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まえがき
環境への貢献と電力自由化による経済活動の活性化を図るため、新エネルギー等の分
散型電源の導入が自由に行えることや新エネルギーを主体とする分散型電源を活用した
将来的な電力安定供給のあり方を明らかにしていくことが要望されている。
現状、新エネルギー等の分散型電源を大量に系統連系した場合、周波数変動や電圧上
昇、及び短絡容量の増大や保護協調・保護リレーの動作への影響等の問題点が指摘され
ているものの、その影響や新エネルギー等の分散型電源を有効に活用しつつ対策を行う
技術については十分に明らかになっていない状況にある。
また、新エネルギー等の分散型電源を活用した高品質電力供給システムの技術的･経済
的･運用的課題等については、問題点が指摘されているものの、需要家における電力品質
ニーズやシステムを有効に活用しつつ対策を行う技術等については、十分に明らかにな
っていない状況にある。
このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、新エネ
ルギー等の分散型電源が大量に連系された場合でも系統の電力品質（適正電圧維持）に
悪影響を及ぼさないための系統制御技術（電力ネットワーク技術）、及び高品質電力供給
を可能とするシステム（品質別電力供給システム）について、平成 16 年度から平成 19
年度までそれぞれ実証研究を行い、当該技術の有効性を検証することとしている。
本調査は、電力ネットワーク技術、品質別電力供給システムに資する各種調査の予備
調査として実施した電力供給の現状調査について、平成 17 年度までの途中経過を紹介し
たものである。
検討にあたっては、委託元である NEDO をはじめ、｢電力ネットワーク技術総合調査委
員会（斎藤浩海委員長（東北大学教授）
）｣、｢品質別電力供給システム総合調査委員会（大
山力委員長（横浜国立大学教授））｣及びプロジェクトリーダ（内田直之東京理科大教授）
など多くの方に審議･指導をいただいた。心より謝意を表す次第である。
本調査が電力の安定供給、新エネルギーの普及の一助になれば幸いである。
平成 18 年 3 月
財団法人
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エネルギー総合工学研究所

電力供給の現状調査の概要
｢電力ネットワーク技術実証研究に係わる調査｣、｢品質別電力供給システム実証研究に係
わる調査｣を実施するための基礎調査として、電力ネットワーク技術実証システムに係わる
施策調査、電力供給状況比較調査、分散型電源導入影響調査、及び品質別電力供給システ
ム実証システムに係わる需要家の電力供給に関する調査を実施した。
【実施概要要約】
（1） 国内外の施策、電力供給状況調査
分散型電源の大量導入に向けた海外の導入促進施策、技術開発支援施策、及び電
力供給状況の調査を実施した。調査の結果、英国における配電系統側の導入促進施
策、技術開発支援施策などの詳細が明らかになった。
（2） 分散型電源の導入影響調査
電力ネットワーク技術実証システムが解決を目指す電圧変動問題に限らず、分散
型電源の大量導入に伴い懸念される様々な影響（問題）、及び影響（問題）解決のた
めの研究開発等の国内外の動向を調査した。調査は配電系統への影響、上位系統へ
の影響に分類し懸念される影響を網羅的に調査した。
（3） 需要家の電力供給に関する調査
需要家の意識にある電力供給ニーズのプライオリティーを分析し、今後の研究開
発の方向性検討に資する基礎データを得ることを目的に、
「電力ネットワーク技術実
証研究に係る調査」の対策システムに関するニーズ分析、及び電力品質の需要家の
全般的なニーズに対する位置付けを調査･分析した。
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【実施概要詳細】
（1）国内外の施策、電力供給状況調査
分散型電源の大量導入に向けた海外の導入促進施策、技術開発支援施策、及び電力
供給状況の調査を実施した。
① 調査対象国
EU、英国、ドイツ、米国、日本
② 調査結果
調査結果の一覧は別紙のとおり。基本政策面から言えることは、各国共にエネ
ルギーセキュリティ及び環境の視点を持って施策立案を行っている。
また、具体的な分散型電源導入促進施策としては、接続義務及び固定価格、RPS
制度などの違いはあるものの、各国で整備され運用を始めている。
（米国では州レ
ベルの取り組みが先行している。）分散型電源の導入量増加に伴う既存の電力系統
への影響については各国で意識され始めており様々な検討が実施されている。分
散型電源の系統連系に伴う費用負担に関しては、各国共に連系点までの費用負担
は接続する分散型電源保有者が負担することとなっているが、連系に伴う配電系
統強化費用の最終的な負担者は様々な形態となっている。
以下に各国の特筆すべき施策の要点を記す。
1） 欧州
・2001 年の「再生可能エネルギー発電指令｣により、EU 各国毎に定められた目
標を達成すべく、EU 各国が独自の導入施策を実施している。
・技術開発支援においては、EU 全体の技術開発として、｢フレームワークプロ
グラム｣と呼ばれるスキームに沿って分散エネルギーとネットワークの共存
を目指した技術開発が実施されている。
2） 英国
・ROC 制度（調達義務量の制定）などによる導入施策を実施すると同時に、配
電系統運用者に対してインセンティブを与える各種制度（系統連系インセン
ティブ、RPZ、IFI）が実施されている。
・分散型電源の普及による配電システムの様々な障害を除去することを目的と
した検討組織（DGCG、ENSG など）が結成され技術的な検討も実施している。
特に、実証研究に類するシステムの検討として、配電系統の状態を把握し系
統の機器を制御する｢アクティブネットワークマネージメント｣システムが
検討されている。
3） ドイツ
・｢改正再生可能エネルギー法｣による固定価格買取義務制度などによる施策を
実施している。
・分散型電源と通信、マネジメントシステムを統合した新しい電力系統に関す
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る検討（EDISon プロジェクト）を実施したが、電力自由化により公益事業者
の実施が困難となったと結論つけている。
4） 米国
・連邦レベルでは PURPA（公共事業規制政策法）や PTC（生産税控除）などの
導入促進施策を、州レベルでは各州独自の調達義務量の制定などによる施策
を実施している。
・分散型電源の普及による配電系統への影響を実証試験（配電系統統合テスト）
により検討している。現在は主に単独運転防止に関する試験を実施している。

（配電線使用料金）
③連系インセンティブ料金
【1kWあたり年間1.5￡】

2005年〜2010年に予想さ
れる管理･維持増分費用

2
2005年〜2010年に予想さ
れる配電事業者負担の
系統強化費用
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②管理･維持費回収料金
【1kWあたり年間1.0￡】
①系統強化費回収料金
【2005年〜2010年に予想
される配電事業者負担の
系統強化費用の8割が回収
できるものとして料金を
決定】

（接続料金）
連系する分散型電源設置
者負担の系統強化費用

連系する分散型電源
設置者より連系時に
都度回収

接続点までの接続費用

配電事業者の支出

配電事業者の収益

英国の分散型電源連系に伴う配電事業者の収支の概念図
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各国における電力ネットワーク技術に関わる施策について

エネルギーに関する基本政策

再生可能エネルギー導入目標

法制度
(RPS 制度)

欧州連合（EU）

英国

ドイツ

米国

日本

GREEN PAPER（2000）
EU におけるｴﾈﾙｷﾞｰ輸入依存度の高ま
りを背景に、自給率悪化の抑制、地球
温暖化防止に貢献するｴﾈﾙｷﾞｰの利用促
進の戦略目標を設定。

エネルギー白書（2003）
温室効果ｶﾞｽを 2050 年までに 60%削減
を提言。安定したｴﾈﾙｷﾞｰ供給体制の確
立、ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗの再構築などを基本目
標としている。

エネルギー政策（2001）
「確実に供給でき、環境を保全し、経
済性がある」ことを前提にした政府見
解を報告。

エネルギー政策基本法（2002）
安定供給の確保、環境への適合、市場
原理の活用などを念頭にｴﾈﾙｷﾞｰ基本計
画を定めることを規定。

再生可能エネルギー発電指令（2001）
ｸﾞﾘｰﾝ電力の総電力消費量に対する比
率を 2010 年に 22%とする目標を提示。

全発電量に占める再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの
割合を 2010 年に 10%とする。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
全電力に占める再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの割
合を 2010 年までに 12.5%、2020 年まで
に 20%まで引き上げることを目的とし
ている。

再生可能エネルギー発電指令（2001）
・国別目標値の設定
・国単位の支援計画の整備
・行政手続の簡素化
・送配電ｱｸｾｽの保証
を加盟各国に求める指令。

ROC 制度（2002）
電力供給・小売事業者に対する再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ使用義務制度。
目標未達者から徴収したﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを目
標達成者に報奨として配分する。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
系統運用者に対する再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
優先接続、固定価格買取を義務付けた
法律。

国家エネルギー政策（2001）
省ｴﾈ、ｲﾝﾌﾗの近代化、環境水準の向上、
ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの向上などを基本的な方
向性として提示。
エネルギー政策法（2005）
国家ｴﾈﾙｷﾞｰ政策を実行。
各州が独自に制定
ﾃｷｻｽ州の例：2009 年に 2,880MW
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州の例：販売電力量に占める
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰからの購入電力量の
割合を 2017 年に 20%にすると義務付
け。
PURPA（1978）
公益事業者に対し一定条件を満たすｺ
ｼﾞｪﾈや再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰからの電力購入
を義務付けた法律。価格は回避可能価
格。
各州が独自に制定
ﾃｷｻｽ州、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州など
生産税控除（PTC）制度（1992）
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰから発電された電力
に対し、一定額の税控除を行う。
（ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ政策法により 2007 年末まで延長）
ネットメータリング制度（各州で制定）
小規模な発電施設を有する消費者が、
余剰発電電力を配電系統に戻す制度。
FERC Order 2006（SGIP、SGIA）
（2005）
小規模（20MW 以下）の分散型電源が
系統連系する際の標準的な手続き及び
標準契約書を制定。
* SGIP：標準的な手続き
* SGIA：標準契約書

新エネルギー利用促進法（1997）
新ｴﾈの利用促進のため、政府、ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ使用者、ｴﾈﾙｷﾞｰ供給事業者（電力会社
等）
、PV の製造・輸入業者が講じるべき
措置を規定。
NEDO 技術開発機構を通じた導入促進事
業

DOE、OEDER のプログラム
PIER（CA 州）

NEDO 技術開発機構のプロジェクト

配電プログラム（DOE、OEDER）
・GRIDWISE ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他
DUIT
分散型電源の導入による電力系統へ
の影響を実証試験。
EPRI
電力用ﾊﾟﾜｴﾚ機器などの研究開発を実
施。

NEDO 技術開発機構のプロジェクト
・系統連系円滑化実証試験調査
・新電力ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ実証研究
・集中連系型太陽光発電ｼｽﾃﾑ実証研究
・風力発電電力系統安定化等技術開発
など

税金優遇
分散型電源導入施策

その他

分散型電源に
関わる研究開
発支援制度

分散型電源に関わる
技術開発支援策

電力ネットワ
ーク技術に関
わる研究開発

分散型電源接続時の費用負担

CHP 指令（2002）
ｴﾈﾙｷﾞｰ効率 75%以上の CHP の導入を促
進するために各国の支援スキーム、系
統連系規定の統一化を指令。
建築物指令
住宅・建築物の省ｴﾈの一環として、再
生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの利用、CHP の利用の検討
を行うことを要求。

フレームワークプログラム（FP）
FP5 クラスタープログラム
（〜2005.12）
・DISPOWER:分散型電源の導入促進に
資する各種検討を実施。
・DGFACTS:分散型電源の導入拡大に
資する FACTS 機器の検討。
FP6
・IRED：ｸﾗｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの効果的発展
のための検討。
・EU-DEEP：分散型電源大量導入時に
障壁となる技術的、非技術的要因の
排除を目的としたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。
FP7
2007 年予算増で審議中。高機能（ｽﾏｰ
ﾄ）ｴﾈﾙｷﾞｰ網が提案される見通し。
再生可能エネルギー発電指令（2001）
系統運用者に対して、系統連系時に必
要となるｺｽﾄ要件、電力系統強化要件を
公開することを要求。
各国政府に対し系統連系時の費用負
担の仕組みを明確にするように要求。
DISPOWER の検討の中で各国の費用負
担の現状をﾚﾋﾞｭｰ。

LECs 制度（2001）
家庭需要以外の需要家に課されてい
る気候変動税（CCL）の免税証明書を効
率の良い CHP 又は再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰから
の発電に発行する。
系統連系インセンティブ（2005）
KWK イニシアチブ（2002 年）
分散型電源の系統連系量（連系出力）
ｺｼﾞｪﾈを用いて二酸化炭素排出量を削
に比例したｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを配電事業者に支 減することを目的とした法律。
給。
IFI（2005）
配電事業者の売上の一定額（0.5%）を
上限とした研究開発費用の支援策。
RPZ（2005）
分散型電源の連系のために何らかの
革新的技術を含む対策を実施する特区
の設定により、特区内への分散型電源
系統連系量（連系出力）に比例したｲﾝｾ
ﾝﾃｨﾌﾞを支給。
再生可能エネルギー支援プログラム
未来投資プログラム
第 4 次エネルギー研究とエネルギー・
テクノロジー
EDISON プロジェクト
DGCG
分散型電源及び CHP の接続、及び普及
分散型電源と通信、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
を妨げていると考えられる様々な障害 （DEMS）を統合して新しい電力系統に
を除去する目的で実施された検討。
関する検討を行う。
技術面、制度面での解決策を提示し、
実証研究を実施したが、現在は研究が
現在は活動を終了。2005 年 2 月からは 終了している。
ENSG と呼ばれるｸﾞﾙｰﾌﾟに活動を引き継
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの一環として、BTB 機器であ
いでいる。
る SIPLINK を開発。
Active Network Management
配電系統の状態を把握し、主に変電所
ﾀｯﾌﾟ切替器を適切に制御して配電系統
内の電力品質を保つ研究。
実証研究を実施したが、現在は研究が
終了している。
配電価格統制（2005）
従来、英国の分散型電源の系統連系費
用負担は深い（Deep）費用といわれ、
導入促進を阻害していると批判されて
いたが、2005 年 4 月に上記のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
で 系 統 連 系 費 用 を 浅 め の
（Shallow-ish）費用に変更し、一部は
連系する分散型電源設置者が、一部は
その他の分散型電源設置者から広く浅
く回収している。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
接続点までの接続費用、及び電力計量
器は設備所有者が負担し、電力系統を
増強する費用は系統運用者が負担して
電気料金に転嫁。
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RPS 法（2003）
2010 年度に新ｴﾈﾙｷﾞｰを 1,910 万 kl
（一
次ｴﾈﾙｷﾞｰ比 3%程度）とする。

RPS 法（2003）
国内各電気事業者に対して一定量の
電力を新ｴﾈﾙｷﾞｰから調達することを義
務付けた法律。

FERC Order 2006（SGIP、SGIA）
（2005） 各系統運用者が発電事業者と個別契約
配電系統ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞの費用は連系要
基本的に分散型電源連系に伴う系統
求者が負担。
改造費用については原因者負担の原則
ルール 21（CA 州）（2002）
としている。
連系設備並びに配電系統改善に必要
となる費用は発電事業者が負担。

（2）分散型電源の導入影響調査
電力ネットワーク技術実証システムが解決を目指す電圧変動問題に限らず、分散型
電源の大量導入に伴い懸念される様々な影響（問題）、解決のための研究開発等の国
内外の動向を調査した。調査は配電系統への影響、上位系統への影響に分類し懸念さ
れる影響を、各種学会、論文誌、研究会資料等により網羅的に調査した。
① 配電系統への影響
1） 学会発表等
各種文献について、下記の影響項目別に整理した。
大項目
電圧上昇・電圧調整機器の不正動作

小項目
パワエレ応用系統側対策機器
パワエレ機器以外の系統側対策機器
系統側対策システム
分散型電源側対策

瞬時電圧変動
フリッカ
電圧不平衡
高調波、及び直流流出
系統・機器管理、及び運用
設備計画
短絡容量
短絡・地絡
単独運転

保護リレー
系統解析・シミュレーション手法
系統解析支援、及び運用支援システム

文献数
17
27
17
25
15
2
9
8
20
6
8
7
26
28
18

2） 懸念される影響の整理
前項の調査結果より、
「分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題
点」を別紙（P.概-6,7）のとおり整理した。
3） 研究開発の方向性の整理
国内の配電系統における技術課題・解決の方向性を別紙｢国内の配電系統にお
ける技術課題、解決の方向性の整理結果｣（P.概-8）のとおり整理した。
② 上位系統への影響
配電系統への影響調査に準じ、学会発表等の調査（全 42 文献）、懸念される影
響の整理、研究開発の方向性の整理を実施した。別紙に｢分散型電源大量導入時に
上位系統側で懸念される問題点｣（P.概-11）、｢国内の上位系統における技術課題、
解決の方向性の整理結果｣（P.概-12）を示す。
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分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題点（1/2）

懸念される問題項目
大項目

中項目

小項目

電力品質

電圧

電圧上昇
・
電圧調整機器
の不正動作

瞬時電圧変動

電圧

フリッカ
不平衡

高調波

電圧・電流
ひずみ

高周波

ノイズ

直流電流

系統流出

問題の内容
【電圧上昇】
① 分散型電源からの逆潮流により、配電系統（低圧・高圧配電系統）の電圧が上昇する。これにより、配電系統の一部において定常時の電圧が適正電圧（101±6V）を逸脱する。適正電
圧の逸脱により、需要家機器に悪影響を与えることが懸念される。
【電圧調整機器の不正動作】
① 一般的な SVR は、SVR 設置箇所が逆潮流になった時、素通し（タップを 4 に固定）にする機能となっていることから、電圧調整ができなくなる。
② 系統変更時の逆潮流に対応可能な SVR は、系統変更により配電用変電所が逆方向になることを前提に、電圧調整を行う機能となっていることから、分散型電源の出力により逆潮流と
なった場合、タップ動作が逆方向となり、電圧を悪化させる場合がある。また、SVR より系統末端側に設置された分散型電源によって短絡容量が増大し、配電用変電所の自動判定機
能（短絡容量の大きい方が配電変電所と判定）が誤動作しタップ動作が逆方向となり、電圧を悪化させる場合がある。
③ 配電線の送出電圧を調整する変電所 LDC（LTC）は、一般的にバンク単位で制御されている。このため、分散型電源の多連系する配電線とまったく連系していない配電線が混在するバ
ンクの場合、適切な制御が不可能になるケースが考えられる。特に、分散型電源を所有する需要家が同一バンク内の配電線間で同時同量制御を行う場合等は、顕著になることが考え
られる。
④ 一般的に変電所 LDC や SVR は、LDC、SVR 設置箇所の通過電流を基に、LDC や SVR より系統末端側の負荷中心点を一定電圧に保つように電圧を調整している。このため、分散型電源の
出力により LDC や SVR の通過電流が減少した場合、又は SVR 以降の末端の一部で逆潮流が発生した場合等、適切な制御が不可能になる可能性がある。
⑤ SVR、SVC、SC、SR を併設した場合、協調がとれず適正電圧を逸脱する可能性がある。
① 籠型誘導発電機を用いた風力発電機を系統に併入する場合、系統並列時の突入電流による系統電圧瞬時低下が発生することが懸念される。また、連系（起動）特性が把握されておら
ず、対策法が不明確である。
② 風力発電機が最大出力で運転している状態で、強風により運転上限を越える風速となった場合に、風力発電機が解列され、発電電力低下による系統電圧低下が発生することが懸念さ
れる。特に、SVR が設置された配電系統の場合で、風力発電機が系統末端側に設置される場合、SVR の追従動作に時間を要し、影響が大きくなると考えられる。
③ 風速の変化（ガスト）、日射量の変化によって風力発電機や太陽光発電の出力が短時間に変化し、瞬時電圧変動が発生する。
④ 単独運転検出装置（受動方式）の不要検出（上位系統の動揺検出等）等により分散型電源の保護装置が一斉に動作し、分散型電源が不要停止する恐れがある。このため、配電系統の
電圧が適正電圧を逸脱する可能性がある。
⑤ 分散型電源の多連系による電圧上昇対策として SVR、SC・SR を用いた場合、SVR、SC・SR の動作によりステップ上の電圧変動（100V 程度）が発生し、需要家及び電力機器への影響が
懸念される。
① 風速の変化(ガスト）や日射量の変化による風力発電機、太陽光発電の短時間かつ周期的な出力変動により、フリッカ（10Hz 近辺の電圧変動等によるちらつき）の発生が懸念される。
① 住宅用の太陽光発電等の配電系統に単相で連系する発電機が大量に連系されると、逆潮流量の相間アンバランスにより三相間の電流の不平衡が発生し、適正電圧の維持が困難になる
可能性がある。
② 配電系統による不平衡負荷と分散型電源の位置関係や容量により、分散型電源に流れ込む逆相電流が大きくなり、発電機や電動機等の三相機器に障害を与えることが懸念される。
③ 三相間の電流の不平衡により、太陽光発電等の他励式三相電力変換器から、低次高調波が発生することが懸念される。
④ 三相平衡状態で決定された損失最小となる開閉器の開放位置が、不平衡状態では変化するため損失が増加する可能性がある。
⑤ ＲＰＲ等の保護リレーを系統連系ガイドラインにしたがって 1 相のみに設置した場合、設置相によっては保護リレーの誤動作、誤不動作が発生する可能性がある。
① インバータを用いた分散型電源が多連系された場合に、高調波電流の発生により、高調波電圧ひずみが増大し、各種機器の障害をまねく。
（インバータ型の分散型電源の発生する高調
波は、負荷の発生する高調波に比べて十分無視できる程度である。しかし、分散型電源の出力により、変電所側から供給する電流の基本波分は減少するが、高調波電流は減少しない。
）
② 籠型誘導発電機を用いた風力発電機の場合、系統併入時の突入電流対策用ソフトスタートにより（サイリスタ型突入電流抑制装置を使用している場合）、サイリスタ抑制装置で発生し
た高調波が、力率改善用コンデンサや系統定数との関係により共振し、電圧ひずみが増大する恐れがある。
③ 連系用インバータの相互干渉により高調波電流が増加する恐れがある。
④ 配電系統の共振条件と SVC などの電圧調整機器の制御特性（制御回路のサンプリング周波数）が重なった場合には高調波が拡大するおそれがある。
① インバータを用いた分散型電源の普及により、高周波ノイズ（伝導性妨害波）が増大し、配電線を介し電波ノイズを放射し、ラジオ障害等を引き起こす可能性がある。
① 系統連系ガイドラインによると、直流発電設備からの交流側への直流流出分は定格の 1%以下に管理されているが、連系台数が増加すると、それらが重畳され、柱上変圧器等の機器に
影響を及ぼす可能性がある。
② トランスレスの連系インバータでは直流分の流出防止が問題となる。
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分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題点（2/2）
懸念される問題項目
大項目

