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IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の進展により、電気事業の業務やサービスの高
度化に利用可能な多種・多量のデータが容易に取得可能となった。しかし、取得したデータを実際
に活用していくには、大量のデータの中から真に有用な情報を抽出する必要がある。今回、こうし
た課題解決のために各種 AI
（人工知能）技術の適用を検討した事例のいくつかを紹介する。
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Lasso 回帰による日射量と太陽光発電出力予測のイメージ
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省エネ情報提供
スマートメータ導入の進展により、

方が、より効果的に省エネ行動が促
進されることが挙げられる。

（2 ）事業所向け省エネアドバイス
レポート自動生成ツール

た集合住宅入居者の電力需要データ
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運用フォルトを指摘するアドバイスの例
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近年スマートメータデータだけで

ビスを需要家へ提供することが重要

が原因となって年間最大電力がごく

なく、様々な行動データが利用可能

となる。当所では今後も、こうした

短時間に発生し、それが 1 年間の契

となってきているが、省エネ行動を

料金メニューやサービスの検討を行

約電力料金として課されるケースが

促進する情報を効果的に提供するに

うために有効な、各種 AI 技術・最

多いことが挙げられる。このことを

は、データや分析結果をやみくもに

適化技術の研究、開発を進めていく

踏まえて、設備の運用フォルトを指

示すのではなく、人間の現実的な行

計画である。

摘するアドバイスなどの新たな要素

動原理を踏まえた情報設計が必要と

も組み込んだ。

なる。他者の行動へ追従する傾向な

設備運用の不具合（運用フォルト）

図 3 は、 冬 場 の15 時 ご ろ に 需 要

ど、現状、人間の基本的な行動原理

ピークが集中していることを示しつ

が既にいくつか知られているが、今

つ、
これら年間5時間
（30分値のデー

後はこういった行動原理に関する知

タで10 点）の電力消費を抑えること

見を、実証などを通じてさらに積み

ができれば、基本料金を 38 万円抑

重ねていくことが重要である。

えられることを伝える、運用フォル
トを指摘するアドバイスの例である。

おわりに

すなわち、年間たかだか 5 時間程度

連載の最終回となる今回は、IoT

の短い期間だけでも運用に注意すれ

の進展により取得が可能となった多

ば、契約料金も大きく節約すること

種・多量な情報に各種 AI 技術を適

ができることを伝えている。このほ

用することで、電力会社の業務や

かに、事前に用意した10 数種類の

サービスの高度化へ結びつけるこ

グラフとメッセージの組の中から、

とを目指した当所の取り組みのい

どれを選択しどういった順序で提示

くつかを紹介した。今後、さらなる

するかまで含めて、事業所ごとに自

電力自由化の進展が予想される中で

動決定することができるようになっ

需要家に選択される電力会社となる

ている。

には、魅力的な料金メニュー・サー

参考文献

［1 ］ 服部 俊一 , 篠原 靖志：「スマートメー
タデータからの実需要推定による
在・不在判定の精度改善手法」電気
学会論文誌 C（電子・情報・システム
部門誌）, Vol. 137, No. 9（2017 ）
［2 ］ 比護 貴之 , 鶴見 剛也 , 由本 勝久：「地
上気象観測データに基づく短時間先
日射予測―多数地点の日射計データ
を用いた予測手法の検討―」電力中
央研究所報告 R14019（2014 ）
［3 ］ 所 健一 , 比護 貴之：
「予測実施時点の
実績値のみを用いた短時間先電力需
要予測手法の開発―再生可能エネル
ギー出力を含むネット需要予測手法
―」
電力中央研究所報告 R15021
（2015）
［4 ］ 向井登志広 , 西尾健一郎 , 小松秀徳 ,
内田鉄平 , 石田恭子：「スマートメー
タデータを活用した情報提供と行動
変容―集合住宅におけるピーク抑
制・省エネ実証事例―」電力中央研
究所報告 Y15002（2015 ）
［5 ］ 小松秀徳 , 木村宰 , 西尾健一郎 , 向井
登志広：「スマートメータデータを活
用した省エネルギーアドバイス自動
生成ツール―中小事業所向けサービ
スのための基本設計―」電力中央研
究所報告 Y15004（2016 ）

19

