
 

 

 

Durchführer 

２０１９年ドイツスマートグリッド視察 プログラム 
 

6 月 3 日（月） プログラム 都市 

午前 成田出発 成田 

午後 フランクフルト到着 フランクフルト 

6 月 4 日（火） プログラム メモ 

午前 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートグリッドシンポジウム・懇親会＜会場 NRW BANK＞ 

―挨拶 
(NRW.BANK デュッセルドルフ本部) 

―講演１：エネルギー産業立地としてのドイツおよびノルトライ
ン・ヴェストファーレン州（NRW 州）の紹介 

 ～エネルギー大転換政策の実施状況を中心に～ 
(NRW 州エネルギーエージェンシー) 

―講演２：ドイツの電力供給システムにおける規制当局の役割 
(ドイツ連邦ネットワーク(Bundesnetzagentur）） 

―講演３：再生可能エネルギー統合のための枠組みと支援条件 

～ガイドライン、支援構造とそのプログラムについて～ 

(r2b Energy Consulting GmbH） 

―講演４：エネルギー産業におけるブロックチェーン 
(EnergieAgentur.NRW) 

―講演５：フレキシブルなエネルギーインフラ構築へ向けた、セクタ
ーカップリングのモデル化と最適化 
～ ラ イ ン ・ ネ ッ ツ ゲ セ ル シ ャ フ ト (Rheinischen 
NETZgesellschaft）研究プロジェクトの紹介～ 
(Fraunhofer SCAI) 

―講演５：クリーンエネルギー・パッケージから考えた系統運用者の
今後の課題 
(Amprion GmbH) 

―講演６：パワーツーガス 
～ハイドロジェニクス社の技術と活動の紹介～ 

(Hydrogenics GmbH) 

―講演７：インテリジェントグリッド・プラットフォーム使用のネ
ットワーク計画および運用管理プロセスのデジタル化と自動化 

(envelio GmbH 予定) 

デュッセルドルフ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

午後 キリヌス（QUIRINUS）プロジェクトの紹介 

キリヌス・プロジェクトは 2018 年 3 月にスタートしました。余剰
エネルギーやボトルネックを調節し、安定した電力供給のために活
動しています。安定供給へのアプローチとして、地域の再生エネル
ギー発電所を情報通信ネットワークで繋ぎ、発電と需要に関するデ
ータ交換が実現しました。データは中枢システムへ集約され、電力
の供給と需要はシステムサービスを通じて安定的に調整されていま
す。SME Management 社およびコンソーシアム企業代表者（コン
ソーシアム参加企業 11 社）による地域仮想発電所 VPP の紹介、な
らびに、ライフデモンストレーターを使用した再生可能エネルギー
管理について説明を受けます。 

ヘッペンドルフ 



QUIRINUS Projekt c/o SME Management GmbH 
http://www.quirinus-projekt.de/  

6 月 5 日（水） プログラム 都市 

午前 ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ
(thyssenkrupp Uhde Chlorine Enginners GmbH)訪問 

ThyssenKrupp Industrial Solutions と Industrie De Nora の合弁
会社であるティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ
は、高効率水電解システムための包括的な技術を提供しています。
同社は、シングルセルエリア 2.5 平米の大規模大容量電池バナジウ
ム・レドックスフロー電池を開発しています。バナジウム・レドッ
クスフロー電池の利用により、再生可能エネルギーを貯蔵し、安定
した電力供給を可能にします。また、ティッセンクルップは再生可
能エネルギーのセクターを超えた利用の一環として、独自の大規模
プロジェクトを開始しています。2018 年から、デュイスブルク市に
あるティッセンクルップ・スチールヨーロッパで、水電解槽からの
水素を製鋼所の高炉ガスと組み合わせて肥料と燃料を生産する計画
が進められています。 

thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH 

Project „Carbon2Chem®“ https://www.thyssenkrupp-uhde-
chlorine-engineers.com/en/  

デュイスブルク 

午後 アンパシティ（AmpaCity）・プロジェクト紹介 

エッセン市のアンパシティ・プロジェクトは、世界最長の高温超電
導ケーブル (HTS ケーブル) を使用しており、都市配電の将来モデ
ルとして実施されています。2014 年 4 月に、イノジー社（innogy 
SE）により世界最長の高温超電導ケーブルがエッセン市の配電シス
テムに統合され、正式に運用され始めました。以来、エッセン市の
中心に位置する 2 つの変電所を繋ぐ長さ１km のケーブルのフィー
ルド実験が行われています。効率的かつ省スペースのこの技術は、
従来のケーブルに比べて 5 倍の電力をほぼ損失すること無く送電す
ることが可能です。この技術は、極度な冷却により電力の流れの抵
抗が減少する原理を活用しています。このプロジェクトは、都会の
限られたスペースにおいて、より高効率の送電を実現する開発に向
けた、世界的なベースモデルとしてとらえられています。アンパシ
ティ・プロジェクトはドイツのエネルギー大転換政策において、こ
れからの方向性を示すプロジェクトであり、世界のメディアから注
目を集めています。現に専門家による多くの視察団がこの技術を見
に各国から訪れています。イノジー社はまた、アンパシティ・プロ
ジェクトで得た経験と知識をもとに、超電導技術を市場に展開して
います。 
Innogy SE (Schaltanlage) https://iam.innogy.com/ueber-
innogy/innogy-innovation-technik/smart-grids/ampacity  