中項目

小項目

運用・計画

系統管理

潮流
・
電圧

機器管理

電圧調整機器
管理
系統切替

系統運用

電力損失

設備計画

保護・保安

短絡容量

設備計画
困難化
・
設備利用率
低下
対策機器設置
コスト
・
機器設置
困難化
審査業務
複雑化
短絡容量増大

保護リレー
変電所
検出
過電流継電器
（OCR）
分散型電源
単独運転検出

バンク越え

問題の内容
【潮流】
① 配電線事故に伴い系統変更（事故時負荷融通）を行う場合、分散型電源の出力監視ができないことから、分散型電源の多連系により系統運用者の潮流予測が困難になり、融通範囲の
制約や変更計画業務、事故復旧が複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
② 無停電で行う配電線工事に伴い系統変更（作業時負荷融通）を行う場合、分散型電源の出力監視ができないことから、分散型電源の多連系により系統運用者の潮流予測が困難になり、
融通範囲の制約や変更計画業務の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
③ 事故や作業で停電した後に、復旧する場合、分散型電源が連系するまでの間、過負荷が発生する可能性がある。
④ 配電線の状態把握を行うための精度の高い安価な計測センサがない。
⑤ 配電線事故時の分散型電源の一斉解列により、事故配電線への供給容量不足が発生するため停電範囲が拡大し、事故復旧が困難となる恐れがある。
【電圧】
① 配電線事故に伴い系統変更（事故時負荷融通）を行う場合、分散型電源や電圧調整機器を考慮した系統電圧を基に変更を行う必要が生じ、融通範囲の制約や変更計画業務、事故復旧
の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
② 無停電で行う配電線工事に伴い系統変更（作業時負荷融通）を行う場合、分散型電源や電圧調整機器を考慮した系統電圧を基に変更を行う必要が生じ、融通範囲の制約や変更計画業
務、事故復旧の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
③ 配電線の状態把握を行うための精度の高い安価な計測センサがない。
④ 現行の配電系統の電圧計算は簡易計算を用いていることが多く、分散型電源を考慮した電圧計算に対応できず、計算誤差増大による電圧管理、負荷管理の困難化が懸念される。
① 風速変動によって発電量が変動することにより、配電系統の SVR のタップや SC・SR 用開閉器の動作回数が増加し、メンテナンス頻度が増大する可能性がある。
② 配電線電圧管理のために、電圧調整機器（LRT、SVR 等）、柱上変圧器タップの管理（設定、設置箇所選定等）が困難化する。
① 2 系統間で片側系統に多く分散型電源が連系された場合等、系統末端での電圧相差角が広がり系統切替のためのループ投入が困難となる可能性がある。また、切換時に発電停止を依
頼しなければならない可能性があり、運用業務が複雑化する。その他、無停電工事や配電線切換時の分散型電源や系統の挙動が明らかにされておらず、適切な工事運用が不明である。
② 2 系統間で片側系統に多く分散型電源が連系された場合、系統末端での電圧相差角が広がり系統切替時のループ投入により単独運転検出装置が不要動作する可能性がある。
① 一般的に都市部に分散型電源が普及した場合、電力損失を低減させることが考えられるが、地域、導入量によっては分散型電源の連系増に伴う逆潮流電流の増加、及び電圧上昇対策
で用いる SVC や SR の無効電流の増加により、配電線損失の増加が懸念される。
② インバータ連系の風力発電機で、電圧上昇抑制のために力率が低く設定されている場合、電流増加により系統の電力損失が増大することが懸念される。
【設備計画困難化】
① 分散型電源の増加により需要や負荷率の想定が困難となり、大規模電源や流通（送電・配電）設備の適正な設備増強時期の判断が難しくなる。その結果、過剰な設備投資、又は供給
信頼度の低下（瞬低等に起因した分散型電源の一斉解列による過負荷や周波数低下等）が発生する可能性がある。
② 現状では、人の経験や勘に依存しておりスキルによっては設備計画に無理、無駄、ムラが発生する可能性がある。
【設備利用率低下】
① 分散型電源の一斉解列時、出力低下時の対応のための設備の維持が必要と考える場合、分散型電源の増加により、配電線の潮流が減少することにより設備利用率が低下する。
【対策機器の設置コスト】
① SVR、SVC 等の電圧調整機器を多数使用することによる設備費増大が懸念される。
② 系統につながる需要の変化により、長期的（恒久的）に系統変更を行う場合、電圧調整機器の設置箇所、設定値を変更する必要が生じ、設備費用が増加する。
【機器設置困難化】
① SVR、SVC 等の電圧調整機器の容積、重量に耐えうる設置箇所が少なく、設置する箇所が限定されることが懸念される。
① 分散型電源の多連系により電圧変動、保護装置、短絡容量等の系統連系審査業務が複雑化する。
② 分散型電源の連系により生じる上記影響を事前に予測、評価するのが困難な場合が発生する恐れがある。
① 分散型電源（主に同期発電機）の多連系により系統の短絡容量が増大し、開閉器等の系統機器、需要家の遮断器等の短絡電流耐量が不足し、機器損傷（遮断不能等）が発生すること
が懸念される。
① 配電系統で短絡事故が発生した時に、分散型電源から供給される短絡電流によって、配電用変電所に流れる短絡電流が分流効果により減少し、過電流継電器（OCR）が未検出となり、
短絡事故を検出できない恐れがある。（特に長亘長線路での線路末端短絡事故等において顕著となる。）
② 他回線での短絡事故時、自回線に連系した分散型電源が変電所母線を通じて事故回線に短絡電流を供給し、自回線の過電流継電器（OCR）を動作させ、健全回線（事故回線でない回線）
を停電させる恐れがある。
① 分散型電源が多数台設置された場合、複数の能動型単独運転検出機能の相互干渉により、単独運転検出感度が低下（未動作、検出遅れ）が発生する恐れがある。この結果、線路作業
時の安全性、事故時自動再閉路や作業時系統切替等の運用への影響、さらには高低圧混触等の系統事故の除去に支障を来たす恐れがある。
② OVGR を設置しない低圧連系の分散型電源が増加した場合、地絡事故時に単独運転検出装置が動作せず、高低圧混触事故に対する保安確保が困難化する恐れがある。
③ 系統の電圧、周波数変動時に、受動式単独運転検出機能の過敏動作による一斉脱落が懸念される。
④ 能動型単独運転検出機能による外乱信号の重畳により、電圧等の系統電力品質が悪化する恐れがある。
⑤ 能動方式で、次数間高調波を出す単独運転検出装置を持つ分散型電源が増加すると、系統への高調波流出が問題となる。
⑥ 分散型電源が多連系した配電線に事故が発生し、変電所の遮断器が開放された時に、系統負荷と分散型電源の出力がほぼ等しい場合、分散型電源の単独運転防止機能が動作せず、系
統が充電されたままになり作業者の感電、及び遮断器の非同期投入による機器故障が懸念される。
⑦ 低圧単相連系の分散型電源において、短絡線間以外の線間に連系している場合、事故を検出できず運転を継続する可能性がある。
① バンクをまたぐ逆潮流が発生した場合、系統の保護協調、電圧管理に影響が懸念される。
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国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（1/3）

重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究・開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

電圧

電力品質
高調波

高調波

直流電流

解決の方向性

分散型電源側

小項目
・電力系統制御システム、統
合制御システムの研究
・電圧調整機器の分散型電
源対応型への改良
・分散型電源対応解析支援
システムの開発
電圧上昇
・集中連系型太陽光発電シ
・
ステムの実証研究
電圧調整機器 ・新型電圧調整機器の開発
（集中連系対応、磁束制
の不正動作
御）
・各種電圧調整機器の協調
制御方式の検討
・センサ情報活用による配
電系統電圧制御方式の検
討
・高速電圧制御装置の開発
・分散型電源対応解析支援
システムの開発
瞬時
・風力発電電力系統安定化
技術開発
電圧変動
・新型機器の開発（電気二重
層キャパシタ応用、回転型
位相調整機）
・電圧調整機器の制御方式
改良
・ 風力発電対応評価手法の
フリッカ
高度化
・ フリッカ解析支援システ
ムの開発
・不平衡改善機器の開発
・不平衡改善支援技術の開
不平衡
発
・保護リレー誤動作防止の
検討
・分散型電源活用による抑
電圧・電流
制手法の検討
・
系統構成による高調波低
ひずみ
減手法の検討
・太陽光発電システムの電
磁雑音低減策の検討
ノイズ

系統流出

ハード

ソフト

ハード

ソフト

・電力系統制御 （電力系統制御システムの （電力系統制御システムの開発 （統合制御システムの開発のた （統合制御システムの開発のた ・実証試験等による各種対策の定量的な
効果検証
めの課題）
めの課題）
のための課題）
システム技術 開発のための課題）
検討会報告書 ・高度な制御を行うための ・各電圧調整機器の協調制御手 ・安価な統合制御システム（力 ・統合制御における力率制御手 ・系統側と分散型電源側の各種対策の最
適化（制御分担、全体コスト）
率制御端末、制御センター等） 法の確立
法の確立
系統情報計測センサの実
（H16.6）
・統合制御と系統制御の協調制 ・負担ルールの明確化
の開発
・現状の配電線運用との協調方
用化
御手法確立
・逆潮流を未然に防ぐ安価な電
式の確立
・制御機器異常時のバック
・電力貯蔵装置の有効活用
力貯蔵装置の開発
・電力貯蔵装置の有効活用
アップ装置の開発
・低廉な通信ネットワーク
の構築
・表 2-1-1[#16]
・表 2-1-2[#18] ・新コンセプト機器の実証
・表 2-1-1
・[#6][#9]
・表 2-1-3[#7]
・表 2-1-3[#8]
・電力系統制御 ・高速電圧制御装置の低コ ・複数の電圧調整機器の協調制 ・一斉脱落防止のための保護装 ・系統側機器との協調
・電力貯蔵装置の有効活用
置の高度化
御手法の確立
スト化、信頼性確保、低
システム技術
・分散型電源の起動、停止時の
・電力貯蔵装置の有効活用
ロス化
検討会報告書
出力急変抑制
（H16.6） ・新コンセプト機器の実用
・品質別電力供給システムの開
化
発
・表 2-1-5[#4]
[#15][#6]

・表 2-1-6[#2]

・高度な制御を行うための ・各電圧調整機器の協調制御手 ・出力変動抑制技術の開発
法の確立
系統情報計測センサの実
・電力貯蔵装置の有効活用
用化

・表 2-1-15
[#2][#10]等
・表 2-1-7[#8]
・表 2-1-7
[#1][#4]
・表 2-1-7[#5]

・不平衡改善機器の実用化 ・複数の電圧調整機器の協調制 ・不平衡で誤動作しないための
保護装置の高度化
御手法の確立
・不平衡を考慮した系統構成の
決定手法の確立

・表 2-1-6[#1]

・表 2-1-8[#1]
・表 2-1-8[#3]

（電圧上昇・電圧調整機器の不正動作と同
じ）

・系統連系協議等、事前の計画段階での実
態評価および対策の明確化

・アクティブフィルタなど ・高調波低減を考慮した系統構 ・連系インバータの高調波抑制 ・連系インバータの積極活用に ・低コスト、低ロス機器の開発と実証
対策機器の低コスト化
成決定手法の確立
制御
よる高調波抑制手法の確立
・連系協議等での高調波対策、調査に関す
るノウハウ蓄積

・表 2-1-8
[#4][#5]

・連系インバータからの流 ・表 2-1-8[#8]
出電流検出手法の高精度
化

・系統側機器との協調
・電力貯蔵装置の有効活用

・低コスト、低ロス機器の開発と実証
・系統側と分散型電源側の各種対策の最
適化（制御分担、全体コスト）
・負担ルールの明確化

・直流偏磁防止措置の検討
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・電磁雑音抑制手法の開発

・電磁雑音評価のモデリング・ ・連系用インバータでの基準の明確化
解析技術、計測技術
・連系協議等での高調波対策、調査に関す
るノウハウ蓄積

・流出電流抑制技術の開発

・流出電流抑制制御技術の確立

国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（2/3）
重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究・開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

系統管理

機器管理

・分散型電源を考慮した配
電自動化システムの検討
・配電線モニタリングシス
テムの開発
潮流･電圧
・太陽光発電多数台連系時
の電圧の定量的検討
・分散型電源一斉解列を考
慮した事故復旧支援手法
の検討
・SVR タップ切替頻度推定手
法の開発
電圧調整機器
・配電 TR タップ切替頻度最
管理
小化の検討

系統切替
系統運用
電力損失

運用 計画

･
設備計画
困難化
・
設備利用率
低下

設備計画

解決の方向性

分散型電源側

小項目

対策機器
設置コスト
・
機器設置
困難化

審査業務
複雑化

ハード

ソフト

ハード

ソフト

・電力系統制御 ・配電系統、分散型電源出 ・分散型電源の不確実性を考慮 ・再起動時間の短縮など起動停 （統合制御システムの開発のた ・分散型電源の果たすべき役割を明確化
し、その役割に応じた運用方法の確立
力監視システムの開発
した系統操作手法の確立
止特性の向上
めの課題）
システム技術
・統合制御における力率制御手
検討会報告書
法の確立
（H16.6）
・統合制御と系統制御の協調制
・表 2-1-9[#8]
御手法確立
・電力貯蔵装置の有効活用
・表 2-1-9[#5]
[#13][#16]

・表 2-1-9[#19] ・メンテナンス頻度低減に ・タップ切替頻度推定技術の実
用化
対応した電圧調整機器の
・メンテナンス頻度及びコスト
開発
・表 2-1-9[#17]
を考慮した電圧管理手法の開
[#18]
発
・分散型電源を考慮したル ・表 2-1-9[#7] ・潮流方向、電圧位相など ・分散型電源を考慮したループ
切替判定手法の確立
ープ切替判定手法の開発
[#11]
の系統情報計測センサの
・ループ切替計算の高精度化
実用化
・潮流方向の推定手法の確立
・分散型電源を活用した運用シ
・損失低減のための系統構 ・表 2-1-9[#1] ・分散型電源の普及に対応 ・電力品質、経済性などの多面 ・連系インバータの損失低減
的評価手法の確立
・分散型電源の効率向上
ステムの実用化
して設置する各種制御機
[#19]
成決定手法の検討
器の低損失化
・需要家設備の協力システ ・表 2-1-9[#12]
ムの検討
・系統側の設備利用率向上に寄
・分散型電源の普及に伴う不確
・分散型電源の供給力とし ・電力系統制御
与する運用方法の確立
実性に対応した設備計画手法
システム技術
ての役割に応じた設備計
の確立
検討会報告書
画手法の検討
・設備利用率向上に寄与するた
（H16.6）
・電力貯蔵による分散型電
めの分散型電源との協調運用
源の不確実性軽減効果の
方法の確立
検討
・分散型電源を活用した経済的
・分散型電源を活用した経 ・表 2-1-10[#1]
設備計画手法の確立
[#2]
済的設備計画手法の検討
・電力品質、経済性などを多面
・多面的評価による系統構 ・表 2-1-10[#3]
的に評価できる設備計画手法
成決定手法の検討
の確立
・設置コスト低減のための ・電力系統制御 ・対策機器のあらゆる部品 ・対策機器の設置位置の制約を
考慮した最適配置選定手法の
の低コスト化、小型化、
システム技術
対策方法、設置箇所、整定
確立
軽量化のための技術開発
検討会報告書
値の検討
（H16.6）
・各種電圧調整機器の小型
化、軽量化（SVC 用変圧器
のコンパクト化、SVG の冷
却方式変更等）
・コスト評価型設備計画支 ・表 2-1-10[#4]
[#5]
援システムの開発
・分散型電源対応解析支援 ・電力系統制御 ・分散型電源の多連系でも ・分散型電源多連系時の審査基 ・分散型電源多数台連系時にも
審査が簡略化できる信頼性の
準の明確化（単独運転検出、
容易に審査が可能となる
システム技術
システムの開発
高い保護装置、発電設備の開
直流流出等）
審査支援システムの構築
検討会報告書
発、改良
（H16.6）
・系統連系技術検討支援シ ・表 2-1-15
[#15][#18]ほか
ステムの開発
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・電圧調整機器の無接点化の検討

・配電線路で潮流方向を監視するシステ
ムの構築
・ループバランスコントローラの適用
・電力品質・経済性などを多面的に評価し
て運用するシステムの開発
・分散型電源や需要家設備を積極的に活
用するための統合制御システムの実証
・分散型電源の果たすべき役割を明確化
し、その役割に応じた運用方法の確立

・対策機器の低コスト化、小型化、軽量化
のための技術開発と実証

・分散型電源多連系時の影響評価のため
の各種データの蓄積
・パソコンを使用した簡易な各種系統解
析、審査支援システムの構築

国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（3/3）

重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究・開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

短絡容量

保護 保安

･
保護リレ
ー検出

解決の方向性

分散型電源側

小項目
ハード

ソフト

・ 短絡電流計算ツールの実用化
・ 電力系統制御
・高速遮断器の開発
システム技術
・限流遮断器の開発
短絡容量
検討会報告書
・ 短絡容量計算支援ツール
（H16.6）
の開発
増大
・ 表 2-1-11[#2]
[#5][#3][#4]
・ OCR 不要動作、不動作の定 ・ 電力系統制御 ・ 低価格な方向検出可能な ・ リレー整定支援ツールの開発
短絡保護リレーの開発
・ リレー整定の高精度化
システム技術
量的な検討
・ 系統変更に柔軟に対応可能な
検討会報告書
・ シミュレーションツール
リレー整定
（H16.6）
の開発
短絡・地絡
・ 通信ネットワーク活用保護リ
・ 情報ネットワーク活用保 ・ 表 2-1-12[#4]
レーシステムの検証
護リレーシステムの検討
・ 地絡保護の定量的な検討 ・ 表 2-1-12[#6]
[#7]
・ 各種単独運転検出装置の ・ 電力系統制御 ・ 事故記録等による分散型 ・ 複数台発電機の系統全体を考
慮した協調整定
電源側検出動作の管理・
システム技術
開発
・ 分散型電源多連系時の審査基
監視・転送遮断機能
検討会報告書
・ シミュレーションによる
準の明確化と解析ツールの開
（H16.6） ・ 新コンセプトの検出装置
各種単独運転検出装置の
発
の実用化
・
表
2-1-13
効果検討
分散型電源単
[#24]
・ 高低圧混触問題の課題整
独運転検出
理
・ 異種検出方式の相互干渉 ・ 表 2-1-13
[#14][#25]
の検討
・ 集中連系対応型の単独運 ・ 表 2-1-13
[#16][#21]
転検出装置の開発
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ハード

