキーソリューション

ソリューション • ソリューションプロバイダー3社が連携し、250kW/500kWhのバッテリー貯蔵シ
ステムとスマートエネルギーソフトウェアを備えた400kWの太陽光発電システム
を設置した。この複合システムにより、太陽光発電、光熱費の最適化、停電時のバッ
クアップ電源の獲得が可能になった。

結果 • 太陽光エネルギー発電及び貯蔵システムを併せて導入し、最大電力需要量を抑制
したことにより電力料金単価を低減できた。需要に応じて太陽光発電電力をより
利用することができたため、CO2排出量を削減できた。

• このシステム購入後、税制上の優遇措置や年間の電気代を約60％節約できたこと
で、キャッシュフローは正味プラスとなっている。

• 停電時には、バッテリー貯蔵により、施設全体で最大2時間、バックアップ電源の
供給が可能となっている。

出所：Stem.com「Stem helps Blue Horizon bring energy storage to Minnesota」（2021年5月にアクセス）

近年、企業が保有するモビリティの電化が進むにつ
れて、EVやEV充電器の普及が加速している。倉庫、
生産設備、フィールドセールス、およびアフターマー
ケットサービスを備える企業の場合、モビリティは
フォークリフトからサービストラックまで多岐に渡る。
これらのEVは、価格が最も低い時や供給電力が「環
境に優しい」場合 14、あるいはグリッドサービスを提
供すると何かしらのインセンティブを受けられると
いったタイミングに合わせて最適化できる。これを
V1G（グリッドからEV蓄電池への流れ）と呼ぶ。ま
たはV2G（EV蓄電池からグリッドへの流れ）と呼び、

エネルギー最適化ソリューションとして注目されてい
る。しかし一方で、米国ではV2Gの普及において技
術面や開発面、安全面等の課題が浮上しており、そ
れら課題を解決するための取組みが加速している。

多くの電力会社は、顧客が保有するモビリティをEV
化した際にインセンティブを提供している。これらの
インセンティブはEV蓄電池のリベートやEVの充電
ステーション用の機器の取付けサービスを無料また
は割引料金の形態で提供されている。

EV及びEV蓄電池

製造関連企業における普及率 34%

企業から支援要請を受けている電力会社の割合 61%

EV及びEV蓄電池を収益機会と捉えている電力会社の割合 77%

出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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マイクログリッドは大規模な発電設備に頼らず、前
述の分散型エネルギー源（DER）を活用した電力供
給システムのことを指す。マイクログリッドを制御す
るシステムの導入により、企業のエネルギーを最適
化することが可能となる15。マイクログリッドは通常、
大規模な発電施設から電力が供給されているが、停
電時やピーク時には大規模な発電施設からの供給
を遮断し、DERから電力を供給するモードに切り替
えることで、顧客に継続的にサービスを提供するこ
とが可能となる。マイクログリッドの潜在的なメリッ
トとしては、各グリッドが独立して電力を供給するた
め、中央制御のグリッドが停電になった場合でも施
設に電力を供給し続けることができる点が挙げられ
る。このように、マイクログリッドによりレジリエンス
が強化されるため、システムの管理コストは増加す
るかもしれないが、一方で、長時間の停電がもたら
す機会損失を考えれば導入の価値がありそうだ。

エネルギー貯蔵システムを提供するStem, Inc.の
Market Developmentで副社長を務めるTad 
Glauthier氏は、「従前は、停電時に電力を保持す

るマイクログリッドシステムを運用することでコスト
が50%増であったが、事業者が当該機能を製品化
したため、コストの増加は20~30%程度まで圧縮さ
れており、さらに低下し続けている」と述べている。

また、前述したメリットのほか、マイクログリッドは
電力価格を最適化するため、電力会社の電力価格
が上昇した際に、低価格なDERに切り替えてコスト
削減も行うことができる16。さらにマイクログリッド
には、再生可能エネルギー発電やエネルギー貯蔵シ
ステムを組合わせて環境に配慮することも可能に
なっており、企業のESG目標の達成やさまざまな規
制遵守をより効率的に遂行することに寄与すると考
えられる。そして後述するように、企業はマイクログ
リッドを各種プログラムと組み合わせることで、さら
なるコスト削減や新たな収益源につなげることがで
きるだろう。

電力会社はこういったレジリエンスを高め、エネル
ギーを最適化するマイクログリッドを企業が開発す
るための支援を近年強化している。

マイクログリッド

製造関連企業における普及率 4%

企業から支援要請を受けている電力会社の割合 39%

マイクログリッドを収益機会と捉えている電力会社の割合 61%

出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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分散型エネルギー源（DER）の
利用機会
分散型エネルギー源（DER）からさらなる価値を得る