エッセン 

6 月 6 日（木） プログラム 都市 

午前 ネクスト・クラフトベルケ社（Next Kraftwerke GmbH）訪問 

ネクスト・クラフトベルケ社は、2009 年に設立された、ヨーロッパ
最大の仮想発電所の 1 つを運営しており、この仮想発電所では、電
力生産者、電力消費者、および電力貯蔵がスマートネットワークで
繋がっています。このネットワーク化により、それぞれのパフォー
マンスを一元化し、点在する多数の小規模施設を 1 か所から集中的
に管理調整する事が可能になりました。そしてこの集中管理を可能
にしているのが、全てのプロセスが集中する中央制御システムと
個々のシステムが仮想発電所に統合される「Next Box」の２つのコ
ンポーネントです。データ処理は、２つの異なる中電圧線に接続さ
れ、冗長化されたリンクを介して相互接続された２つのサーバーで

ケルン 
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行われ、これにより、冗長サーバーのペアでサーバークラスタが作
られます。どちらかのサーバーに障害が発生した場合、もう一方の
サーバーが自動的に稼働するようになっています。これらのセキュ
リティ対策を通して、ネクスト・クラフトベルケは、送電網内、サ
ーバー間の接続ライン、サーバー自体などにおいて、いかなる障害
が発生した場合でも制御システム、および「Next Pool」が円滑に稼
働し続けることを確実にしています。ネクスト・クラフトベルケで
は、電力網を常に安定に保つために「Next Pool」内のシステムから
制御エネルギーを提供していますが、この技術は常に使用可能な状
態にあります。 

Next Kraftwerke GmbH https://www.next-
kraftwerke.de/wissen/virtuelles-kraftwerk 

午後 グリーンポケット社（GreenPocket GmbH）との意見交換会 
急成長するスマートエネルギー・ソフトウェア市場におけるスター
トアップ企業であるグリーンポケット社は、スマートメーターデー
タから付加価値を実現するために世界中のエネルギー供給者や企業
の顧客をサポートしています。 
グリーンポケット社のスマートエネルギー・プラットフォームとデ
ータサイエンス技術のアジャイル開発を活用することにより、デジ
タルデータにインテリジェンスが付加されます。プラットフォーム
の中心にあるのは、エネルギー・インテリジェンス・エンジンと呼
ばれるシステムで、顧客、スマートメーター、およびセンサーから
得たデータと、技術および業界の専門家の持つノウハウとを組み合
わせ、顧客およびエネルギー供給者向けの新しい機能やサービスを
作り出します。このシステムはグリーンポケット社の革新的な製品
の重要な要素です。 
GreenPocket GmbH https://www.greenpocket.de/ 

ケルン 

6 月 7 日（金） プログラム 都市 

午前  MVV エネルギー社（MVV Energie AG）のスマートシティプロジ
ェクト紹介 

マンハイムに本社をおく上場企業の MVV 社は、ドイツ国内だけで
なくヨーロッパ全域で事業を展開するエネルギーサプライヤーで
す。事業活動には、電気、熱、ガスおよび水道事業、ならびにエネ
ルギー取引、熱廃棄物利用およびエネルギーサービス事業が含まれ
ます。さらに、ドイツ国内では風力エネルギー、バイオガスおよび
バイオマスプラントのプロジェクト計画や建設、運営をおこなって
います。都市をスマートシティに発展させることは、自治体の今後
の課題であり、スマートシティは、都市の規模にかかわらず、自治
体のインフラをスマートに活用することにより、効率的、持続可能
かつ活気のある都市デザインを可能にします。MVV のスマートシテ
ィ（MVV Smart Cities）は、既存の電力、ガス、水道、地域暖房の
供給ネットワークを基板とし、IoT や IT、モバイルおよびクラウド
コンピューティングなど様々な技術を活用してさらに都市機能を拡
張します。 

MVV Energie AG https://www.mvv.de/energie/smart-city/ 

マンハイム 

午後 フランクフルト空港へ、フランクフルト出発 フランクフルト 

6 月 8 日（土） プログラム 都市 

午後 成田空港 到着 成田 

*上記旅程は変更する可能性があります。 
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