ソフト

・ 高速遮断器、限流器の機能向
上
・ センサ、高速スイッチの信頼
度向上、コスト低減

・ 短絡に対する系統側、分散型電源側双方
のシステム協調のとりかた、評価手法の
確立

・ 低圧側計測位置等による工事 ・ リレー整定の高精度化
費用の削減

・ 短絡方向等も検出する保護方式への変
更の検討
・ 逐次、分散型電源連系が追加された配電
線の保護に対し、適切かつ公平な分散型
電源側の整定見直しのしくみ確立
・ 通信を活用した保護システムの検討

・ 連系保護装置の低コスト化、 ・ 簡易整定ツールの整備、高精 ・ 多数台集中連系時の問題解決のため、電
多機能の併用
度化
力会社による管理や低コストな転送遮
断方式を含めた単独運転検出手法の再
検討の実施
・ IT を活用した通信による安価な対策シ
ステムの構築

分散型電源大量導入時に上位系統側で懸念される問題点

懸念される問題項目
大項目

中項目

電力品質

周波数

系統安定

運用・計画

系統管理

出力変動に ① 分散型電源の出力変動により、同時同量が維持できず、周波数が変動することが懸念される。
よる周波数 → 日本は他国との系統連系がないため、系統容量が小さく周波数が変動しやすい。
→ 風力発電は出力変動が激しく、LFC 容量が小さい夜間でもフル出力する可能性があるため、周波数へ与える影響が大きい。
変動
→ 太陽光発電が狭い地域に集中して設置された場合、雲の通過などにより日射変動が発生すると、地域全体の発電出力が同期して変動する。
② インバータ連系の分散型電源は、基本的に「電力需給の均衡」と周波数が結びついていないことから、瞬時的同時同量を害することが懸念される。
③ インバータ連系の分散型電源は、周波数が低下した場合、出力が低下しかつ無効電力が減少するという実験結果が得られている（電気学会研究会：PE-03-68 富山勝彦 他）
。そ
の結果、系統の電圧が上昇し、供給電力が不足している状態で有効電力負荷が増加するため、周波数低下を増幅する懸念がある。
④ 周波数変動が大きくなると（数%に達すると）、系統電源（発電機）を停止せざるを得なくなる（タービン翼共振や発電機軸ねじれを防ぐためなど）

同期化力

①

共振現象

①

潮流

周波数

需給制御

設備計画

保護・保安

保護リレー
検出

問題の内容

小項目

インバータ連系の分散型電源は、同期化力を持たないため、系統安定度低下の原因となる。

分散型電源の出力変動によって、系統電源が周期変動する場合、系統の固有周波数に基づいた共振現象が生じる場合がある（パラメータ共振）。分散型電源の出力にある周波数
成分が含まれる場合に発電機相差角曲線にうなりを伴った振動現象が引きこされる懸念がある。
② 特定の発電機に対して分散型電源の影響が大きくなるような場合、そのミクロな出力変動によって発電機間のバランスを乱し、マクロな振動を引き起こす可能性がある。
① 風力発電導入量の増大に伴い、LFC 領域の調整残が増加し、連系線の潮流フリンジが増大する。
→ 大幅に潮流フリンジが増加すると、連系線の運用容量に影響を与える可能性がある。
→ 連系線の運用容量に影響が出ると、託送可能量が減少する。
② 長期需給制御の残差が連系線潮流に加算されると、連系線の空容量に影響を与える。

① 風力の短周期的出力変動による LFC 容量の不足
② 全エリアが周波数偏倚連系線電力制御方式（TBC）で周波数制御を実施している場合、あるエリアで調整残が増加しても、他エリアでこの調整残を打ち消すような制御はしない。
このため、調整残の増加は周波数偏差の増加となって表れる。
③ 常時 100%運転を行う分散型電源は、ベース電源を増やすことになり、相対的に LFC 電源容量を低下させる。

① 風力発電機の長期的な出力変動に対して、発電量の下げしろが不足する。
→ 風力発電機は安定した供給力として見込めず、その出力を 0 として需給計画が立てられる。
② 翌日や 1 週間後の分散型電源の発電量の予測が困難であり、日々の需給調整量の想定値の不確実性が拡大する。

設備計画の ①
困難

風況のよい風力発電機建設適切地にある送電能力が少ない。

周波数リレ ① 分散型電源の逆充電検出対策として、系統の周波数低下を検出して分散型電源を解列する周波数リレーが用いられているが、系統の大規模な電源脱落事故に伴う周波数低下時に
ー
も分散電源を解列させることになる。分散型電源が普及した状態だと、系統の周波数低下を更に加速させ大規模な停電事故に進展する可能性を含んでいる。
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国内の上位系統における技術課題、解決の方向性の整理結果
重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題
解決のための研究・開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等
・ 風力発電機の可変速化
・ 回転型発電出力安定化装
置
・ FRIENDS の適用
出力変動によ

電力品質

周波数
る周波数変動

・ マイクログリッドの適用
・ 電力貯蔵装置を用いた出
力変動抑制風力発電シス
テムの開発
・ 風速予測
・ 太陽光変動予測

系統安定

解決の方向性

分散型電源側

小項目
ハード

・甲 斐 ほ か ( 明
電舎)
・ 横山ほか（首
都大東京）
・長 谷 川 ほ か
（北大）
・ 日立ほか
・ 東京電力
・ 鈴木保章ほか
（工学院）
・ 竹蓋ほか（静
岡大）
・ 村田ほか（産
総研）

ソフト

ハード

ソフト

・ 分散型電源との協調制御

・ 可変速発電機技術
・ インバータの高性能化、低コ
スト化

・ マイクログリッド内の高追
従型需給制御システム
・ 系統側との協調制御
・ 風速予測方式の開発と検証
・ 太陽光出力変動予測方式の
開発と検証

・ エネルギー貯蔵による出力変動抑制
→慣性エネルギー
→2 次電池
・ エリアの区分とエリア内の需給制御に
よる連系系統への影響最小化
・ 自然エネルギーの出力変動予測による
変動抑制制御

・ 分散型電源による安定化 ・ 川上ほか（四
制御
国総研）

・ より高性能な系統安定
化装置

・ より高性能な系統安定化制
御方式
・ 分散型電源を含んだ同期安
定化理論の確立

・ 高速な制御出力に対応でき
るハード

・ ロバスト性に優れる制御方
式の開発
・ シミュレーションによる確
認

・ 回転機でないインバータ連系の分散型
電源による系統安定度への積極的活用

・ 既存発電所との協調運転
・ 負荷推定手法
・ 東京電力
・ 蓄電池の導入

・ 高効率・低コストな蓄電
池の開発
・ 制御可能電源の増加

・ 系統側と分散型電源側双方
の電源の協調運用方法の検
討

・ 出力制御に対応できるハー
ド

・ 系統側と分散型電源側双方
の電源の協調運用方法の検
討
・ 分散型電源による周波数制
御方式の開発
・ 風力発電における出力変動
を低減するために、可変速型
の比率を上げる

・ 系統側の調整用電源と分散型電源の協
調制御
・ 蓄電池による変動成分吸収

・ 風力発電機を含めた想定 ・ 臼井ほか（東
京農工大）
不足電力量の算出（信頼
性への影響評価）
・ 風力発電協会
・ EDC の見直し
・ 東京電力
・ 蓄電池の導入
・ 分散型電源の発電量の予
測手法開発

・ 制御可能電源の増加
・ 高効率・低コストな蓄電
池の開発

・ 分散型電源を含めて EDC を見
直す。
→調整用電力の増加に伴うコ
スト増を、分散型電源の運用
で吸収できるかの検討

・ 連系可能算定方式の工夫 ・ 風力発電系統
連系対策小委
・ 分散型電源の出力抑制を
員会
考慮した連系容量の増加
・ 風力発電業者保有のアク
セス線・変電所の活用
・ 送変電設備の増強

・ 分散型電源発電業者と
の協議による設備の増
強

・ 分散型電源（風力発電）をで
きるだけ導入するという視
点での算定方式の検討

同期化力

周波数

系統管理

運用 計画

需給制御

･
設備計画

設備計画の
困難
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・ 上げ代・下げ代の確保
→電源構成の見直しや蓄電池の導入
・ 分散型電源の発電量予測の高精度化

・ SVC、転送遮断装置の設置
・ アクセス線、変電所の仕様の
考慮

・ 系統側からの出力抑制要求
に対応できる制御方式の開
発

・ 補助機器や各種制限を視野に入れて、
分散型電源導入の可能性を検討する。
・ 系統側、分散電源側双方で、利用でき
る資産（インフラ）は有効利用する。

（3）需要家の電力供給に関する調査
需要家の意識にある電力供給ニーズのプライオリティーを分析し、今後の研究開発
の方向性検討に資する基礎データを得ることを目的に、「電力ネットワーク技術実証
研究に係る調査」の対策システムに関するニーズ分析及び電力品質の需要家の全般的
なニーズに対する位置付けを調査･分析した。
アンケート方式により調査を実施したが、アンケート設問内容、送付先、サンプリ
ング数、及び回収件数（回収率）、主な分析結果は下記の通りである。
① 設問内容
・電力供給を受ける上で重視する項目（コスト、供給信頼度･品質、環境性、顧客
サービス･対応力、その他）
・分散型電源･新エネルギー機器の導入有無及び関心度
② アンケート送付先とサンプル数
アンケート調査票の送付先は以下の方法により選定し、計 1,600 件の送付先（需
要家）を選定した。
アンケート送付先の選定方法
母集団

（財）省エネルギーセンターが公表している「第 1 種･第 2 種
エネルギー管理指定事業所」名簿（全国約 1 万件）

業種選定

同名簿を業種（細分類）によりソートし、エネルギー管理指定
事業所に登録されている全業種を網羅（全業種について最低 1
件以上の送付先が入るよう配慮）。

サンプリング

業種内で、所在地が北から南に並ぶようソートした上で、間引
きサンプリングを実施（所在地域が偏らないよう配慮）。事業
所数が多い業種、電力品質ニーズが高いと考えられる特定業種
については、他の業種よりも相対的に多くサンプリングされる
よう配慮。

③ 調査票の回収件数と回収率
平成 17 年 6 月 28 日現在において、調査票の回収件数は 416 件（回収率 26.0%）
であるが、入力及び集計･分析の時間的な都合上、6 月 17 日までに届いた 214 件（回
収率 13.4%）ベースで集計･分析を実施した。
④ 主な分析結果
・電力供給を受ける上で重視する項目
結果を下表（次頁）に示すが、電力供給信頼度･電力品質を最も重要と考える
需要家が最も多く、次いでコスト、顧客サービス･対応力、環境性の順となった。
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電力供給を受ける上で重視する項目（回答件数）
最も重

2 番目

3 番目

4 番目

5 番目

要

に重要

に重要

に重要

に重要

143

58

8

3

0

212

64

125

18

5

0

212

1

20

103

86

0

210

環境性

3

8

83

112

2

208

その他

1

1

0

2

72

76

212

212

212

208

74

-

電力供給信頼
度、電力品質
コスト
顧客サービス、
対応力

合計

合計

業種別の「最も重視する項目」では、電力供給信頼度･電力品質を特に重視し
ている業種は、製造業では印刷・同関連、プラスチック製品、一般機械、情報
通信機械、精密機械、業務系ではデータセンター、電算センター、通信局舎、
放送局、ホテル･旅館である。
一方、電力供給信頼度･電力品質よりもコストを重視する業種は、製造業では
飲料･たばこ･飼料、繊維、窯業･土石、業務系では学校･研修施設、遊技場･パチ
ンコ店･ボーリング場、倉庫である。また、環境性については、少ない比率では
あるが、研究所･試験所、事務所ビル等で重視されている。
・分散型電源･新エネルギー機器の導入有無及び関心度
原動機発電設備に関しては、回答事業所（211 件）のうち 74%が設備を保有し
ており、26%が保有していない。保有している場合の導入理由は下表（次頁）の
通りである。最も重要な導入理由は電力料金削減、次いで電源信頼性向上･電源
二重化である。2 番目に重要な理由としては、省エネ推進が最も多く挙げられて
いる。3 番目に重要な理由としては、環境貢献･対応が最も多く挙げられている。
また、全重要度を合計した件数の順位は理由別に以下の通りとなっており、
この順位が導入理由の順位をほぼ表しているものと考えられる。
電力料金削減→省エネ推進→電源信頼性向上･電源二重化→環境対応･貢献→
その他（特高回避、設備更新、燃料転換、その他）
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導入理由（回答件数）

電力料金削減

最も

2番目

3番目

4番目

5番目

重要

に重

に重

に重

に重

要

要

要

要

計

27

8

7

3

0

45

特高回避

2

3

1

3

0

9

省エネ推進

8

22

8

1

0

39

環境貢献･対応

1

0

13

7

5

26

10

9

5

2

5

31

燃料転換の一環

0

0

1

5

0

6

空調･ボイラ設備更新の

0

2

1

0

5

8

売電

0

0

0

0

0

0

その他

5

1

0

1

1

8

53

45

36

22

16

電源信頼性向上、電源二
重化

一環

計

燃料電池型発電設備に関しては、回答事業所のうち 1%（2 事業所）が設備を
保有している程度であり、99%は保有していない。
太陽光発電設備に関しては、回答事業所のうち 8%（16 事業所）が設備を保
有しており、92%は保有していない。保有している場合の導入理由は下表（次
頁）の通りである。
導入理由（回答件数）
最も

2番目

3番目

4番目

5番目

重要

に重

に重

に重

に重

要

要

要

要

計

電力料金削減

0

1

5

0

0

6

特高回避

0

0

0

1

0

1

省エネ推進

1

6

2

0

0

9

10

1

0

0

0

11

0

0

0
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全体として、環境貢献･対応が最も多く、次いで省エネ推進、電力料金削減、
その他の順となっている。最も重要な導入理由は環境貢献･対応、2 番目に重
要な理由は省エネ推進、3 番目に重要な理由は電力料金削減である。
風力発電設備に関しては、回答事業所のうち 1%（3 事業所）が設備を保有
している程度であり､99%は保有していない。導入理由については、保有済み 3
事業所のうち 1 事業所のみ回答しており、順位は以下の通りである。
・最も重要

環境対応･貢献

・2 番目に重要

電力料金の削減

・3 番目に重要

省エネ推進

・4 番目に重要

特高回避

・なお、本問全体に対するコメントとして、下記が得られた。
z 発電設備は維持管理のコスト以外にリース切れや廃止時の扱いが大変。電力会
社から買うのが一番安全であり信頼性も高くクレーム処理もしてもらえるので
良い。
z 当社は負荷容量が大きく、また負荷変動が大きく、過去に省エネ対策および経
済性で検討したが、電気技術的に困難なため断念する。
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第１章

国内外の施策、電力供給状況調査

１．１

欧州連合

１．１．１

概要

欧州各国の集合体である EU においては、エネルギー政策の基本として「エネルギー白書
（1995）」を背景として、
「再生可能エネルギー白書（1997）」を発行している。
現在は欧州委員会が作成した「グリーンペーパー（2000）」を基本としてエネルギー関連
の政策を推し進めている。
「グリーンペーパー」においては、EU 域内のエネルギー輸入依存度が 2030 年には 70%に
達するという予想から、エネルギー需給率悪化の抑制を軸に戦略を立てている。
分散型電源の促進については、「再生可能エネルギー発電指令 RES-E 指令、（2001）」によ
り、2010 年までに EU 域内のグリーン電力の比率を 22%に引き上げる目標を打ち出し、EU 参
加各国にそれぞれ数値目標を設定している。
研究開発プログラムとしては、フレームワークプログラムと呼ばれる研究開発費補助ス
キームを継続的に実施しており、分散型電源に関する領域としては第 5 次フレームワーク
プログラムにおいて「クラスター」と名づけられたプログラムを総合的に実施している。
「クラスター」では、分散型電源を含めた新しい電力供給システムの構築を図るため、
次世代の技術プログラムの策定と既存のルールを打ち破る新しいシステムの構築を目指し
た国際協同プログラムを実施し、社会経済的な検討から貯蔵、マイクログリッド、規制･基
準、パワーエレクトロニクスに関する研究など、多角的･計画的に研究プログラムを推進し
ている。
フレームワークプログラムは第 6 次が既に実施されており、現在第 7 次の予算案が承認
されているところであり、予算の大幅な増額が図られている。
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１．１．２

エネルギー関連基本政策

（1）EU エネルギー白書、グリーンペーパー
EU のエネルギーに関する政策の背景として、1995 年に採択された「EU エネルギー
白書1（AN ENERGY POLICY FOR THE EUROPIAN UNION）」がある。白書では再生可能エネ
ルギーを将来の環境保護や電力確保の重要な手段の一つとして位置づけている。
1997 年 11 月の「再生可能エネルギー白書2（Energy for the Future：Renewable
Sources of Energy ‒ White Paper for a Community and Action Plan）では、EU の
再生可能エネルギー推進の方向性を示している。EU 加盟国における再生可能エネルギ
ーの開発利用を、2010 年までに総エネルギー使用の 12%に倍増することを決め、再生
可能エネルギー源別に目標値を定めて行動計画の詳細を呈示し、2010 年までに再生可
能エネルギーを 12%とするための支援策を加盟各国に求めている。
現在、EU におけるエネルギー政策の基本は 2000 年に欧州
委員会3が作成した「グリーンペーパー 〜欧州のエネルギー
安全保障政策に向けて（GREEN PAPER ‒Towards a European
strategy for the security of energy supply4）」が基本と
なっている5。
上記「グリーンペーパー」においては、2030 年時点におけ
る EU 域外からのエネルギー輸入依存度が 70%に達するとの予
想を背景として、下記 2 つの戦略目標を立てている。
・長期的エネルギー供給における自給率悪化の抑制
・地球温暖化防止に貢献するエネルギーの利用促進

図 1 Green Paper

また、目標達成のための政策として、
・エネルギーの需要面
交通運輸、住居/オフィス、電気製品の 3 つの分野における効率的なエネルギー
利用
・供給面
1

2

3

4

5

Commission of the european communities,“AN ENERGY POLICY FOR THE EUROPIAN UNION”,
COM（95）682final, Dec.1995
European Commission,“Energy for the Future: Renewable Sources of Energy ‒ White
Paper for a Community and Action Plan”, COM（97）599final, Nov.1997
EU の組織としては、欧州理事会（European Council）、欧州連合理事会（Council of the
European Union）、欧州議会（European Parliament）、欧州委員会（European Commission）
他があり、欧州委員会は 36 の部局（DGs）を有し主に行政執行機関としての役割を持つ。
European Commission,“GREEN PAPER ‒Towards a European strategy for the security of
energy supply”COM（2000）769 final, Nov 2000
本指令は 2005 年 12 月 31 日までに最終報告書が出される予定。必要に応じ、追加的指令
が提出される。なお、本グリーンペーパーの作成部局は運輸･エネルギー総局（Transport
and Energy DG）
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新エネルギー･再生可能エネルギーの生産拡大
を掲げておりこれを基本とした各種政策が実施されている。
（2）EU 指令等法制面での施策
EU が定める法制は「規則（Regulation）」
「指令（Directive）」
「決定（Decisions）」
の 3 種類があり、
「規則」は直接的に各国政府や民間に適用され、また「指令」では従
うべき最低線を定めて各国がこれに沿って国内法を制定または改正する。
「決定」は一
部の国や企業など対象を限定して適用する行政措置のようなものである6。他にも「勧
告（Recommendations）」や「意見（Opinions）」も発せられる7。
EU において決定されたエネルギー関連の法令としては、下記が挙げられる。
・電力指令（96/92/EC, 2003/54/EC）
また、分散型電源の導入促進に関わる指令については、下記が挙げられる。
・再生可能エネルギー発電指令（RES-E 指令, 77/2001/EC）
・CHP 指令 （COM（2002）415final）
・建築物指令（Directive 2002/91/EC）
各々の指令の概要について以降に記す。
（3）電力指令（96/92/EC）
｢域内電力市場の共通規則に関する EU 閣僚理事会指令」
（Directive 96/92/EC of the
European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules
for the internal market in electricity）
1996 年 12 月に採択された同指令は、単一の自由化された市場を目指し、以下をそ
の根拠としている。
・世界市場における欧州産業の競争力強化
・供給の多様性と柔軟性を可能にし、欧州全域にわたるエネルギー供給の保障を強化
・エネルギー消費者にクリーンなエネルギー源の選択肢を提供するなど環境負荷を低
減
これにより EU 加盟諸国は 2 年以内に国内市場を自由化するための法整備を義務づ
けられるとともに、年間電力消費量 40GWh 以上の最終需要家市場（EU 電力市場の約 25%）
が自由化され、さらに 2000 年には年間電力消費量 20GWｈ以上の最終需要家市場（同
約 29%）、2003 年には、年間電力消費量 9GWh 以上の最終需要家市場（同約 33%）が自
由化されることとなった。
また、送電部門の中立性について「会計分離」と「経営分離」を義務づけている。