分散型エネルギー源（DER）への投資を短
期間で回収するために、複数のDERを組
み合わせて利用する機会が増加している。

この場合、「アグリゲーター」が全体を管理するため、
参画する企業は専門的なケイパビリティがなくても
利用することができる。特に米国では、単一のDER
のみでは収益を確保するほどの電力を生産すること
はできないが、複数を組み合わせることで収益化を
加速できると考えられる。米国連邦政府のエネル
ギー規制委員会により施行されている規則（FERC 
Order 2222）では、複数のDERを組み合わせる
際の6つのルールを参画企業に義務づけている。こ
れらの定められたルールにより、複数のDERを統合
するのに時間はかかるが高い収益を期待できる17。

カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州など
いくつかの州では、アグリゲーターが他のDERを集
約し、限定的な電力供給を開始しているが、より広

域に利用者層を拡大するためには規制緩和を含む
制度の見直しが必要である18。

Peer-to-Peer（P2P）の 
電力売買
集約された分散型エネルギー源（DER）は近い将来
卸電力市場に登場するかもしれないが、さらに先の
未来に関して言及すると、個人間での電力売買であ
るpeer-to-peer（P2P）電力売買が実現する可能
性がある。このようなシステムは、既に米国内外の
一部地域で試験的に導入されており、ブロックチェー
ンのようなプラットフォーム上でDERの所有者同士
が電力を売買することができる。P2Pでの電力売買
の実現には企業間の電力売買のケースと似た課題
があるが、一般的にはより難易度が高い。

余剰電力や貯蓄された電力を売却している、または売却を計画している
産業界関連企業の割合 20%

顧客企業が余剰電力や貯蓄された電力を売却するための支援要請を受
けている電力会社の割合 39%

出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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起こり得る課題への対策

企業が、グリッドや電力供給事業者と
の間で新たな収益機会を検討する
際には、以下のような課題に対す

る対策を述べておきたい。

現状を認識する

経営の専門家であるPeter Drucker氏は「You 
can �t manage what you can� t measure（測
ることができないものを管理することはできない）」
と述べている19。企業はまず第一に自社の電力消費
量の現状を正確に把握することが肝要である。

包括的なエネルギー戦略を立案
する
電力の使用量を管理し最適化することは企業にとっ
て重要なKPIではないかもしれないが、エネルギー
戦略を立案し企業のKPIとすることで、ロードプログ
ラム等の効果が最大限発揮される可能性がある。

規制に対応する

米国の州規制では、電力会社が新規にサービスを
開発する際の障壁が高い20。このような規制に対応
するために電力会社は子会社を設立し、効率的に
新規のサービスを開発する環境を構築している。
Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction 
Surveyでは、実際に、電力会社の26%が顧客が
保有する分散型エネルギー源（DER）をグリッドに
接続する際の最大の課題として、規制面での課題を
挙げている。

電力消費量の現状を正確に
把握できていない企業が 
存在する可能性がある。

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

顧客が保有する分散型エネルギー源（DER）を 
グリッドに接続するためのサイバーセキュリティ 
プロトコルに関する電力会社の回答

55% ― プロトコルがある

19% ― プロトコル策定中／ 
策定予定

7% ― プロトコル策定の 
予定は無い

19% ― わからない

サイバーセキュリティリスクを 
管理する
米国の電力グリッドは毎日何百万回ものハッキング
攻撃にさらされている21。より多くの分散型エネル
ギー源（DER）や機器がグリッドに接続され、デジタ
ルで制御されるようになると、サイバー攻撃の潜在
的な攻撃対象範囲が拡大し、悪意ある第三者が電
力会社やグリッドのネットワークに侵入するリスクが
高まる。

DERを導入する電力会社や企業は、サイバーセキュ
リティリスクについて導入前から対処し、リスクを効
果的に特定・管理・対処をすることが重要である。
サイバーセキュリティリスクの管理を企業変革の一
環として捉えることで、電力会社や企業、そのパート
ナーはリスクを効果的に軽減することができる。電
力会社は第三者機関によるアセスメントなどを実施
してリスクを特定し、セキュリティの設計、モニタリ
ング、インシデント対応、復旧などのリスク軽減を検
討すべきである。

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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今後の展望

スマートエネルギーマネジメント 
計画から始める
企業は第一に電力消費量、コスト、CO2排出量と
いった過去データを調査することでエネルギーの使
用量を評価し、エネルギー最適化に向けた基盤を固
めることが必要である。次に、ビジョンとそれに紐づ
くミッションを定義し目標を設定する。費用対効果を
分析すれば、どのようにプログラムに参加すべきか
道筋を立てるのに役立つ。さらに利用可能なインセ
ンティブ制度その他の選択肢を検討することができ
る。経験豊富なエネルギーサービスプロバイダーに
相談することも一案である。

