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はじめに
再生可能エネルギーの導入と省エネを実現するための送配電システムとしてスマート
グリッドが期待されています。スマートグリッドは、東日本大震災による電力不足を機に、
電力需要の平準化を実現する技術として注目を浴びています。
スマートグリッドは、太陽光発電や風力発電のような自然条件で出力が変動する再生可
能エネルギーの発電を、送電網に適切に受け入れることを可能として、環境エネルギーの
導入を促進します。スマートグリッドの構成機器としては、電圧調整機器、系統制御機器、
超電導ケーブル、インバータ、蓄電システム、スマートメーター、HEMS、充電器などがあ
ります。また、関連システムとしてはスマートハウスや、環境配慮型都市のスマートシテ
ィの実証実験が国内外で進められています。
その一方で、分散型システムの必要性が従来以上に指摘されています。しかし、近年の
IT 技術と蓄電技術の進歩によって、電気は貯められるようになり、新エネ・蓄エネ機器を
活用することで、よりクリーンな電気や、停電時にも電気を利用できるセキュリティの高
い電気を、一定の初期コストさえ負担すれば需要家自身が選択できるようになってきまし
た。国内のすべてのエネルギーシステムがスマートグリッド（連系型）になるのでも、逆
にすべてがマイクログリッド（分散型）になるのではなく、地域や需要場所での必要性や
経済性に応じ、両方のシステムが需要家の選択を通じ相互補完的に併存していくものと見
られます。
本レポートの第Ⅰ章では、スマートグリッドの世界／国内市場の動向と展望について、
調査及び分析を行っています。第Ⅱ章では、HEMS やスマートメーターの世界／国内市場
の動向や展望について述べています。第Ⅲ章では、発電・送電システム、系統用蓄電池、
マイクログリッドなど構成市場について記載しています。第Ⅳ章では、エネエネルギー自
由化（電力・ガス自由化）の動向や展望を掲載。また第Ⅴ章では、スマートグリッド関連
企業の動向や今後の展望について述べています。
弊社は本年、創立 51 周年を向かえた市場調査・マーケティング会社です。本レポート
は、専門のスタッフにより調査・編集されています。本レポートは、スマートグリッド市
場を、事業・生産・製品動向などを踏まえながら 1 冊（P200）にまとめたものです。将来
展望シリーズは、新規参入される企業様を含めた事業計画書の立案、事前調査、実行、検
証など幅広く活用されています。
平成 30 年 9 月
株式会社 日本エコノミックセンター 調査部
スマートエネルギーグループ
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第Ⅳ章 エネルギー自由化市場の動向と展望（サンプル）
１．電力自由化の背景と動向
電力自由化または、電力市場の自由化とは、従来から独占されてきた電気事業において
市場参入規制を緩和し、市場競争を導入することである。電気料金の引き下げや電気事業
における資源配分の効率化を進めることを目的としている。
具体的に行われることとしては、
・誰でも電力供給事業者になることができる（発電の自由化）
・どの供給事業者からでも電力を買えるようにする（小売の自由化）
・誰でも既設の送・配電網を使って電気を送・配電できるようにする（送・配電の自由化）
・既存の電力会社の発電部門と送電部門を切り離すことで競争環境を整える（発送電分離）
・電力卸売市場の整備
などがある。
(1)電力自由化の理論的背景
電力産業には規模での経済があると考えられてきたため、多くの国で電力会社に地域独
占を認め、その代わりに電気料金を規制してきた。ところが、2 つの環境変化が地域独占
の必要をなくした。
・ 発電についての規模を経済が重要でなくなった。現在では個々の発電所の発電能力に
比べて需要規模が十分に大きいため、発電に関しては規模での経済がなくなっている。
その一つの原因は、ガスタービン発電などによって小規模でも安く発電ができる技術
進歩が起きたことであり。もう一つの原因は多くの国で単に電力需要が増加し続けた
ため、個々の発電所の生産規模に比べて市場が大きくなったことによる。このため多
くの発電事業者が競争的に電力供給に参加できることとなった。

※ 以下、サンプルのため内容を省略

第Ⅴ章 スマートグリッド関連企業の動向と展望（個票）
〇〇〇〇株式会社
本 社
会社概要
設立：

資本金：

従業員：

売上構成
関連製品
研究/開発
担当/販売

≪関連製品出荷金額≫
2016 年度
総売上高
前年度比
- %
出荷金額
前年度比
- %

（単位：百万円）

2017 年度

2018 年度

- %
- %

2019 年度

- %
- %

- %
- %

2020.年度
- %
- %

※ 日本エコノミックセンター予測

≪製品別出荷金額≫
2016 年度
メーター
前年度比
- %
電力制御
前年度比
- %
ケーブル
前年度比
- %
インバータ
前年度比
- %
※ ソフト
ウェア
前年度比
- %

（単位：百万円）

2017 年度

2018 年度

2019 年度

- %
- %
- %
- %

- %
- %
- %
- %

- %
- %
- %
- %

2020 年度
- %
- %
- %
- %

-

-

-

-

- %

- %

- %

- %

※ 日本エコノミックセンター予測
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