6

7

日本政策投資銀行、“再生可能エネルギー（Renewable Energy）の導入促進に取り組む欧
州”、2004 年 3 月
駐日欧州委員会代表部、
“EU を知るための１2 章”、2004 年 6 月
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（4）改正 EU 電力指令（2003/54/EC）
「 域 内 電 力 市 場 の 共 通 ル ー ル に 関 す る 指 令 」（ Directive 2003/54/EC of the
European Parliament and of the Counsil of 26 June 2003 concerning common rules
for internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC）
2003 年 6 月に採択された同指令では、2004 年 7 月 1 日以降の家庭用以外の全部門
での市場開放、2007 年 7 月 1 日以降に家庭用を含む全部門の市場開放が規定された。
また、同指令と同時に EC ガス市場に関する指令 （Directive 2003/55/EC） を制
定し、両市場における競争力の強化、公正な競争、実効的な管理、ネットワークの構
築、より厚い消費者保護などについて規定した。
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１．１．3

分散型電源導入施策

（1）再生可能エネルギー発電指令（RES-E 指令, 77/2001/EC）8
EU における再生可能エネルギー導入促進は、再生可能エネルギー発電指令（RES-E
指令）が基本的方針として推進されている。概要を以下に示す。
（最近の欧州の電力需給状況）
最近の EU 域内における電力需給の動向は以下の通りである。
・電力需要は増加している。
・欧州連合はガス志向を強めている。
・石炭比率は 2015 年まで低下するとみられている。
・再生可能エネルギー生産量は増えているが、比率はまだ小さい。
（再生可能電力の目標）
このような状況の中で、地球環境問題への対応、エネルギー需給への対応等の観点
から、再生可能電力の導入促進を図ることを目的に、再生可能電力指令が発令され、
新エネ導入の目標が国別に明確に提示された。
・グリーン電力の比率を 2010 年までに、総電力消費量の 14%から 22%（総エネルギー需
要の 12%）に引き上げるための枠組みを確立する。
・22%は EU 全体の平均目標値であり、具体的には京都プロトコルに基づき、各国にアロ
ケートしている。他国からの輸入量も考慮された目標となっている。
・EU 委員会の RES 戦略
- 2010 年までに RES の比率を欧州エネルギー消費量の 12%にすることを目指す。
- 1997 年京都議定書の温室効果ガス排出削減についてさらなる遵守を目指す。
（導入手段）
・再生可能エネルギーを電源とする電力消費量を数値化した国別目標値の設定。
・国単位の支援計画と、必要なら、欧州全体の統一支援制度（harmonized support
system）の整備。
・権限に関する各国行政手続きの簡素化。
・再生可能エネルギー電力の送配電アクセスへの保証。
EC は本指令の実効性を高めるため、加盟各国の支援制度をモニタリング評価し、
2003 年 10 月までに報告し、さらに遅くとも 2005 年 12 月までに各国の制度の費用対
効果について報告書を発表することが記載されている。
2003 年時点での報告9では、数カ国で国別目標に達しない状況であることが、2004

8 European Community,“On the promotion of electricity produced from renewable energy
sources in the internal electricity market”, DIRECTIVE 2001/77/EC, Sep.2001
9 Commission of the european communities,“The share of renewable energy in the EU”,
COM（2004）366final, May 2004
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年 7 月の報告10によると、RES-E 指令の目標達成は、主に風力発電によってなされる見
込みであることが示唆されている。
（2）CHP 指令 （COM（2002）415final）
本指令は欧州委員会により 2002 年 6 月に了承された。
（指令のポイント）
EU としては、エネルギー効率 75%以上（年間平均）のものを対象とすべきと考え、
それ以下の効率のものは、コージェネとしての技術的理由付け（説明）が必要として
いる。
・CHP の定義（今後、推進すべき CHP の明確化→ガスボイラ+CC サイクル以上の効率が
基本的な考え方）
・CHP 導入目標の設定
・各国の支援スキームの統一化
・系統連系の規定の統一化
（目的）
・生産の多様化とエネルギー消費の低減化によりエネルギー安定供給を強化。
・燃料消費削減と CO2 排出削減により京都議定書の目標値達成に寄与するエネルギー
効率の向上。
・新規プレイヤーの市場参入につながるコジェネレーションにより電力市場の競争を
一層促進。
（直面する課題）
現在 CHP 施設の導入を阻んでいる障害として、以下の要因が考えられている。
・燃料価格が高い。特に天然ガス。
・グリッドに売却する電力価格が安い。
・グリッド接続コストが高い。
・配電系統の利用コストが高い。
・行政手続きが複雑で冗長。
・内部化されない外部コスト、市場の不確実性の増大。
（本指令の提案の基本理念）
・加盟国が自国の潜在力を分析することにより、より積極的な政策や国別目標の必要
性について評価が可能になる。
・市場で外部要因が内部化され、本プロポーザルに基づく市場の透明性が有害な歪み
を回避できるようになる時まで、各国の支援計画が必要となる。
・本プロポーザルは、新規投資のエネルギー効率について、ある程度野心的な構想を
10

European Commission,“ELECTRICITY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES Encouraging green
electricity in Europe”, July 2004

1-7

示す。
・本プロポーザルは電力グリッド･アクセスと電力売買について公平な条件を確立し、
コジェネレーションに対する厳しい障害を取り除く。
（CHP の定義（考え方））
現時点で明確な定義はなく、業界関係者と審議中。
（3）建築物指令（Directive 2002/91/EC）

11

欧州委員会が 2001 年 5 月に採択した指令案は、2002 年 11 月 25 日の交通･通信･
エネルギー担当閣僚理事会において採択された。
この指令において、EU は最終エネルギー需要の 40%以上を占めかつエネルギー需要
が増加しつつある住宅･商業部門建築物のエネルギーパーフォーマンスを向上させる
ことにより、環境の保全、エネルギー資源の効率的な利用、京都議定書の目標達成等
を目的としている。
この中で、各国が新築の床面積 1,000 ㎡以上の建築物について、建築前に次のよう
な代替技術に関する技術、環境、経済性に係るフィージビリティーの確認を行うこと
を要求している。
・再生可能エネルギーによる分散型のエネルギー供給システム
・熱電併給装置（一次燃料を機械、電気又は熱エネルギーに同時に転換する技術で、
一定のエネルギー効率の基準に適合するもの）
・地域又は街区での暖房･冷房（利用可能な場合）
・ヒートポンプ（低温の熱を空気、水、地中から抽出してその熱を建物に供給する設
備）（一定の条件下における場合）
（4）グリーン電力促進策
EU においては、各国でグリーン電力促進策がとられている。主な施策は次の 3 種類
に分類される 10。
・固定買取価格制度
グリーン電力発電者から発電される電力を固定価格で系統運用者に対して、買取
を義務付ける制度。新規に建設する発電所には長期間の固定価格が約束され、発電
事業者にとってのリスク低減の効果が高い。
・グリーン電力証書（TGCs）
グリーン電力から発電される電力に証書を発行し、電気事業者または大口需要家
に一定の使用義務を課す制度。電気事業者または大口需要家は自らグリーン電力を
発電するか、証書を購入する必要がある。
11

European Community,“On the energy performance of buildings”, DIRECTIVE
2002/91/EC, Dec.2002

1-8

・財政･金融制度
グリーン電力の事業者に対して減税をおこなう措置。
“環境税”や“炭素税”とい
った形をとることもある。融資時の利子低減措置も含まれる。
・補助金制度
特定の対象に対して国や自治体が補助金を交付する制度。
なお、EU（15 カ国）域内における各国の制度の状況を下記に示す。

図 2

EU における新エネルギー促進制度 10
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表 1

EU 域内の主な RPS 制度12

（5）系統接続時の費用負担
・EU 指令（DIRCTIVE 2001/77/EC）13における記載
2001 年の再生可能エネルギー発電指令（RES-E 指令）では次のような条文があり、
各国に対して再生可能エネルギーの系統連系時における系統強化に必要となる費用
負担について、定めるよう指令が出されている。
第7条
1.

電力系統システム

系統の信頼性、安全性を害しない限り、再生可能エネルギーからの送電線、
配電線による電力の輸送を系統運用者、配電運用者は妨げてはいけない。ま
た、再生可能エネルギーからの電力の輸送を優先すべき。系統が許す限り、
再生可能エネルギーの接続を優先すること。

2.

系統運用者、配電運用者は、再生可能エネルギーから発電される電力を、電
力系統に接続するために必要となるの接続コストや電力系統強化に必要な標
準的技術用件とコスト要件を公開すること。

3.

各国政府は、系統運用者、配電運用者に 2. 項に記したコスト負担を全て、
ないし部分的に要求してよい。

12

13

日本エネルギー経済研究所、”日本における再生可能エネルギー導入策の論点”, Jun
2003
EC,“DIRCTIVE 2001/77/EC O THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27
September 2001”, Oct.2001
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4.

系統運用者、配電運用者は必要コスト算定に関する資料を提供する必要があ
り、再生可能エネルギー事業者がその活動に参加したいと希望する場合には
参加させてもかまわない。

5.

各国は、系統運用者、配電運用者が再生可能エネルギーを接続するに必要な
コストをシェアする枠組みを系統運用者、配電運用者が明文化するように法
律を定めるか、リクワイアメントを出すこと。このコスト負担の枠組みは、
運用者サイドと発電サイドの系統接続による利益を理論的に説明できる、目
的の明確で、透明性、非差別的なものであること。

6.

人口希薄な地域（島嶼を含み）も含み、
（接続料金、送電料金等の）コストに
ついて、再生可能エネルギー電源の接続で差別を行ってはいけない。この算
定は、低圧からの接続も含めて、電源からネットワークまでのコストベネフ
ィット評価から算出されるように法律を定めるか、系統運用者、配電運用者
に、リクワイアメントを出すこと。

・DISPOWER 報告書
EU におけるクラスタープログラムの中の一つ、DISPOWER のワークパッケージの一
つ、｢WP3：社会経済的検討の報告中に分散型電源の系統連系時の費用負担｣について
報告しており14、系統接続時の費用として深い（deep）費用と浅い（shallow）費用
を課している国があることが記述されている。
“深い”費用と“浅い”費用については、下記のように定義されている15

P.21

。

―――――――――
連系料金
連系費用に関する交渉は、多くの場合、手間と時間のかかるプロセスになる。こ
れは 1 つには、費用計算方法の透明性が欠如しているためである。連系料金を、異
なる経済的根拠をもつ 2 つの主要なタイプに分類することができる。すなわち、
「浅
い」連系料金と「深い」連系料金である。
「浅い」連系料金は、最も近い連系点への線路増設、及びその線路を系統の他の
部分に接続するために必要な機器の費用のみを考慮するものである。連系点を越え
る系統への発電機の統合を促すために必要な調整、強化、改善のための料金は課さ
れない。そのような系統調整の費用は、系統使用料を通じて系統運用機関によって
回収され、従って、系統のすべての利用者の間で社会化される。系統は純粋な公共
財とみなされる。浅い連系料金は、比較的容易に標準化できる。例えば、オランダ

14

15

M.J.N. van Werven, et.al,.“DISPOWER The Changing Role of Energy Suppliers and
Distribution System Operators in the Deployment of Distributed Generation in
Liveralised Electricity Markets”, June 2005, ECN-C-05-048
M.A.Uyterlinde et al.,“DECENTRALISED GENERATION: DEVELOPMENT OF EU POLICY”,
Oct.2002

1-11

では、カット（系統への連系点）から発電所までの線路の費用は、メートル単位で
標準化されている 14。また、ドイツやデンマークでは、RES 開発者が負担するのは直
接連系費用のみであるが、必要な系統強化によって生じるすべての費用は DSO が負
担する。
「深い」連系料金は、例えば、英国で使用されているが、連系点を越えるすべて
の調整の費用を含めて、発電機の系統への統合のすべての費用を考慮に入れる。深
い連系料金の費用は通常、比較的高くなるというだけでなく、場所、発電容量、及
び運転モードによって大きく異なるため、はるかに不確実になる。従って、費用は、
新しい発電機毎に独立して評価されなければならない。どのような技術的調整が必
要でその費用はいくらになるかを評価するための方法論は、多くの場合不透明であ
る。深い連系料金の場合、費用は社会化されない。
―――――――――
上記の記述から、EU 域内の“浅い”系統連系費用を課している国の例として、オ
ランダ、ドイツ、デンマークの例が、
“深い”系統連系費用の例として、英国の例が
挙げられている。
なお、英国の系統連系費用については 2005 年 4 月から変更されている（英国の章
を参照）。
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研究開発プログラム

EU では現在フレームワークプログラム（以下 FP）と呼ばれるスキームに沿って各種研究
開発が推進されている。FP は欧州委員会により策定され、第 5 次（1998-2002）、第 6 次
（2002-2006）が既に実行されている。現在、第 7 次計画の予算案が提出され（2005/04/06）、
今後欧州議会、理事会での審議を経て最終的には 6 月に開催される EU 首脳会議で採択され
ることとなる16。
予算規模は第 5 次 FP で 14,960 百万ユーロ、第 6 次 FP で 17,883 百万ユーロであり、第 7
次 FP では 72,726 百万ユーロと大幅な増額が提案されている。
分散型電源に関係するプログラムについては、第 5 次 FP での成果を受けて第 6 次 FP に
発展し、第 7 次 FP にも引き継がれる予定である。
（EU のフレームワークプログラムの研究の背景）
欧州におけるエネルギー供給は、供給の安定の脆弱性と環境的欠陥があると考えられ
ており、欧州の目指す｢持続可能な社会｣を実現するには、エネルギー分野における安定
性の確保、気候変動の緩和、経済競争力の確保は重要な課題と位置づけられている。
その中で近い将来においては、分散型電源を含めた双方向的な電力供給が欠かせない
技術になると予想しており、その場合の電力系統の円滑な運用を保証するための、洗練
された管理･伝達技術や新しい配電モデルの確立、更に改良型の電力貯蔵技術、パワーエ
レクトロニクス、超伝導装置などの技術開発が必要になるとしている。また、個別の技
術開発にあわせ社会的、経済的要因に関係する基準や規制の整備、市場の開拓を行う必
要があるとしている。
以下に EU の考える分散型電源と電力系統を統合した新時代のビジョンの記述（EU 発
行パンフレット｢欧州における電力の新時代｣）を記す。17
【EU の考える分散型電源と電力系統を統合した新時代のビジョンの記述抜粋】
世界エネルギー会議は、2050 年までに、世界のエネルギーミックスは少なくとも 8 種類のエネルギー
源（石炭、石油、ガス、原子力、水力、バイオマス、風力および太陽光）で構成され、その内いずれも
単独では市場シェアの 30%以上には達しないと予想している。
電力は、地球規模のエネルギーと環境に関する要求事項に応えながら、この多様な供給ポートフォリ
オを可能にすることができる。国際エネルギー機関によれば、これまで以上に効率的でインテリジェン
トなプロセスが、産業、ビジネス、家庭および輸送の分野に導入されることから、今後数十年の間に、
OECD 加盟国のエネルギー市場全体に占める電力の割合は、1970 年の 24%から 2020 年の 40%まで増加する
と予測される。
電力は、今日の我々の社会において最も重要な戦略的インフラストラクチャーであり、その重要性は
今後ますます増大していくだろう。実際に利用する場所まで電力を確実に届けることの直接的な重要性
が、我々の社会の他の全ての主要な技術的インフラストラクチャーを有効にしているのである。電力は、
水素とともに、将来の有力なエネルギー形態であると考えられている。燃料電池技術を利用することで、
2 つの形態は効率的に交換可能となり、水素が電力の大規模貯蔵媒体となる可能性がある。
今日欧州では、大規模な電力産業の複雑な再編が開始され、市場の卸売と小売の両セクターで競争が
奨励されている。自由な単一電力市場の形成を促進するためには、加盟国の基幹送電網の一層効果的な
16
17

NEDO 海外レポート, No.953. 2005.4.6
European Commission“New ERA for electricity in Europe”,2003
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連系が必要である。
近い将来に関しては、まだ電力供給事業者は、規制下の配電系統を運用しているだろうが、より長期
的に見ると、発電、電力取引の仲介及び電力の販売、さらに新たな電力サービスは、統一された電力市
場の競争的な機能の 1 つになっているだろう。
これを実現させるためには、従来の送電系統および配電系統を、双方向的な統一電力供給網に変換さ
せる必要がある。大規模な技術上および規制上の変化が、この新しい電力サービスのパラダイムの基盤
となるだろう。そしてそのパラダイム自体が、電力分野における欧州の多大な研究努力の主たる原動力
となっている。配電時の地理的な制約がなくなれば、競争が激しくなり、品質、信頼性、安定性、及び
安全性の強化につながるだろう。
分散型電源（DG）は、この新しい概念で重要な役割を果たすだろう。分散型電源は、利用者に近い場
所で小規模な電力を供給する多くの再生可能技術などを含む広範囲な技術を網羅している。きわめて効
率の高い熱電併給（CHP）プラントやバックアップ、及びピーク負荷系統は、ますます大きな容量を提供
するようになってきた。これらの技術は、再生可能エネルギーとともに、新たな市場機会をもたらし、
産業競争力を強める。DG が大きな割合を占める将来の再生可能エネルギーの発展への道筋を整えるため、
再生可能エネルギーと燃料電池などの他の分散型エネルギー源の大規模な統合を可能にする欧州電力系
統を整備することが明らかに重要である。
DG の最大の潜在的市場は、送電系統から供給される電力にとって代わることで生まれる。電力を利用
する現場で発電すれば、送配電時の損失と電力コスト全体の大部分を占める（30%以上）送配電コストを
最小化することができる。
より大量でしかも高品質の電力に対する需要が高まるにつれ、DG は、家庭用、業務用の、確実で経済
効率の高い割り増し料金の電力に代わる代替電力を提供することができる。
家庭あるいは近隣で停電が発生した時、DG は短期間で電力を回復させ、顧客に、供給の継続と安定を
保証することができる。最近経験したいくつかの停電事象後には、利便性、安全性、及び心の平安が潜
在的に重要な要因である。
さらに DG は、CHP ユニットの運転を通じて、相当量の熱負荷を持つ顧客や、例えば埋立地ガスやその
土地のバイオ燃料などの低価格燃料を利用できる顧客、さらに再生可能エネルギーで運転するユニット
を利用できるような恵まれた気候条件に居住する顧客に利益をもたらすシステムである。

昨日

明日

中央型発電所

分散型/完全に統合された電力網管理による現場
での発電

太陽光発電
プラント

送電網

貯蔵

貯蔵
潮流
管理

家庭
配電網

工場

貯蔵
電力品質
管理装置
地元の CHP プラント

風力発電
プラント

商業ビル

図 3

貯蔵

自家用 CHP を持つ家庭

EU の考える電力系統の変化を示す概念図

また DG は、市場原理を通じて価格を調整し、供給競争を刺激する可能性もある。DG 運用者は、燃料
料金や電力料金を反映する価格誘因に反応することができる。自由な市場環境では、DG 運用者は電力系
統から電力を購入する、あるいは電力系統へ電力を販売することができる。つまり、ピーク需要時のみ
電力をエクスポートし、オフピーク時の料金で電力を購入することができる。このように DG は予測が非
常に難しい電力料金に対する物理的な「ヘッジ」の役割を果たすことができる。
自由化された市場では、IPP はバックアップ電力、電圧または無効電力サポート、周波数反応型スピ
ニングリザーブ、再起動能力およびその他のアンシラリーサービスについて、他の発電事業者や市場参
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加者と契約することが可能である。
また DG は以下の事項により系統運用者に付加価値を提供する。
・送電系統および配電系統の改良の繰り延べ。
・配電系統の損失の低減。
・ネットワーク支援またはアンシラリーサービスの提供。
DG は、大部分が RES の利用に基づいており、排出ガスが非常に少量であることが特徴である。それに
加えて、DG の運転は損失の低減に寄与しうるので、省エネにも一層貢献することができる。