エコシステムに参加する

これまで紹介した一連のエネルギーマネジメントソ
リューションを導入する際に想定される複雑さを考
えれば、エネルギーマネジメントソリューションの導
入にあたっては、複数のプレイヤーとエコシステム
を形成することで、単独での導入を超える恩恵を受
けられる可能性が高いと考えられる。導入に際して
は電力会社が支援するケースが多く、実際に製造関
連企業の70%が電力会社を重要な支援者であると
回答している。さらに、それらのエコシステムにテク
ノロジープラットフォーマーや機器のサプライヤー、
再生可能エネルギー事業者等を巻き込み統合的な
ソリューションを検討することも可能である。

電力会社の視点から、エネルギーマネジメントソ
リューションを提供するためにどのようなプレイ
ヤーと連携しているかを尋ねたところ、バッテリー
貯蔵プロバイダーとの回答が最も多かった（図5）。
他には、電力機器のサプライヤー、エンジニア、金
融サービスプロバイダーなどの参加も考えられる。

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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出所：Deloitte 2021 Industrial Grid Interaction Survey

図5

電力会社はエネルギーマネジメントエコシステムの形成に際して
多様な事業者と提携することになる

65%

32%

26%

16%

58%

58%

55%

バッテリー貯蔵プロバイダー

EV用充電器サプライヤー

再生可能エネルギー開発企業

エネルギーサービス企業

分散型エネルギー源（DER）アグリゲーションプラットフォームプロバイダー

BEMSプロバイダー

エネルギートレーダー／ブローカー

Energy-as-a-Service（EaaS）
は解決策となるか？
エネルギーマネジメントへの投資の必要性が高まる
中、大規模な設備投資を躊躇する企業もいるかもし
れない。しかし、これらの機会を利用すれば、コスト
が削減でき、ESGやその他の目標を達成できる可能
性がある。調査対象となった製造関連企業の半数は、
損益分岐点が設備投資の2～3年後であることが財
務上の最も重要な条件であると回答した 22。エネル
ギーマネジメントへの投資の回収期間は急速に短縮
しており、グリッド間取引の機会が増えれば、さらに
短縮される可能性があるが、企業向けにより簡潔な
手法を開発中である。

Energy-as-a-Service（EaaS）は、オンサイト型再
生可能エネルギーや貯蔵システム、その他分散型エ
ネルギー源（DER）の設置から運用・保守まで
End-to-Endで提供することが可能なサービスであ
る（図6）。これに、ファイナンス、再エネ証書や炭素
クレジット取引、卸電力市場取引、電力会社との相
対取引、などのサービスを加えてパッケージとするこ
とで収益を最適化することができる23。これらのサー
ビスは全て1つの月額利用料にまとめられ、企業が
現在支払っている月々の電気料金よりも大幅に低価
格で提供できる。

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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出所：デロイト グローバルの分析

機器製造業者

Energy-as-a-Service
（EaaS） 

エコシステム

金融機関

EaaSプロバイダー

利益

顧客のニーズに合わせた
プロジェクト設計・開発

性能保証

サービス利用料の
支払い

融資

顧客

電力会社

再生可能エネルギー
開発者

エネルギー貯蔵
プロバイダー

エンジニアリング・
建設会社

電気通信会社

リスクマネジメント企業

技術提供者エネルギーサービス
企業（ESCO）

エネルギー監査員

図6

Energy-as-a-Service（EaaS）により分散型エネルギー源（DER）の
導入が促進される

産業界のためのスマートエネルギーマネジメント
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エネルギーマネジメントに関する考察

近年はエネルギー業界のトレンド転換期であ
ることを背景に、企業のエネルギーマネジ
メントソリューションの導入が加速しており、

彼らは電力会社やグリッドに参画する企業との相互
関係をより密接なものにしている。エネルギーコスト
を削減し、ESG目標を達成するための取組みが最
も重要となるが、停電時のレジリエンスを確保する
という動機も重要である。また、太陽光や風力、バッ
テリー貯蔵などの技術コストが急速に低下している
ことや、政府の優遇措置、認知度向上なども同ソ
リューションの導入スピードに影響する好材料とな
るだろう。インダストリー4.0もまた、エネルギーマ

ネジメントの改善とコスト削減に寄与することが期
待される。また、分散型エネルギー源（DER）と電
力供給事業者、市場との相互作用により、新たな収
益源が生まれ、投資の回収期間が短くなっている。
さらに、シンプルで費用のかからないEaaSソリュー
ションを提供するプロバイダーのエコシステムが拡
大することで、エネルギーに関する専門知識や資金
が不足している企業の懸念を軽減することができる。
エネルギーマネジメントに関しては、このようなトレ
ンドが加速する中で、企業横断でのスマート化、コネ
クテッド化、インタラクティブ（相互作用）化が進み
つつある。

エネルギーコスト削減とESG目標達成に向けたエコシステムアプローチ
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