電力中央研究 所

異なる分野の需要を束ねて管理
再エネ電力の最大活用で脱炭素を

Interview

需要と供給側のエネルギー管理によって、脱炭素化を図る「セクターカップリング」という考え方がある。
電気自動車、太陽光発電、エコキュートなどを用いて研究する、高橋雅仁・上席研究員に話を聞いた。
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