（1）第 5 次フレームワークプログラム（1998-2002）
第 5 次 FP において、分散型電源に関わる研究領域は「クラスター：Cluster
“Integration of Renewable Energies + Distributed Generation18」と呼ばれ、現
在も研究が進められている。
（目的）
分散エネルギーの EU 域内、地域レベルのネットワークとの統合による安定供給、及
び信頼性の確保を目的とした研究開発を実施。
（国際連携）
本プログラムでは、分散型電源を含めた新しい電力供給システムの構築を図るため、
次世代の技術プログラムの策定と既存のルールを打ち破る新しいシステムの構築を目
指した国際協同プログラムである。
（予算と概要）
総予算は 3.4 億ユーロ（約 440 億円）であり、EU は 1.9 億ユーロ（約 250 億円）の
補助金を提供している。概要は以下。
・分散電源システムの統合（系統連系等）のための国際基準の検討
・安定供給、電力品質の観点からの分散電源の系統連系の課題に関する国際協同研究
・分散電源の資源、及び環境の観点からの評価
・マイクログリッド、パワーパークの国際協同研究

図 4

18

クラスタープログラムの構成

http://www.clusterintegration.org/
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表 2
①DISPOWER
（2002.1〜2005.12）
②MICROGRID

クラスタープログラムの内容19
再生可能エネルギー等を活用した分散型電源に関する
研究開発
マイクログリッドに関する研究開発

（2003.1〜2005.12）
③CRISP
（2002.10〜2005.9）

分散型電源や再生可能エネルギーを大量導入した場合
の電力系統のモニタリング、管理、制御のための IT を
活用した先進インテリジェント技術に関する研究開発

④INVESTIRE
（2001.5〜2003.10）
⑤ENIRDGnet （DGnet）
（2001.12〜2004.11）
⑥SUSTELNET
（2002.1〜2004.6）
⑦DG FACTS
（2003.1〜2005.12）

不安定な再生可能エネルギーのための電力貯蔵技術の
評価
再生可能エネルギーおよび分散型電源の欧州電力系統
への統合に関する研究開発
分散電源の電力系統への統合および持続可能ネットワ
ークのための政策･規制面でのロードマップの策定
パワーエレクトロニクスを応用した分散型電源ネット
ワークの品質の向上に関する研究開発

注）上記 7 プロジェクトは全て FP5 の EESD（エネルギー、環境および持続的開発）の下に位置付け
られている。

各プロジェクトの概要を以下に記す。
① DISPOWER プロジェクト
このプロジェクトは、地域的、局所的および単独系統における新しい DG による電
力供給構造の整備を目指している。現在、このプロジェクトでは、配電網への DG の
組み込みに関する技術的問題に対する最善の解決策、研究施設と現場での最善の解
決策の実証、さらにそれがもたらす影響の評価などを考察している。研究課題には、
系統の安定性と管理、電力品質と安全性、社会経済的問題、計画立案、取引と運用
上のツール、情報、通信および電力取引、さらに試験施設の準備などが含まれる。

19

経済産業省,“欧米のエネルギー技術開発政策について”, 総合資源エネルギー調査会
需給部会第 2 回会合, Dec.2003
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Dispower プロジェクトにおける統合制御のイメージ図

CRISP プロジェクト
DG と RES の浸透率が高い電力網の経済的できめ細かく確実な監視、管理、及び制

御のために、改良型のインテリジェント ICT 技術（Intelligent Information and
Communication Technologies）を開発するプロジェクトである。CRISP は ICT 戦略
とシナリオを開発し、電子商取引市場と DG 浸透率の高い電力網におけるインテリジ
ェント ICT の戦略的利用に関する実践的勧告を提案するために試験される電力利用
法のインテリジェント媒体用のソフトウェアツールと構造を構築する。

局所的
CRISP ‐ノード

中央のCRISP ‐ノード

低温貯蔵

風力発電パーク
データ通信
ネットワーク
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ECN試験施設

非常用発電機
図6

図 6

CRISP プロジェクトによる需給調整のイメージ図

CRISP プロジェクトによる需給調整のイメージ図
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③

MICROGRID プロジェクト
MICROGRIDS プロジェクトは、小規模発電の低圧系統への大規模な統合を扱ってい

る。マイクログリッドは、貯蔵システム（フライホイール、エネルギーコンデンサ、
電池など）を伴う分散型電源（マイクロタービン、燃料電池、PV など）と、制御可
能な負荷を伴う LV 分散型システムで構成され、電力網の運用全般に対し多大な制御
能力を発揮すると考えられている。
この種のシステムは、系統への相互接続によって運用されるが、外部故障発生時
には、供給の信頼性を高めるため単独運転される。電力網でマイクログリッド式の
電源を運転すると、特に単独運転下では、LV 系統の機能が複雑化する。しかし、同
時に、マイクログリッドの運転が効率的に管理、調整されれば、全体的な系統性能
に明白な利益をもたらす可能性がある。顧客の観点から見ると、マイクログリッド
は熱的および電気的なニーズの両者を供給する。それに加えて、マイクログリッド
は局所的な信頼性を高め、排出量を削減するとともに、電圧を維持し、電圧下降を
低減するので電力品質を向上させる。また、エネルギー供給コストを削減する可能
性も持っていると考えられている。
PV
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図 7
④

MiCROGRIDS プロジェクトによるマイクログリッドのイメージ図

ENIRDGnet20 （2001.12-2004.11）

（目的）
DG の概念普及、連系の障害除去、欧州の統一的系統連系基準作成、R&D も含ん
だ非常に幅広いプログラムである。

20

http://www.dgnet.org/ENIRDGnet/index.jsp
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・ 分散型発電 ＋ 再生可能エネルギー連携概念の提唱
・ ヨーロッパにおけるそれらの利用の発展をコミット
（概要）
・ 従来の集中型発電所との比較において、関係者に対し、RES+ DG 新技術の効
率化および持続性の向上を認識させる
・ 技術面、ビジネス慣習上、規制、及びコストに関連する相互接続性において、
送電網に対する障害を取り除く
・ 品質及び安全上のリスクを負うことなく RES+DG から継続的な電力を受け入れ
る新規電力網
（実施内容）
①ネットワーク管理、普及および開発
②分散型電源の概念確立と機会付与
③研究開発戦略作成
④標準化と試験、手続き手順の確立
※期待される効果の一つとして European interconnection requirements draft
for DG を上げている。
⑤社会経済的研究：商用慣習および取引条件
⑥コミュニケーション、情報、e-trading
⑦制度上の政策、規制のフレームワークおよび今後の研究開発ニーズ
⑤

SUSTELNET21 （2002.1-2004.6）

（目的）
集中型、及び非集中型発電及びネットワーク開発に対する平等な競争条件と、
EU 電力市場の自由化の枠組みの中で、さまざまな再生可能エネルギー源間の連系
をもたらす電力市場及びネットワーク構造へ移行するための政策および規定に関
する検討。
（実施内容）
解析（EU の電力システム、政策･規制、DG 統合の技術面）を実施し、政策規制
面の検討を経てロードマップを作成した。
⑥

DGFACTS（2003.1〜2005.12）
技術動向調査報告書に記載

21

http://www.sustelnet.net/
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（2）第 6 次フレームワークプログラム22 （2002-2006）
第 6 次フレームワークプログラムでは、「持続可能な開発と地球気候変動問題及び
エコシステム」の中で「持続可能なエネルギーシステム（Sustainable energy systems）」
を上げ、短期目標として、エネルギー効率の改善と再生可能エネルギーの基幹エネル
ギーシステムへの統合によるエネルギー需要パターン、及び消費の改善を長期目標と
して、水素利用及び燃料電池の開発による新エネルギー輸送･利用システムの確立を掲
げている。
持続可能なエネルギーシステムの研究分野としては、再生可能エネルギー、燃料電
池･水素、クリーン化石エネルギー、エネルギー貯蔵･分散などがあり、エネルギー貯
蔵･分散分野で再生可能エネルギーと分散型電源の統合を掲げている。
（基本目標）
①健康に関するゲノミックスとバイオテクノロジー
②情報社会技術
③ナノテクノロジー、インテリジェント素材、新生産プロセス
④航空宇宙学
⑤食品の安全性と健康リスク
⑥持続可能な開発と地球気候変動問題及びエコシステム
⑦欧州の知的社会構造の構築
⑧EU の将来の科学技術ニーズの発掘
この中で、エネルギー分野の R&D 及び導入促進プログラムを示したものは⑥の「持
続可能な開発と地球気候変動問題及びエコシステム」であり、その内容は以下の通り
である。
（短期目標）
エネルギー効率の改善と再生可能エネルギーの基幹エネルギーシステムへの統合
によるエネルギー需要パターン、及び消費の改善
①再生可能エネルギーのエネルギーシステムへの統合
（含貯蔵技術、分散型電源）
②省エネ、効率化
1）2010 年までに 18%の需要削減
Eco-building 等
2）”Polygeneration”
・CHP による generation 9% → 18%（2010）

22

European Communities,“concerning the sixth framework programme of the European
Community for research, technological development and demonstration activities,
contributing to the creation of the European Research Area and to innovation （2002
to 2006）”, DECISION No. 1513/2002/EC, Jun 2002
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・電力温冷熱供給技術
③運輸部門の代替燃料
・ディーゼル･ガソリンの輸送用燃料 → 代替燃料 20%（2020）
・バイオ fuel
・天然ガス
・水素燃料
（長期目標）
水素利用及び燃料電池の開発による新エネルギー輸送･利用システムの確立
①燃料電池−長期目標

50 euro/kW−自動車
300 euro/kW−定置型

②新しいエネルギーの輸送貯蔵技術（水素）
電力への利用のための新しい貯蔵･輸送コンセプトの確立
③新エネルギー利用技術
1）太陽光発電−大規模容量（MW 級）PV system
2）バイオマス−燃焼技術、ガス化技術、H2 合成技術
④CO2 の捕獲、吸収、隔離
1）コスト低減
30 ユーロ/CO2t（中期）
2）吸収効率の向上
90%捕獲
分散型電源（Distributed Energy Resources）に関する戦略は次の 3 つに集約され
る

23

ⅰ）ヨーロッパ圏内への分散型電源（DER）の大規模導入への新しいアプローチ
ⅱ）蓄電技術とシステムの電力系統統合技術
ⅲ）実行可能とする技術の開発
これらを踏まえ、第 6 次 FP では次の 4 つのプロジェクトが選定された。
①EU-DEEP：後述
②ALISTORE：ナノテクノロジーを用いた蓄電技術
③SUPER3C：超被覆電線
④IRED：後述
これらのうち、配電系統に関係してくるプロジェクトは①と④であり、以下その概
要を記す。

23

European Commission,“European distributed energy resources projects”, 2004
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第 6 次フレームワークプログラムのテーマ分野

①健康に関するゲノミックスとバイオテクノロジー
②情報社会技術
③ナノテクノロジー、インテリジェント素材、新生産プロセス
④航空宇宙学

①持続可能なエネルギーシステム（Sustainable energy systems）

⑤食料の品質と安全性

[短期目標]
エネルギー効率の改善と再生可能エネルギーの基幹エネルギー

⑥持続可能な開発と地球気候変動問題及びエコシステム
⑦欧州の知的社会構造の構築

システムへの統合によるエネルギー需要パターン、及び消費の改善

⑧EU の将来の科学技術ニーズの発掘

[長期目標]
水素利用、及び燃料電池の開発による新エネルギー輸送･利用シ
ステムの確立
②持続可能な地表面交通（Sustainable surface transport）
③地球気候変動とエコシステム（Global change and ecosystems）
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持続可能なエネルギーシステム（Sustainable energy systems）の研究分野

核分裂、放射線防護研究

核融合研究

再生可能エネルギー
持続可能なエネルギーシステム
（Sustainable energy systems）

非原子力エネルギー研究

エネルギー研究

燃料電池･水素
クリーン化石エネルギー

エネルギー貯蔵･分散

[目的]
①温室効果ガスと汚染物質の削減

省エネルギー

②エネルギー安定供給
③再生可能エネルギーの利用拡大

横断的領域

④欧州産業の競争力増大
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エネルギー貯蔵･分散型電源の研究分野

[エネルギー貯蔵技術]
renewable energy sources （RES）を主体とした分散型電源導入促進のキー技術との位置づけ
Reversible FC、スーパーキャパシタ、SMES、フライホイール、相変化物質などの熱貯蔵、圧縮
ガス貯蔵など

エネルギー貯蔵･流通

[流通システム]
送電、配電、天然ガスその他燃料輸送、冷暖房システムなど
[再生可能エネルギーと分散型電源の統合]
FP5 に引き続き以下の研究開発を実施する方針（規制、基準の見直し、DSM も重視）
ハイブリッドや異なった RES の組み合わせ技術、先進バッテリー･水素利用などピークカット用
貯蔵技術、統合熱計画や地域熱供給、RES 冷暖房貯蔵･管理システムなど

1-24

・EU-DEEP

24

FP6 の 枠 内 で 、 EU-DEEP （ The birth of a EUropean Distributed EnErgy
Partnersip）というプログラムがスタートした。2003 年 12 月に参加者が調印し、
2004 年 1 月からスタートしている。EU 域内の大手電力 8 社が主な提案者である。
コーディネータは Gaz de France である。

図 8

EU-DEEP の参加者25

分散型電源を大量導入する際に障壁となる技術的、非技術的要因を排除するこ
とが目的である。以下の手順（Work Package）でプロジェクトを実施している26。
①需要のモデル化
8 電力会社の顧客データを基に 8000 万件の顧客データを DB 化する。それを
もとに市場の細分化･解析を実施し、オンサイトでのデータ測定も行う。また、
これらのデータから需要構造のモデル化も行う。
②電力系統と市場の統合
③地域トレーディング戦略
地域トレーディング戦略とディマンド･レスポンスについて検討する。顧客の
負荷パターンを推定しコミュニケーションツールなどを使用し、電力を必要な
場所に必要なだけ供給する地域トレーディングシステム構築などを検討。
④技術の研究開発
24

http://www.eu-deep.com/

25

http://www.symple.tm.fr/EUDEEPCONSORTIUM.htm

26

http://www.powerqualitylab.ece.ufl.edu/proposal/EU-DEEPdocproposal.pdf
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⑤開発された技術の実用化
⑥トレーニング
①〜⑤で開発された技術やシステムを訓練する。
⑦普及･促進
①〜⑤で開発された技術やシステムを普及･促進する。
⑧European Competence Group の創造
8 電力会社が中心となり、本プロジェクトで蓄積された知識･ノウハウ･技術
を保有するグループを創造する。分散型電源導入における先進的な知識集団で
ある。
⑨プロジェクト管理

図 9

EU-DEEP による分散型電源の増加
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・IRED27

現在実施中の FP5 のクラスタープログラムを効果的に発展させることを目的と
した FP6 におけるプログラムが、IRED（Integration of Renewable Energy Sources
and Distributed Generation into the European Electricity Grid）である。
新たなコンセプトがあるというよりは、現存する 7 プロジェクトを発展させる
方策を検討するといった位置づけ。
研究情報のネットワークを拡充する、基準･テスト法･トレーニング法の欧州共
通化を図るなど。コーディネータは ISET（独）
。
（実施内容）
Workpackage 1:

電力品質及び供給信頼性

Workpackage 2:

ICT（情報通信技術）/IST relevant for DER

Workpackage 3:

Laboratory-cooperations

Workpackage 4:

Coordination of Pilotinstallation activities

Workpackage 5:

社会経済的課題

Workpackage 6:

国際協力

Workpackage 7:

Co-ordination with Regional Research Programmes
on DER

Workpackage 8:

インターネットベースの情報マネジメントシステム

Workpackage 9:

プロジェクトマネジメント

Workpackage 10:

Organisation
Experts

Contractor

meetings,

Workshops,

（FP5、FP6 による研究で得られた成果）
現在 FP5、FP6 の評価は実施中であるが、これまで FP5、FP6 により実施してきた研
究開発で得られた主な成果（教訓）は、以下のとおりと考え、その解決に向け今後も
FP7 により進めていかれるものと考えられる。
・主な技術的問題点は、信頼性、アクセシビリティ、柔軟性だが、まだ非技術的問題
が多数あり、それらを排除しなければならない。
・リアルタイムの情報がきわめて重要である。スマート型電力系統に関して考えうる
コンセプトで重複するものはほとんどないが、最終的解決策はまだ不明である。よ
り良い管理、通信、容量に関する解決策の検証を通じて学んでいく必要がある。
・送電網への影響をさらに詳しく検討すべきである。
・技術基盤を背景とした、関係者との研究の一層の協力と協調が必要である。

27

http://www.ired-cluster.org/
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（3）第 7 次フレームワークプログラム28（予算案）（2007-2013）
平成 17 年 4 月 6 日、欧州委員会は新たなフレームワークプログラムの提案を採択
した。この提案は「知識が欧州の最大資源である」という認識の基に、欧州における
成長と競争力を増強する新たな推進力を提供するものである29。
欧州委員会が EU の第 7 次フレームワークプログラム（FP7：2007-2013）として提
案している内容は意欲的なものであり、特に、FP7 の予算額を FP6（2002-2006）に比
べて倍増することを提案している。欧州委員会の提案では FP7 は 4 つのプログラム
（Cooperation, Ideas, People, capacities）で構成される模様。
そのうち、”Cooperation”には下記 9 つのテーマが記載されている。
1. 健康
2. 食料･農業･バイオ技術
3. 情報通信技術
4. ナノ科学･ナノ技術･材料･新生産技術
5. エネルギー
6. 環境（気候変動を含む）
7. 運輸（航空を含む）
8. 社会経済科学･人文科学
9. 安全保障･宇宙
分散型電源に関連してくるテーマは 5．であり、以下の記載がある。
（目的）
現状の化石燃料を中心としたエネルギー体系を、エネルギー効率の向上と調和した
エネルギー源･エネルギー担体の多様なポートフォリオを主体としたものに転換する
ことにより、供給保障と気候変動という喫緊の課題に取り組むとともに、欧州のエネ
ルギー産業の競争力を高める。
（論拠）
現状のエネルギー体系は大きな課題に直面している。（今後 30 年間に 60%増加する
と予測されている）世界のエネルギー需要における憂慮すべき傾向、温室効果ガスの
排出を大幅に抑制して気候変動による破滅的な影響を緩和する必要性、（とりわけ石
油への依存度の高い運輸部門に）悪影響を及ぼす石油価格の変動、供給国地域におけ
る地政学上の不安定性を鑑みるに、適切かつ時宜に適った問題解決が緊急に必要とさ
れていることは明らかである。2000 年のエネルギー供給保障青書〔グリーンペーパー〕

28

29

COMMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES,“concerning the seventh framework programme
of the European Community for research, technological development and demonstration
activities（2007 to 2013）”, COM（2005）119final, Apr.2005
EU,“EU research ‒ Building Knowledge Europe: The EUʼs new Research Framework
Programme 2007-2013”, MEMO/05/114, Apr.2005
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に明記された EU による京都議定書の目標の達成･突破とエネルギー政策の遂行とを可
能とする最良の環境性と費用効果を有した技術と対策を用意するには、研究と実証を
進めることが必要である。
欧州はこれまで、多くのエネルギー技術において世界的な指導力を発揮してきた。
バイオエネルギーや風力といった最新の再生可能エネルギー技術では先駆者となっ
ている。EU はさらに、発電技術･電力供給技術において世界的な競争者であるととも
に、炭素捕獲･隔離の分野において優れた研究能力を有してもいる。しかし、こうし
た立場は、（とりわけ米国、日本との）競争による厳しい脅威の下に置かれている。
エネルギー体系を抜本的に転換するには、研究･開発･実証･普及に要する投資が何
れも民間企業では不可能なほどリスクが高く収益性も不確実な新しい技術が必要と
される。従って、同様の技術に重点的かつ一貫した投資を行なっている経済諸国に対
抗するには、民間投資を結集させるための主要な役割を公的支援が担うとともに、欧
州の取組みと諸資源を緊密かつ更に効果的な形で連携させなければならない。欧州の
技術基盤はこの点に関して、必要な研究活動を協調的に結集させる上で重要な役割を
担っている。目的達成のための諸活動は以下に設定する通りである。これらには、国
際的な気候変動対策の構築において、欧州のエネルギー政策が担う役割やエネルギー
の供給･価格の不安定化や混乱などに関連して表面化しつつある新たな政策ニーズへ
の支援も念頭に置いた、エネルギー政策立案上の知識に関する具体的な活動も含まれ
ている。
（活動）
● 水素･燃料電池
競争力を有する EU の燃料電池･水素産業に対して、固定･携帯･輸送用途に係わる強
力な技術基盤を提供するための総合的な措置を講じる。水素･燃料電池欧州技術基盤
（Hydrogen and Fuel Cells European Technology Platform）が総合的な研究･普及
戦略の提案を通じてこれを支援。
● 再生可能エネルギー発電
変換効率全体を向上させる技術、地域固有の再生可能エネルギー源による発電の費
用低減、異なる地域条件に適応した技術の開発と実証。
● 再生可能燃料生産
統合変換技術：再生可能エネルギー源から生産される固体･液体･（水素を含む）気
体の燃料を開発するとともに、それらの単価を低減し、運輸向け液体バイオ燃料を始
めとするカーボンニュートラル燃料の費用効果の高い形での生産･利用を目指す。
● 冷暖房向け再生可能エネルギー
再生可能エネルギー源による冷暖房の効率向上と費用低減に資するとともに、異な
る地域条件下での利用が保証される技術を開発。

