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（1）既存のグリッドの問題点
電力のマネジメントとは，電気をつ
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スマートグリッドの背景
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表1 スマートグリッド導入に対する各国の事情
国別の事情

米国

EU 日本

CO2削減
地球温暖化対策

◎

◎

◎

各国とも国際的に推進しており，まったなし

◎

×

×

済的ダメージを与え続けています．そ
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現在の状況と今後の発展
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図4 スマートコミュニティ実証実験拠点数
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