1-29

● 無排出発電所向け CO2 捕獲･貯蔵技術
化石燃料による環境影響を大幅に軽減し、CO2 捕獲･貯蔵技術を主体とするほぼ無
排出の高効率発電所の実現を目指す。
● クリーンコール技術
クリーンコール変換技術の開発･実証を通じてプラントの効率、信頼性、費用を大
幅に改善。
● 高機能（スマート）エネルギー網
欧州域内における電力･ガス供給網の効率、安全性、信頼性を、例えば、現電力網
の双方向（需要家/運用者）サービス網への転換によって向上させるとともに、分散･
再生可能エネルギー源の普及拡大と効果的な統合の妨げとなる障害を除去。
● エネルギーの効率化･節約
建物、サービス、産業に係わるエネルギーの効率と節約度を改善する新たな概念と
技術を開発。この中には、エネルギー効率化に向けた戦略と技術の統合、新エネルギ
ー技術･再生可能エネルギー技術･エネルギー需要管理の活用が含まれる。
● エネルギー政策立案上の知識
エネルギー技術に関係する経済的･社会的問題の評価と、中長期的な視野に立った
定量的な目標とシナリオの設定を行なうためのツール、方法、モデルを開発。
具体的な研究テーマについては未定である。
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１．１．５

分散型電源導入状況

（1）導入目標
・再生可能電力指令（Renewable Directive）（指令 2001/77）
・グリーン電力の比率を 2010 年までに総電力消費量の 14%から 22%（総エネルギー需
要の 12%）に引き上げるための枠組みを確立する。
・22%は EU 全体の平均目標値であり、具体的には京都プロトコルに基づき、各国にア
ロケートしている。他国からの輸入量も考慮された目標となっている。
・EU 委員会の RES 戦略
- 2010 年までに RES の比率を欧州エネルギー消費量の 12%にすることを目指す。
- 1997 年京都議定書の温室効果ガス排出削減についてさらなる遵守を目指す。
・CHP 指令
EU としては、エネルギー効率 75%以上（年間平均）のものを対象とすべきと考え、
それ以下の効率のものは、コジェネとしての技術的理由付け（説明）が必要としてい
る。
（2）普及状況
欧州においては、既に、ドイツ等の一部の国において小規模のコージェネレーション
が家庭に導入されているものの、その規模は産業用等に比較し、少ないのが現状である。
しかしながら、2005 年前後から、以下の理由により、その導入規模が急激に伸びるもの
と予想されている。
・電力分野での規制緩和が一層進展し、コージェネレーション等の分散電源の電力系統
へのアクセスが容易になる。
・原子力発電の停滞により、コージェネレーション等の分散電源が省エネ、CO2 削減対
策に不可欠であるとの認識が EU はじめ各国の政策レベルに浸透してきており、コージ
ェネレーション等の分散電源の普及促進政策さらには技術開発策が積極的に打ち出し
始められてきた。
・燃料電池、スターリングエンジン等の新技術が大規模に市場に投入される可能性があ
る。
・ガスのパイプライン、さらには地域レベルでのガス供給の基盤整備が一層進み、ビル、
住宅等がこれらのガス供給ネットワークに容易にアクセスできる。
コージェネレーションによる発電比率は、欧州内でみるとデンマーク、オランダ、フ
ィンランドが突出しており、以下オーストリア、ドイツの順に比率が高い。
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図 11 EU におけるコージェネレーションの発電容量（現状と将来見通し）
〔出典〕Cogen Europe
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１．２

英国

１．２．１

概要

英国における分散型電源に関する施策の背景としては、ブレア首相の諮問文書「エネル
ギーレビュー（2002）」を踏まえて作成された「エネルギー白書（2003）」が基本となって
いる。
「エネルギー白書」においては、英国の産業競争力を確保しつつ、温室効果ガスの削減、
エネルギーの安定供給を行うことを目的として様々な分野での戦略が立てられている。
分散型電源の導入促進策としては、従来の非化石燃料取引義務（NFFO）に変わって 2002
年に導入された ROC 制度が実施されている。
ROC 制度は日本でいう RPS 制度に相当する制度であり、一定量の再生可能エネルギー導入
を電力小売供給事業者に義務付けるものであり、義務達成量に比例して報酬を受け取れる
という特徴がある。
他にも気候変動税の減免などの措置が採られている。
また、2005 年 4 月からは配電系統への分散型電源の導入障壁を取り除くものとしての IFI、
RPZ、 系統連系インセンティブなどの制度が実施されている。
エネルギー、特に分散型電源に関する研究開発プログラムとしては分散型電源コーディ
ネーショングループ（DGCG）が結成され、分散型電源の接続と普及を妨げている障壁の除
去という観点で様々な活動が体系的に行われている。
また、エネルギー関連としては再生可能エネルギー支援プログラムを実施している。
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１．２．２

エネルギー関連基本政策

（1）エネルギーレビュー（PIU 報告書）30（2002 年 2 月）
・背景と位置づけ
長期的なエネルギー戦略策定の必要性が背景にあ
る。
多数の国、国際機関において、エネルギーに対す
る自国のアプローチを見直すべき時期に差し掛かっ
ているとの認識が醸成され、米国、EU は 2001 年に報
告書を出版しており、オーストラリア政府の委員会
は、国内エネルギー市場の戦略上の問題を特定する
ためのレビューを開始した。従って、英国も長期的
な視点からの取り組みがなされてきたか、変化しつ
つある諸目的のバランスは取られているかについて
点検する必要に迫られている。
ただし、これはあくまでも諮問文書であり、政府
の政策発表ではないことに留意する必要がある。

図 12 エネルギーレビュー

・主要目的

30

2001 年 7 月、トニー･ブレア首相は Performance and Innovation Unit（PIU）に対
して、英国エネルギー政策に関する戦略上の問題をレビューするよう指示した。
本レビューには以下の 3 つの主要目的があった。
①グローバル政策イニシアチブへの英国の貢献を含む、2050年に向けたエネルギー
政策を設定すること。
②エネルギー政策の基本フレームワークを策定
③これらの目的を達成するためのビジョンと戦略を策定し、短、中、長期それぞれ
の実行ステップを見極めること。
・策定手順
本レビューは 5 つの段階からなっている。
①議論を模擬する電子掲示板をPIUのWeb上で提供する。
②関心のある団体からの証言を得る。400程度の提案が寄せられ、その多くはPIUの
Web上で公開された。
③エネルギー産業界内での検討を経て、2020年、2050年のあり得るエネルギー･シス
テムのシナリオを創造する。以上3つの情報源によって、短、中、長期それぞれ
のエネルギー政策に関する重要問題が明らかとなる。
④異なる政策の選択をいかに行うか、競合する目的の調停を如何に行うかについて

30

Performance and Innovation Unit Cabinet Office,“The Energy Review”, Feb.2002
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の政府のフレームワークを形成する。
⑤中長期の基本的政策決定を明らかにする一方で、政府の重要な短期的行動を提示
する。
本レビューを実行する中で、PIU チームは政府内外の代表者、及び関係者、支援省
庁、及び助言グループのまとめ役である DTI からなるレビュー助言グループの専門性
の助力を受けた。助言グループのインプット及び支援は本レビューにおいて重大な部
分を占めている。しかしながら、助言グループの役割はあくまでも助言であり、本レ
ビューは必ずしも全グループメンバーの見解を代表するものではない。
他の PIU プロジェクトとの調和を図るため、本レビューチームは、広範囲にわたる
外部関係者との議論を含む、公開の諮問的アプローチを採用した。数回のワークショ
ップがイングランド、スコットランド、ウェールズで開催され、本レビューチームの
会議への参加は数回に及び、また何回もの双方向の打ち合わせを行った。
「エネルギー･レビュー」公表を受けて、2002 年 5〜9 月に関係者への諮問（パブリ
ック･コンサルテーション）、
「エネルギー政策−エネルギー白書のための諮問に関する
重要問題」を実施し、財界、他省庁、議会、NGO 及び非政府系公共団体、規制局、労
働組合から回答を受けている。
この段階を経て次節で記載するエネルギー白書が作成された。
・重点 R&D テーマ
①二酸化炭素固定化
②省エネルギー
③水素生産･貯蔵
④原子力発電（放射性廃棄物）
⑤太陽光発電
⑥波力･潮力発電

1-36

（2）エネルギー白書（2003 年 2 月）31
・基本目標
DTI（貿易産業省）のエネルギー白書（2003.2）によると、英国のエネルギー政策
の基本目標は以下の通りである。
a）温室効果ガスを 2050 年までに約 60%の削減を果たす。2020 年までに現実的な
成果を上げることも目標として、本格的な体制を確立
b）安定したエネルギー供給体制を確立
c）エネルギーインフラの再構築
d）貧困層へのエネルギー供給の確保

・背景
これら 4 つの目標全てを達成するには、エネルギー効率を
高めることが、最も経済的かつ安全な方法で、二酸化炭素排
出量の削減には、再生可能なエネルギーも重要な役割を果た
すが、同時に、よりクリーンな技術、製品、およびプロセス
を開発できれば、エネルギー供給の安定性を高め、英国の産
業の競争力も強めることができるとしている。
・英国が直面する課題
エネルギー白書では、英国が直面するエネルギー面での課
題を以下の 3 つとしている。
図 13 エネルギー白書

【課題 1：地球温暖化】
英国は世界の先進国が 2050 年までに、温室効果ガス排

31

出量を 60%削減することを強く提言し、英国自身も 2050 年までに、現在の二酸化
炭素排出量を約 60%削減するという王室環境汚染委員会（RCEP：Royal Commission
on Environmental Pollution）の勧告を受諾している。
英国の分析によると、世界の先進国が協調して活動することが前提であるが、
2050 年までに排出量を 60%削減することによって、国家全体の経済規模（GDP）に
対してわずかな比率 （0.5〜2%）に相当するような影響しか及ぼさないとしてい
る。ただし、現在の比率と比較すれば 3 倍のレベルである。
【課題 2：英国の国産エネルギー供給の衰退→エネルギーの多様化】
現在、英国は石炭消費量のほぼ半分を輸入し、経済的に引き合うような炭鉱の
大部分も、10 年以内に枯渇する。2006 年前後には、英国は天然ガスの実質的な輸
入国となり、2010 年前後には石油の実質的な輸入国となる。2020 年までには、英
31

DTI,“ENERGY WHITE PAPER Our energy future -creating a low carbon economy”,
Feb.2003
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国の一次エネルギーの需要の 4 分の 3 は、輸入エネルギーに依存する。
エネルギー供給確保のための最善の方法は、エネルギーの多様化である。すな
わち、多様なエネルギー源、多くの供給者、および、多様な供給経路が必要とさ
れる。例えば、マイクロ CHP や燃料電池など、再生可能で小型分散型エネルギー
源を活用することで、輸入への過度な依存を回避することができ、安全保障上の
脅威に対する脆弱性も低減することができる。
【課題 3：エネルギーインフラストラクチャの更新】
英国は、今後 20 年間に「英国のエネルギーンフラストラクチャの大部分を更新」
する必要性がある。
二酸化炭素の排出を制限し、大気汚染を防止しようとするヨーロッパ諸国の政
策によって、旧式の石炭発電所の大部分は、近代化されるか、または、閉鎖され
ることになろう。原子力発電所についても、新規建設の動きがないこと、及び、
老朽設備の運用延長が行われないことによって、その発電量全体に対する比率は、
現在の水準よりも低下するであろう。2025 年まで運用が継続される原子力発電所
は、ただ 1 基になる見込みである。気候変動に対する我々の取り組みにおいて、
再生可能エネルギーは、英国の発電においていっそう重要な役割を果たすであろ
う。
今後 1 年間は、英国のエネルギーンフラストラクチャの他の方面にも、大きな
投資が必要とされるであろう。大規模な集中的な発電所からユーザーまで単方向
の送電が行われるように設計されている送電網についても、沿岸地域や国内の周
辺地域においてしばしば見られるような、より再生可能な発電に適合し、または、
ある場合には送電網に電力を供給し、ある場合には供給されるような、家庭や企
業内に設置された小規模で分散型の発電に適合することが求められている。
【その他分散型電源及び配電系統関連の記述】
第1節

電力供給体制の基幹インフラストラクチャは、依然として、市場ベース
の「送電網」であり、大規模発電所からの電力供給をバランスよく使用
する必要があろう。ただし、大規模発電所のなかには、「波力、潮力、お
よび風力」などの「沖合海洋」発電所も含まれるであろう。一般的には、
より小規模な「洋上風力」発電施設からの発電が実用化されるであろう。

第2節

ローカルに利用される「バイオマス」
、ローカルに生成される「廃棄物」、
ローカルな「風力」、または、ローカルな「風力および潮力」を原動力と
する、中規模または小規模なローカル発電またはコミュニティ発電など、
いっそう「ローカル」な発電が実用化されるであろう。このような電力
は、ローカルな「配電ネットワーク」に供給され、「余剰電力」は送電網
運用会社に販売されるであろう。発電施設は、ローカルな消費者を対象
とする「熱源」として、いっそう大規模な熱供給を行うであろう。
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第3節

「CHP」プラント、建物内の「燃料電池」、または「太陽光発電」などの、
「マイクロ発電」がいっそう多く利用されるであろう。このような発電
では、発電余力が生じることもあり、ローカルな配電網に販売されるこ
とになろう。

第4節

「燃料電池」は、経済全体でますます大きな役割を果たすであろう。例
えば、当初は、産業で固定設備として、または、随時利用可能な再生可
能エネルギーのバックアップのためのエネルギー蓄積手段として導入さ
れるであろうが、運輸分野での利用はいっそう増大するであろう。
「水素」
発電は、脱二酸化炭素電力として利用されるであろう。

第5節

再生可能エネルギーは、重要な役割を担う。現在までに、他の欧州の国々
における再生可能エネルギーは、英国に比べ、はるかに拡張されている。
しかし、可能性は膨大である。例えば、英国は、洋上風力エネルギーに
関する全ヨーロッパの潜在能力の 1/3 以上を占めている。また、再生可
能エネルギーや省エネルギー建物などの低炭素技術を合わせ、革新的な
地域開発の大きな見通しがある。

第6節

CHP は、熱と電力を同時に提供することにより効率化され、幅広い状況に
対応できる。英国は、主に業界内に、すでに約 5GW の CHP を設置してい
る。将来的には、さらに家庭および企業向けの効率的かつ小規模な熱お
よび電力生成システムとして「マイクロ CHP」の登場が期待されている。

第7節

多数の再生可能エネルギーおよび CHP 発電が地域の配電ネットワークに
連系することが必要である。再生可能エネルギーおよび CHP における我々
の目標を達成するには、多くの系統連系発電機に対する配電ネットワー
クの順応能力が必要になってくる。継続的な変更が、配電ネットワーク
の設計、編成、および資金調達の方法において必要とされる。これは過
去 50 年間に見られたどんな変化よりも大きい。Distribution Network
Operators（DNO：配電ネットワークオペレーター）は配電システムに対
する積極的なアプローチが必要になる。

第8節

OFGEM は DNO とともに、この問題32に対処するための作業を開始した。OFGEM
は、分散型電源の接続および使用における 2005 年 4 月に導入される奨励
フレームワークの詳細を、本年度の後半に発行する方針だ。これにより、
配電網連系発電機は、次の価格統制およびそれ以降までの暫定期間中に、
配電ネットワークへの迅速かつ容易な接続を確保できる。

第9節

32

我々はまた、OFGEM とともに、小規模発電機に生じる管理的な負荷を指摘

2003 年 1 月に、OFGEM は分散価格統制についての規制フレームワーク原則の展開と、次
の価格統制が実施される 2005 年 4 月までの暫定的な協定における最初の考えを表明した。
www.ofgen.gov.uk/docs2003/dnoletter̲jan.pdf を参照。
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し、地域の配電業者との関係において、不当に不利な扱いを受けないこ
とを確実にしなければならない。Distributed Generation Co-ordinating
Group（分散型電源調整グループ）33を通じて、我々はまた分散生成シス
テムを促進させるために設計された、さまざまな範囲の変更のフォロー
アップを行っている。

33

DTI および OFGEM は、Distributed Generation Co-ordinating Group を作成および共同
主催している。
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（3）DTI 戦略（2003 年 9 月）34
・目的
DTI 戦略は事業を支援し、公正な市場を確保し、
世界的な科学、及びイノベーションを推進し、生
産性や競争性を向上することにより国家全ての繁
栄の達成のための長期的な方向性を示唆している。
2003 年 9 月 18 日に発表された。
・概要
本戦略には向こう 5 年間における明確な優先事
項を設定し、これら責務をいかに遂行するかにつ

図 14

DTI 戦略 34

いての詳細を定めている。これらの政策優先事項
は、英国における生産性の向上に最大限貢献でき、入手可能な経済的証拠に基づいた
ものである。経済分析は DTI 戦略と並行して公表される。
現在、英国が直面する主要課題、及び DTI の遂行する任務を定めている：
・将来的な経済成長のため英国における新規、及び既存の事業を支援する
・人々の素質を最大限生かし働けるよう支援する
・革新の原動力となるべく消費者に権限を与える
英国経済に関して、より際立った繁栄のためには以下が必要である：
・事業･科学･技術間の連携を強化することによる知識の移転
・構想を有益な生産･サービスに転換させるための全ての段階におけるスキル向上
・英国の事業が世界的な競争を可能にするための競争市場の枠組み
・5 つの戦略優先事項
①知識の移転：事業が新たなアイデアを有効に生かすべく支援する
②潜在性を最大限に引き出す：大規模な生産性･価値･スキルを有する機関を設立す
る
③競争市場の拡大：国内外における開かれた公正な市場を目的とする
④地方経済の強化：地方における経済業績の向上
⑤より緊密なパートナーシップの構築：戦略的優先事項を達成するため国内外の主
要経済プレーヤーと共同で作業を行う

34

DTI,“DTI Strategy”, Sep.2003
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（4）エネルギーグループ戦略35
・目的
エネルギーグループの目的は、産業と消費者の基本要件、そして繁栄の主要要素で
ある安定した持続的な良心的な価格のエネルギーを提供するため、事業者と政府間の
協力を保証することにある。
・目標
①競争市場を通じた良心的な価格のエネルギー供給の継続性･安全性を保証する。そ
の一方、環境への影響を最小限に抑え、社会的目標を達成する。
②エネルギー白書の低炭素目標の普及によって持続可能性を促進する。また、持続
的発展のための事業への貢献を高める。
③エネルギー、及び他部門の資産･負債の安全、経済的、効率的、効果的な運営
④武器、及び他の戦略物資の拡散防止、核の安全性
・優先順位決定基準
これら制約下、優先事項を決定する必要がある。優先順位決定基準は以下の通りで
ある：
①効果：問題となっている活動が戦略及び事業計画目標に対して、コスト効率の高
い貢献となっているか
②影響：問題となっている活動が戦略及び事業計画目標の遂行を実質的に、そして
コスト効率を促進するものか
③情報：問題となっている活動が戦略及び事業計画目標のコスト効率を向上させる
ための情報を提供できるか

35

http://www.dti.gov.uk/energy/egstrategy.shtml
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１．２．３

分散型電源導入施策

（1）導入目標
京都議定書目標の達成のため、英国では 2010 年までに全発電量に占める再生可能エネ
ルギーの割合を 10%とすること、および 10GW の CHP の導入を目標としている。
また、英国政府の Performance and Innovation Unit による報告では、2020 年までに、
再生可能エネルギー発電と CHP の水準をさらに高めるよう提案しており、2020 年時点で
再生可能エネルギーの割合が 20%という野心的な目標を示している 30,36。
（2）ROC 制度（Renewable Obligation：2002.4.1 施行）
・概要
英国では、1990 年代から NFFO と称する非化石燃料取引義務（政府による一括入札
と電力供給事業者に対する購入義務）が運用されてきた。しかしその実効性に関する
種々の問題点が提起され、2002 年 4 月 1 日からは新制度として、再生可能電力使用義
務（Renewable Obligation Certificate）制度による再生可能電力の促進策がとられ
ている。
本制度は、電力供給･小売業者に対して年間販売の一定量を認可された再生可能エネ
ルギーからの電力とする事を義務付け、未達部分に対し、ペナルティーを課すもので
ある。
義務量を超えた場合は報奨を与え、
不足に対する義務コストは 4 ペンス/kWh である。
再生可能エネルギーの比率は、2002/3 年度の 3.0%から毎年度引き上げ、2010/11 年度
には 10.4%に達する。認可された発電業者は発電量に応じ、ガス･電力市場局（OFGEM：
the Office of Gas and Electricity Markets）よりグリーン証書の交付を受ける。グ
リーン証書は電力とは独立して供給業者、或いは、市場への販売が可能である。本制
度のコストは、基本的には電力料金を通じて消費者に転化される。
・義務対象者
電力小売供給事業者
・対象となる再生可能電源
-太陽（アクティブ･パッシブの太陽熱を含む）
-風力（洋上を含む）
-地熱
-波力
-潮力･潮力スチーム発電
-水力（20MW 以下）

36

Dave OPENSHAW, “TOWARDS A FRAMEWORK FOR MANAGING ACTIVE NETWORKS”, CIRED
Barcelona
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2003/05,

-バイオマス
-廃棄物（非化石燃料起源：廃プラは不可）
-埋立地ガス、下水ガス
-エネルギー作物
注）バイオマス、及び廃棄物については、混焼等に関してより細かい規定が設けら
れている
・義務量
当該電力小売供給事業者の総販売電力量（当該年度）×クオータ義務比率
（義務比率：2002/3 年度は 3%→2010/11 年度は 10.4%）
・義務達成方法
電力小売供給事業者は、義務量に相当する再生可能電力に関する証書を獲得する義
務がある。
・証書の発行と取引
OFGEM（電力･ガス市場規制局）からの認定を受けた発電設備からの再生可能電力量
の報告をもとに、OFGEM により証書（1MWｈ単位）が電子媒体で発行される。証書は発
電事業者と小売事業者間の相対取引により取引されるほか、オークションを通じた証
書獲得も可能である。
・設備認定
OFGEM により、一定要件の発電設備が認定される。
・RPS 制度の施行状況（実績）
制度は比較的順調に施行され、証書の発行対象となる認定発電設備は、2003 年 3 月
において、478 設備、2,235MW となっている。
・課題
2010 年度の目標が近づくにつれ、再生可能電力の増加による系統への影響が懸念さ
れ、系統側対策の強化の必要性等が検討されている。
（3）LECs 制度（Levy Exempthion Certificates：免税証明書）
英国では、2001 年 4 月から家庭以外の需要家に対して気候変動税（CCL：Climate Change
Levy）が導入されている。税収は、企業負担の国民保険料（NICs）の 0.3%の軽減分の相
殺と、炭素信用（Carbon Trust）を通じて低炭素技術の開発普及の促進、エネルギー効
率化への投資などに割り当てられる。
LECs 制度は、0.43p/kWh の税金が電力使用料に応じて課税されるが、DEFRA の認定し
た Good-Quality CHP または再生可能エネルギーからの発電に対しては、上記 CCL の免税
証明書が発行される37。

37

DTI,“DISTRIBUTED GENERATION CONNECTED TO THE LOCAL NETWORK- A GUIDE”, 2005
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（4）配電系統運用者に対する導入促進施策、制度的な仕組み
英国の電気事業は、発電、送電、配電、供給の各部門に機能分離され、発電部門と供
給部門は自由化されている。送電、配電部門は地域独占であり現在、ガス電力市場委員
会（GEMA）より｢配電ライセンス｣を所得した 14 の配電事業者（スコットランドを含む）
が各地域毎に配電系統の運用を行っている。
配電事業者は、管轄する配電線を利用する供給事業者より配電線使用料金を徴収し収
益を得て、配電系統の運用に必要となる工事費等の経費を充当している。
（配電事業者は、
配電線使用料金を供給事業者から徴収するが、供給事業者は配電線使用料金を電気料金
に含め、需要家（配電線から電力の供給を受ける需要家や配電線へ電力を供給する分散
型電源設置者）から回収している。
）
配電線使用料金は、競争原理に基づく価格とならないことから、政府の規制機関であ
る電力ガス市場局（OFGEM：GEMA の執行機関）によってプライスキャップの価格統制を
受けている。OFGEM はこの配電価格統制の中で、需要家が支払う料金と供給の質の両面
で需要家の利益を守るための各種インセンティブを設定している。
・背景−配電系統への分散型電源連系に関する障壁
英国貿易産業省（DTI）と OFGEM は、政府の普及目標を達成するための配電系統への
分散型電源の接続を妨げている様々な障害を除去するべく、関係する利害関係者など
（配電事業者、分散型電源事業者、大学関係者、コンサルタントなど）とともに検討
グループを設立している。この検討グループにより配電系統への分散型電源連系に関
する障壁、及びその解決案が各種提案され、この検討内容を参考に OFGEM が各種施策
を実施している。

① 分散電源の商業化研究グループ
（1995 年〜1998 年）
② Embedded Generation Working Group(EGWG)
（2000 年初〜2001 年 1 月）
③ Distributed Generation Co-ordination Group(DGCG)
（2001 年 10 月〜2005 年 1 月）
④ Electricity Networks Strategy Group（ENSG）
(2005 年 2 月〜)

図 15

配電系統への分散型電源連系に関する障壁に
関する検討グループの変遷
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2005 年 3 月に本検討グループ（DGCG）が発行した報告書に記載のある主な障害とそ
の解決状況は、下表のとおりである。38
本節で述べる施策に関して障壁として取り上げられた項目は、配電事業者に対する
系統連系に係るインセンティブの欠如である。英国の場合、配電事業と供給事業は機
能分離されていることから、配電事業者に対するインセンティブがまったくなかった
（導入施策としてしばしば採用されている買取義務制度などの施策（英国の場合、ROC
制度：Renewable Obligation Certificate）は、供給事業者に義務付けられた制度で
あり、配電事業者に対する制度ではない）。
更に、配電事業者の収入源となる配電使用料金は、分散型電源の連系に伴う様々な
費用（工事費、検討費、維持管理費など）が考慮されていないことから、長期的な観
点からの投資（事前投資）ができなかった。（都度の場当たり的な工事しかできなか
った。）また、分散型電源の系統連系に伴う様々な費用発生の都度、分散型電源設置
者から回収していたことから、系統連系箇所や申込のタイミングによっては、配電事
業者はある分散型電源設置者にのみ高額の費用を請求することになり、分散型電源の
連系に障害を与えていた。

図 16

DGCG によって検討された配電系統への分散型電源連系に関する
主な障壁及びその解決状況（抜粋）

分類

施策

障壁の内容

解決状況

配電事業者のための、分散型電源の系統連

2005 年 4 月の配電価格統制に

系に係るインセンティブの欠如

て、左記障壁を解消するべく配

配電事業者が、分散型電源を積極的に配電

電事業者へのインセンティブ

系統へ連系させるために、系統への事前投

の導入、費用負担方法論が明示

資を行うことに関する不十分な展望

された。

連系費用の負担に関する透明かつ共通な
方法論の欠如
基準
その他

連系ガイドラインの整備不良

改善可能な項目よりガイドラ

電力エンジニアリングのスキルと質の高

今後の課題。

インを整備中。
い人材の不足
DG 導入の障害となる短期的な技術的問題

技術

38

アクティブネットワークマネ
ージメントなどの技術的解決

系統側

策を提案済。
DG 普及ための長期的な技術的問題

今後本格的に検討予定。

DG のアンシラリーサービス提供

作業進行中。

DGCD,“THIRD ANNUAL REPOPORT OF THE DISTRIBUTED GENERATION ON CO-ORDINATING GROUP”,
March 2005,
http://www.distributed-generation.gov.uk/coord̲group.php?action=papers
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これらの障壁を解消するべく OFGEM は、2005 年 4 月の配電価格統制の改正（5 年毎
の改正）に合わせ、配電事業者へのインセンティブ、いわゆる系統連系インセンティ
ブ、RPZ 制度、IFI 制度の導入、及び浅めの接続費用と配電線使用料による費用負担と
その費用回収方法を制度化することとなった。
図 16 に記載のように、DGCG によって検討された配電系統への分散型電源連系に関
する障壁は、すべて解決されたわけではない。現在、残された課題の検討は、送電系
統における障壁の解消を含めて ENSG なる検討グループに名称を変更し継続され、DTI
の施策実行、OFGEM の規制決定に重要な役割を果たしている。
・浅めの接続費用と配電線使用料による費用負担とその方法
これまで（2005 年 3 月末まで）分散型電源の配電系統の連系に伴う費用は、連系の
都度、連系される分散型電源設置者の全額負担（原因者負担）となっていた。しかし、
2005 年 4 月の配電価格統制に合わせ前述した障壁を取り除くべく、一部の費用に関し
ては、連系される分散型電源設置者の費用負担とせず、配電事業者の管轄する配電系
統に連系する分散型電源設置者が広く浅く費用を負担するように負担範囲を変更し、
配電線使用料により費用を回収する方法に変更した。39
送電事業者の資産

132ｋV

配電事業者の資産

70MVA
33ｋV

本ケースでは 11kV、33kV の配電系統の系統
強化費用の
一部は連系する分散型電源設置者より回収、
一部は配電線使用料金により、配電事業者の
管轄する配電系統に連系する分散型電源設
置者より広く浅く回収することとなる。

23MVA
配電事業者の資産
11ｋV
分散型電源設置者の資産

DG 新設
接続点までの引込み線の接続費用の全額
は、連系する分散型電源設置者より回収
接続点

図 17 英国の標準的な配電系統と 11KV 配電系統に DG が接続した時の
資産、費用負担の範囲例
39

OFGEM,“Electricity Distribution Price Control Review Final Proposals”, November
2004
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前頁に英国の標準的な配電系統と 11kV 配電系統に DG が接続した場合の資産、費用
負担の範囲例を、図 18 に 2005-2010 配電価格統制による変更前後の費用負担の比較
を示す。基本的には、配電事業者と分散型電源設置者の資産の範囲に基づき費用負担
が整理されている。分散型電源が配電系統に接続される接続点までは連系する分散型
電源設置者の資産であり、この部分のメータリング設置工事や引込線工事などの費用
は、すべて連系する分散型電源設置者に係わる接続工事費用として全額、連系する分
散型電源設置者が負担することは従来どおりとなっている。各配電事業者は、メータ
リング設置工事費や引込線工事費のほかに、接続に必要となる連系要件検討費や立会
費などの細部まで標準的な指標料金を設定している。40

図 18

2005-2010 配電価格統制による変更前後の費用負担の比較

費用項目

変更前

メータリング工事費

全額、連系する分散型電源設置者の負担

引込線工事費
系統強化工事費①
（連系電圧の 1 ランク
上位の系統以下）
系統強化工事費②
（連系電圧の 2 ランク
上位の系統以上）
強化した設備の運用、保
守の増分費

変更後

全額、連系する分散型
電源設置者の負担

一部、連系する分散型電源設置者の負担
一部、配電線使用料金により、配電事業
者の管轄する配電系統に連系する分散
型電源設置者より広く浅く負担
全額、配電線使用料金により、配電事業
者の管轄する配電系統に連系する分散
型電源設置者より広く浅く負担

不明

これに対し、配電事業者の資産となる配電系統の強化費用は、従来、連系する分散
型電源設置者の全額負担であったが、今回の改定により、接続する配電系統と 1 ラン
ク上位電圧の配電系統の強化費用の一部を連系する分散型電源設置者より回収、残り
を配電線使用料金により配電事業者の管轄する配電系統に連系する分散型電源設置者
より広く浅く回収することとなった。連系する分散型電源設置者より回収する費用と
配電線使用料金により回収する費用の配分は、分散型電源の連系に伴う系統強化の必
要性が生じた原因に応じ、以下の式とおり算定される。

40

例えば、United Utilities,“STATEMENT OF METHODOLOGY AND CHARGES FOR CONNECTION TO
UNITED UTILITIES ELECTRICITY PLCʼs ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK”, April 2005
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(ⅰ)系統強化の必要性が生じた原因が電圧維持、熱容量確保の場合
連系する分散型電源設置者の費用負担額
要求容量
＝

×

強化工事費用

新規系統容量

要求容量：分散型電源接続の設計容量。複数接続の場合、設計接続容量は、多
様性の効果を考慮した後に必要とされる合計容量。
新規系統容量：強化後の資産の有効容量である。
(ⅱ)系統強化の必要性が生じた原因が短絡容量確保の場合
連系する分散型電源設置者の費用負担額
3×接続が一因となる障害レベル
＝
新規設備障害レベル容量

×

強化工事費用

接続が一因となる障害レベル：
設備の接続が一因となる障害レベル、配電網上のしかるべき地点における
その影響を反映したもの。
新規設備障害レベル容量：資産の交換後における系統の当該区間の設計障害レ
ベル定格。
以上の方法により算出した分散型電源設置者の費用負担額の具体的な算出例を下記
に示す。40
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【事例】
3MVA の分散型電源の逆潮流により 11kV 配電線の熱容量不足が生じ、500m の架空
線（A 点と B 点の間）のアップグレードが生じる。また、11kV 配電系統の短絡容量
の上昇のために A 点における開閉器のアップグレードが生じる。更に 500m の新規ケ
ーブルの設置（B と顧客設備の間）を必要とする。B 点は、分散型電源連系のための
接続点である。

一次変電設備

強化資産
11kV回路
新規接続資産

A
新規開閉器

B

500mの架空線

顧客の設備

500mのケーブル

発電設備容量

3MVA

新規系統容量

5MVA

既存開閉器の障害レベル

150MVA

新規開閉器の障害レベル

250MVA

発電障害レベルの貢献

10MVA

架空線強化

20,000 ポンド

開閉器交換

45,000 ポンド

新規接続資産

30,000 ポンド

【連系する分散型電源設置者の費用負担額の計算】
接続工事費用＝30,000 ポンド･･･①
架空線のアップグレード（系統強化）に対する費用負担額
＝（3/5）×20,000 ポンド＝12,000 ポンド･･･②
開閉器のアップグレード（系統強化）に対する費用負担額
＝（3×10/250）×45,000 ポンド＝5,400 ポンド･･･③
連系する分散型電源設置者の費用負担額
＝新規接続の全費用（①）＋系統強化の費用の一部（②＋③）
＝12,000 ポンド＋5,400 ポンド＋30,000 ポンド
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＝47,400 ポンド
（＊但し、本算定ではメータの設置工事費などのその他費用は簡略化のため省略している。）

上記事例では、架空線のアップグレード（系統強化）に対する連系する分散型電源
設置者の費用負担割合は 60%、開閉器のアップグレード（系統強化）に対する連系す
る分散型電源設置者の費用負担割合は 12%であったが、この算定方式により今後連系
する全ての分散型電源に対して費用回収を行った場合、連系時に分散型電源設置者よ
り回収する費用と配電線使用料金により回収する費用の割合は、おおよそ 2：8 になる
と予想されている。（系統強化費用の 2 割は分散型電源連系時に回収し、残りの 8 割
は配電線使用料により配電事業者の管轄する配電系統に連系する分散型電源設置者よ
り広く浅く回収することとなる。）
・配電線使用料に盛り込まれた系統連系インセンティブ
配電系統に連系した分散型電源設置者が支払う配電線使用料金は、2005-2010 の配
電価格統制

39

ではじめて新設された制度である。制度の主たる目的は、前述した分散

型電源の連系に伴う系統強化工事費用の配電事業者負担分と分散型電源の連系により、
配電事業者が管理･維持するために必要となる増分費用をすべての分散型電源設置者
から、広く浅く回収することである。しかしながら OFGEM は、配電事業者に発生する
費用を単純に回収できる料金制度とはせず、
・配電事業者に対し、分散型電源の連系のための投資を積極的に実施させる
・配電事業者に対し、分散型電源の連系のための投資を効率的に実施させる
というインセンティブ（OFGEM はこの 2 つのインセンティブをあわせてハイブリット
インセンティブと称している。）を働かせるた上で、費用を回収できる料金制度とし
た。
図 19 に分散型電源連系に伴う配電事業者の収支の概念図を示す。配電線使用料金
は、以下の①〜③の 3 つの料金で構成されている。
①系統強化費回収料金
分散型電源の連系に伴う系統強化費用の配電事業者負担分の回収を目的とした
料金である。系統強化費回収料金は、2005 年〜2010 年に予想される配電事業者負
担の系統強化費用を 15 年間で回収することを前提に計算された料金となる。但し、
本料金では 2005 年〜2010 年に予想される配電事業者負担の系統強化費用の 8 割
しか回収できず、残りの 2 割は後述する連系インセンティブ料金で回収する努力
を配電事業者が行うことになる。また、配電事業者の効率的な工事実施により系
統強化費用を削減し、この料金計算で算定の基となった 2005 年〜2010 年に予想
される配電事業者負担の系統強化費用よりも少ない系統強化費用にする努力を、
配電事業者が行うことになる。
本料金は分散型電源の容量に応じて単価が設定されている。また、各配電会社
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毎に予想される配電事業者負担の系統強化費用が異なることから、各配電会社毎
に料金が異なる。1 例として、我々が訪問した United Utilities 社の高圧系統に
連系する場合、年間 3.93 ポンド/kW であった。
②管理･維持費回収料金
分散型電源の連系により配電事業者が管理･維持するために必要となる増分費
用回収料金である。本料金では 2005 年〜2010 年に予想されるの管理･維持するた
めに必要となる増分費用の 10 割（全額）が、回収できるように計算されている。
本料金も系統強化費回収料金と同様、分散型電源の容量に応じて単価が設定さ
れているが、各配電事業者毎に単価の違いはなく全配電事業者一律年間 1.0 ポン
ド/kW の料金となっている。

（配電線使用料金）
③連系インセンティブ料金
【1kWあたり年間1.5￡】

2005年〜2010年に予想さ
れる管理･維持増分費用

②管理･維持費回収料金
【1kWあたり年間1.0￡】

2
2005年〜2010年に予想さ
れる配電事業者負担の
系統強化費用

①系統強化費回収料金
【2005年〜2010年に予想
される配電事業者負担の
系統強化費用の8割が回収
できるものとして料金を
決定】

8

（接続料金）
連系する分散型電源設置
者負担の系統強化費用

連系する分散型電源
設置者より連系時に
都度回収

接続点までの接続費用

配電事業者の支出
図 19

配電事業者の収益

分散型電源連系に伴う配電事業者の収支の概念

③連系インセンティブ料金
分散型電源を連系することにより配電事業者が得られる優遇料金である。
本料金も系統強化費回収料金などと同様、分散型電源の容量に応じて単価が設
定されている。OFGEM は過去の研究や各配電事業者の費用により分析した結果、1
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配電事業者（Scottish Hydro-Electric 社）を除き各配電事業者毎に単価の違い
は な い と 考 え 、 一 律 年 間 1.5 ポ ン ド /kW の 料 金 を 設 定 し た 。 （ Scottish
Hydro-Electric 社は他社平均を上回る費用を反映し年間 2.0 ポンド/kW に設定し
ている。）
分散型電源をより多く連系させ、本料金による収益を増加させることにより、
系統強化費回収料金で回収できない 2 割の系統強化費用を回収し、更に収益を増
加させるように努力するインセンティブが働くことになる。
配電線使用料金は 2005 年 4 月 1 日以降に配電系統に連系された分散型電源設置者を
対象に適用される。また、分散型電源が天候その他の条件によって一時的に停止した
場合でも、引き続き料金が適用されることとしている。
また、OFGEM は管理･維持費回収料金（年間 1.0 ポンド/kW）、及び連系インセンテ
ィブ料金（年間 1.5 ポンド/kW）で問題が生じる、または問題が生じると懸念される場
合単価の改定を検討し、検討結果が明らかとなった時点、もしくは次回（2010 年）の
配電価格統制で異なる単価を適用するとしている。（但し、変更後の単価は、単価変
更の決定後に連系された新規の分散型電源にのみ適用される。）
参考に United Utilities 社の配電系統に連系する分散型電源の配電使用料金を表 3
に示す。41 22kV 以上の特別高圧の配電系統に連系する分散型電源の場合、連系する分
散型電源が負担する接続費用、系統強化費用の金額により単価が決定するしくみとな
っている。SSEG（16A 以下の低圧連系組み込み型小規模電源）で低圧系統に連系する
ものに関しては現在、及び当面の将来に系統連系に伴う系統強化費用の発生が予想さ
れないことから、配電線使用料金は当面 0 ポンド/kW という設定になっているが、系
統連系強化費用が発生する、または発生が予想される時点で単価を設定することとな
っている。
本料金制度は、2005 年 4 月より実施されているが、配電事業者は以下の点での問題
を懸念している。
・系統連系の設備強化費用をほぼ回収完了するのは、系統強化費回収料金の単価設
定時の前提条件とした 15 年後となる。従って、系統連系時に必要となる費用は、
配電事業者は別の資本（例えば株主より回収した資本金など）を充当する必要が
ある。配電事業者は膨大な初期投資が必要となり、その費用回収のリスクを背負
うことになる。
・大規模な系統強化が必要な工事が予想よりも多くなった場合、初期投資額が更に
増え、またその費用を配電線使用料金で回収できないことが懸念される。
また、分散型電源設置者からは以下の点で問題が考えられる。
41

United Utilities,“STATEMENT OF CHARGES FOR USE OF UNITED UTILITIES ELECTRICITY
PLCʼs ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK”, April 2005
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・配電事業者に系統強化が発生しない連系のみを、積極的に検討を進められる可能
性がある。

図 20 United Utilities 社の配電系統に連系する
分散型電源の配電線使用料金
高圧
（6.6kV、11kV）
低圧の一部＊2
または
低圧の一部＊1

接続電圧

特別高圧

年間
配電線使用料金
［ポンド/kW］

0.00〜19.96＊3
（平均 5.77＊4）

6.43

0

（平均 3.27＊4）

系統強化費回収料金
内訳
管理･維持費回収料金
［ポンド/kW］
連系インセンティブ料金

3.93

−

＊4

1.00

−

＊4

1.50

−

（平均 1.00 ）
（平均 1.50 ）

*1：SSEG（16A 以下の低圧連系組み込み型小規模電源）以外で低圧系統に連系するもの
*2：SSEG（16A 以下の低圧連系組み込み型小規模電源）で低圧系統に連系するもの
*3：特別高圧に連系される分散型電源の配電線使用料は、連系する分散型電源が負担する
接続費用、系統強化費用の金額により変化する。
*4：配電線使用料金の平均値

・RPZ（Registered Power Zones：登録電力地域）制度
分散型電源の連系に伴う系統強化策において、革新的な技術的解決策を用いれば、
将来においては、従来からの解決策に比べ効果的･効率的に対策が実施できる可能性が
ある。しかし、配電事業者が革新的な技術的解決策を検討し、実系統に適用（または
試験適用）するには従来からの解決策以上の投資が必要となることから、配電事業者
は積極的に革新的な技術的解決策の検討、適用が実施しにくい環境にあった。
そこで、OFGEM は 2005-2010 配電価格統制の中で、｢分散型電源の連系に伴う対策を
効果的･効率的に実施可能な革新的な技術的解決策の開発･実証を行うように配電事業
者に促す｣ことを目的とした制度（RPZ 制度）を新設した。39
配電事業者は革新的な技術を導入し対策を実施したい特定地域（変電所や配電線で
区切られたエリアなど）がある場合、OFGEM に登録電力地域として申請する。OFGEM が
公表済の基準において適格である確認した場合、その対策実施日から 5 年にわたり配
電線使用料金の系統インセンティブ料金に 3 ポンド/kW/年を上乗せした追加インセン
ティブ料金（一般地域での系統インセンティブ料金 1.5 ポンド/kW/年＋上乗せした追
加インセンティブ料金料金 3 ポンド/kW/年＝4.5 ポンド/kW/年）をその特定地域の分
散型電源設置者から回収できる制度である。（但し、既に連系されている分散型電源
設置者には適用されない。）
制度の申請可能期間は 2009 年 3 月 31 日までの 5 年間であり、一時的な支援制度と
なっている。
登録電力地域として適格と認められる主な条件は図 21 のとおりとなる。
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配電事業者は、RPZ 制度により登録電力地域の分散型電源設置者から追加のインセ
ンティブ料金を回収するメリットはあるもの、以下の要因により RPZ 制度を登録した
事例は現在（2005 年 10 月現在）のところ Central Networks 社の 1 件に留まっている。
（但し提案準備をしている会社もある。）
・新規に革新的な技術を適用することは、依然、従来技術に比べ大きな初期投資が必
要である。従来技術で大きな系統強化費用が発生するケースで活用を考えているが
そのような都合の良いケースがなかなか見当たらない。
・民営化、電力自由化以降、配電事業者はコスト低減が優先され、革新的な技術など
の研究開発を行っていない。従って、すぐに適用できる革新的な技術を持ち合わせ
ていない。

図 21
項

登録電力地域として適格と認められる主な条件

目

技術

責任所在

報告
実施件数
追加インセン
ティブ料金に
よる収益上限

条

件

・ 解決策に革新的な技術（過去に採用されたことのない応用発明技術）
が含まれていなければならない。また、従来的な解決策と比べて革
新的な技術が大きな効果をもたらすことを実証しなけばならない。
・ 革新的な技術は少なくとも予備的な実証（実験室試作装置による実
証など）を事前に行っていなければないらない。
・ 配電事業者の系統管理リスク、金銭的なリスク管理は全面的に配電
事業者が責任を負い、連系する分散型電源にこれらのリスクを反映
した商業条件を提案する。
・ プロジェクトの適正な管理を奨励し、プロジェクトによる情報･成果
の共有を促進するために 1 年に 1 回の報告書を提出する。
・ 各配電事業者の申請可能な件数は当面（2006 年まで）は年間 2 件ま
でとする。
・ 追加インセンティブ（3 ポンド/kW/年）から派生する収益の上限は年
間 50 万ポンドとする。

Central Networks 社が 2005 年 6 月に申請した登録電力地域の内容の詳細は、OFGEM
への年次報告が公表される 2006 年 7 月以降の報告書を待たなければならないが、
Central Networks 社のホームページにその概要が紹介されている。42 その内容の主な
要約は下表のとおりである。

42

Central Networks “Central Networks leads industry on developing innovative
solutions to meet government green targets“, 29.06.2005，
http://www.central-networks.co.uk/Content/Media/media̲press̲detail.aspx?NewsId
=387
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図 22
項

目

登録地域

登録地域の系
統に関係する
分散型電源の
連系状況

従来的な
解決策

革新的な技術
の内容

Central Networks 社の RPZ（登録電力地域）の概要
内 容
・ 英国の中東部の海外沿いの Skegnes 市から Boston 市の地域に供給す
る 132kV の特別高圧配電系統。
・ 5 つの分散型電源（陸上及び洋上のウィンドファーム）が連系、また
は連系予定。出力合計約 191MW。
（内訳）
・1.2MW Mablethrope 11KV−連系済
・4.8MW Bambers Farm 33KV−連系済
・4.8MW Bamabers Farm 33KV−連系予定
・90MW Lynn Offshore 133KV−連系予定
・90MW Inner Dowsing 132KV−連系予定
・ 線路定格に基づく熱的な（過負荷の）制約により、132kV の特別高圧
配電系統の電線強化（取替）、及び鉄塔の強化（建替）が必要であ
る。数百万ポンドの費用が想定される。
・ リアルタイムな負荷計測と現地の温度情報を組み合わせることによ
り動的な線路定格を算出し、これに基づいて熱的な制約をリアルタ
イムに管理する。また、この管理において熱的な制約限度に近づい
た場合、発電機の出力を減らす制御を行うシステムを構築する。
・ 本技術により既存容量の 227MW に加え 90MW の容量増が可能となる。

・IFI（Innovation funding Incentive：革新技術助成）制度
配電事業者の研究開発費は、民営化、電力自由化によりコスト低減が優先され、配
電事業者の収入の 0.1%まで減少し配電事業者の研究活動は低下した。また、配電事業
者の地域独占による安定と技術革新の必要性認識の少なさ、電力系統工学を選択する
学生の減少、その結果としての学部の減少と研究活動の低下などにより配電事業者の
系統工学に関する専門家が減少し、本来必要となる研究開発力が低下し、大きな変化
に直面する現在の環境において、それは需要家や分散型電源事業者の利益に大きな障
害を与えているのではないかと OFGEM は懸念した。
OFGEM はこのため需要家や分散型電源事業者に対して、経済面、供給品質面、環境
面、安全面で価値をもたらす配電系統の技術的な進展を促すことを目的に配電事業者
の研究開発資金の調達が容易となる制度（IFI 制度）を新設した。39（送電事業者に対
しては、既存の

制度で技術開発は可能であるとの考えで IFI 制度の導入は考えられ

ていない。）
IFI 制度は、配電事業者の収入（そのほとんどは需要家や分散型電源設置者から得
られる配電線使用料金による収入）の一定の割合（最大 0.5%）を配電事業者の研究開
発に必要な支出と認め、その研究開発費の大部分を需要家の配電線使用料金により回
収することが認められる制度である。
但し、配電事業者の効率的な研究開発費の支出を促すため、OFGEM は一定の転嫁率
を与えている。（配電使用料金により研究開発費をすべて回収できるようにせず、表
6 に示す一定の割合しか回収できないようにしている。）転嫁率は年々徐々に小さく
なる設定となっており、先行者に対してより大きなインセンティブが与えられること
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になる。

図 23

配電使用料金により回収できる研究開発費の割合（転嫁率）

年度

2005/6 年

2006/7 年

2007/8 年

2008/9 年

2009/10 年

転嫁率

90%

85%

80%

75%

70%

IFI は 2005 年 4 月より開始された制度であり、2005 年 10 月時点で、上限の 0.5%ま
で使っている配電事業者はいない。配電事業者は近年、研究開発を多く実施していな
いことから何の研究開発を行うべきかわからないのが実情とのことであった。
2005 年 10 月現在で OFGEM により公表されている IFI 制度による各配電事業者の技
術開発の内容を表 7 に示す。43 技術開発内容は、分散型電源の連系に伴うものも散見
されるが、設備の効率的な運用･設備形成に主眼を置いた研究開発（例えば、老朽設備
の更新方法検討、系統状態監視など）が多い。分散型電源の連系に伴う研究開発とし
ては、
・電圧、潮流の能動的管理手法の研究開発
・分散型電源の保護性能確認の簡略化手法の検討
・設備費用、配電線損失の需要家、分散型電源設置者の費用分担方法の検討
・投資リスクの評価に関する研究
などがあげられる。United Utilities 社では、変電所送出の基準電圧設定の最適化、
超伝導限流器の開発などを IFI 制度を活用し実施するか検討中とのことであった。RPZ
制度に比べ IFI 制度は研究開発が地域に特定されず幅広く研究開発が実施可能なこと
から、配電事業者は IFI 制度をより多く活用していきたいと考えている。
OFGEM は、IFI 制度の利用内容を報告書により配電事業者に求め、需要家の利益のた
めに必要と判断されれば、IFI 制度の利用内容を監査することとなっている。

43

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/work/index.jsp?section=/areasofwork/
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図 24

各配電事業者の IFI 制度による技術開発の内容

配電事業者

技術開発内容

United
Utilities 社

・ 架空系統設備の老朽化対策の研究【他社との共同研究】
（効果的な設備更新や改修回避の方法検討、障害レベルの引き下げの検討な
ど）
・ 地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
（系統強化費用の削減、状態監視評価に関する検討など）
・ 配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
（変電所設備の状態監視評価に関する検討、DG 増加に対する制御･保護方法
の検討など）
・ 分散型電源連系に伴う効果的な運用に関する検討【他社との共同研究】
（電圧と潮流の能動的制御の革新的な手法の開発、発電設備の個別の現場試
験を行わず保護性能を証明する革新的方法の開発、ダイナミックな定格に
よる運用システムの開発など）
・ 既存データの有効活用による設備性能推定手法の研究
・ 投資、保守、サービスが与えるリスクと利益の評価手法検討
・ 変圧器への代替油適用評価
・ 高圧系統の接地に関する評価
・ 配電損失に関する需要家と分散型電源の分担方法の検討
・ 配電線使用料金（系統費用回収料金）の需要家と分散型電源の費用割り当
ての方法の検討

SSE 社

・
・
・
・
・
・
・
・
・

架空系統設備の老朽化対策の研究【他社との共同研究】
地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
分散型電源連系に伴う効果的な運用に関する検討【他社との共同研究】
配電機器の部分放電に関する研究開発
配電機器の被覆に関する研究開発
分散型電源と資産リスク管理問題の研究開発
再生可能エネルギーの能動的管理手法の研究
幹線ケーブルの効率的な工事方法の研究

EDF Energy 社

・
・
・
・
・
・
・
・
・

架空系統設備の老朽化対策の研究【他社との共同研究】
地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
分散型電源連系に伴う効果的な運用に関する検討【他社との共同研究】
高圧地中系統の状態監視に関する研究
低圧系統の間欠事故特定技術の開発
架空系統の状態監視に関する研究
PFT 法を利用したケーブル漏電箇所特定技術の研究
変圧器への代替油適用評価

Central
Networks 社

・
・
・
・
・

架空系統設備の老朽化対策の研究【他社との共同研究】
地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
分散型電源連系に伴う効果的な運用に関する検討【他社との共同研究】
様々な投資の費用、効果を予測が可能なツールの開発

CE Electric
UK 社

・ 地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
・ 配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
・ 分散型電源連系に伴う効果的な運用に関する検討【他社との共同研究】

Western
Power 社

・ 架空系統設備の老朽化対策の研究【他社との共同研究】
・ 地中系統設備の費用削減、性能向上の研究【他社との共同研究】
・ 配電用変電所設備の効率的な運用に関する研究【他社との共同研究】
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・その他の導入促進施策
配電事業者に対して、分散型電源連系に対するインセンティブを前述した施策によ
り実施していることから、税制優遇制度などのその他の導入促進施策は見当たらない。
（5）環境食糧農林省（DEFRA）の施策
・CHP 戦略（2004 年 4 月）44
Government's Strategy for Combined Heat and Power to 2010
①目標
2010 年に 10GW の Good Quality CHP を導入し、少なくとも電力の 15%を賄う。
②CHP の条件
この Good Quality CHP は、CHP Quality Assurance Programme （CHPQA）によっ
て決定された CHPQA Standard45（2000 年 11 月発行：下記サイト）の条件を満足す
る必要がある。CHPQA は高効率コジェネに対する気候変動課徴金減免制度でもある。
環境食糧農林省（DEFRA）が認定を行う。
・Energy Efficiency - The Government's Plan for Action（2004 年 4 月）
2010 年までに 1200 万トンの炭素を削減する計画でエネルギー白書の計画（2010
年までに 1000 万トン）よりも 20%高い目標レベルとなっている。

44

45

DEFRA,“The Governmentʼs Strategy for Combined Heat and Power to 2010”, April
2004
CHPQA,“The CHPQA Standard, Quality Assurance for Combined Heat and Power”,
Nov.2004
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１．２．４

研究開発プログラム

（1）DGCD（Distributed Generation Coordinating Group）46
・位置づけ
DGCG（分散型電源コーディネーショングループ）は、英国の電力システムの一部で
ある分散型電源と電熱併給（CHP）の接続と普及を妨げている様々な障害（規制、商業、
技術面の様々な課題）の除去に関して、DTI と OFGEM（政府のガス電力市場局）に助言
するために設置された。
DGCG では、DTI と OFGEM が事務局となり、2001 年 10 月（第 1 回会合）から 6 つの
ワーキンググループにおいて、系統連系や分散型電源のオペレーションに関するテー
マについて、検討を行っている。参加メンバーは DTI、OFGEM、系統運用者、発電事業
者、配電事業者、大学関係者、コンサルタント等である。
・経緯
Distributed Generation と電熱併給（CHP）の接続と普及を妨げている様々な障害
に関しては、DGCG の前に活動した旧 EGWG（Embedded Generation Working Group の提
言（2001 年 1 月の報告））によって指摘された。
Ofgem の流通価格統制再検討など、作業の多くは既存の組織と官庁の手で実施され、
DGCG は課題の特定の面で支援し、産業全体の討論の場となった。他の面でも、電力産
業、大手コンサルタント会社、研究機関、官庁の協力を得て、DGCG とそのテクニカル･
ステアリング･グループ（TSG：Technical Steering Group）は、解決策のとりまとめ
を行った。
その結果、2005 年 1 月の時点で、DGCG はそれらの障害のほとんどは既に取り除かれ
たと報告している。そして、いくつかの長期 TSG プロジェクトは新設の Electricity
Networks Strategy Group（ENSG）に引き継ぐことになった。
なお、DGCG の運営資金は DTI の再生可能エネルギープログラムによる経済支援を受
けており、約 1.35 百万ポンドの資金が提供された。
（参考）旧 EGWG までの経緯
【段階 1】分散電源の商業化研究グループ（1995 年〜1998 年）
以下の問題点を明確にした。
・商業化の壁
・技術的バリア
・導入インセンティブの問題
【段階 2】Embedded Generation Working Group（EGWG）（2000 年初〜2001 年 1 月）
[背景]
○政府の地球温暖化防止プログラムの一貫として CHP、再生可能電源の拡

46

http://www.distributed-generation.gov.uk/coord̲group.php
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大目標設定
→CHP 容量を 2010 年までに 10,000MW へ拡大（1999 年時点で 4300MW）
→再生可能電力シェアを 2010 年までに 10%まで拡大
（1999 年時点で 2.8%）
○2000 年公益事業法により配電会社に競争促進義務
89 年電気法制定時には、配電事業と供給事業概念が未分離のまま、ラ
イセンス設計がなされたため、89 年電気法を改正（2000 年公益事業法：
the Utilities Act 2000）。
第一種供給ライセンス･第二種供給ライセンスを新たに配電ライセン
ス、供給ライセンスとして整理。
同時に、配電会社は配電ネットワーク運用者（DNO）として、発電及
び供給に関する競争を促進する義務が新たに課せられた。
[経緯]
・DTI のネットワークアクセスマネジメントに関するコンサルテーションペ
ーパーをうけて、1999 年 11 月に、分散電源事業者、配電事業者、NGC、供
給事業者、需要家、Energy Saving Trust、Ofgem、DTI、その他有識者から
なる"Embedded Generation Working Group "設置。
・2001 年 1 月、WG 報告（本報告書及び下記 7 つテーマに関する付帯報告書）
- 競争促進に関する系統運用者の報告
- 系統パフォーマンスへの分散電源の寄与に関するアセスメント
- 分散電源による補助サービス提供
- 課金原則
- 他の地域電源、小規模発電に関する論点
- 情報提供
- 将来の系統設計と管理及び事業環境

① 分散電源の商業化研究グループ
（1995 年〜1998 年）
② Embedded Generation Working Group（EGWG）
（2000 年初〜2001 年 1 月）
③ Distributed Generation Co-ordination Group（DGCG）
（2001 年 10 月〜2005 年 1 月）
④ Electricity Networks Strategy Group（ENSG）
（2005 年 2 月〜）
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・DGCG の TSG の概要
DGCG では、政策や制度の検討だけでなく、TSG において、技術的な問題に関する検
討を行っている。TSG には以下の 6 つのワークストリーム（WS）があり、それぞれ以
下の内容に関する検討を行っている。特に WS3（短期的ソリューションの検討）、WS5
（長期的ソリューションの検討）においては、Active Network Management（能動的な
系統制御）に関する検討が行われている。
①WS1：分散型電源の現状と見通し
・系統連系されている、及び今後計画されている分散型電源の把握
・検討が適切に実施されるよう、規制動向を踏まえた分散型電源の導入動向
WS1 では分散型電源の現状と予測を内容とするディレクトリー（案内書）を創設/
作成した。その過程で、分散型電源の定義、各種予測研究の比較、分散型電源が配
電網に与える影響について取り上げた主要シナリオの同定と調査も実施した。また、
このプロジェクトでは、2020 年までに再生可能エネルギーの普及率が 20%になった
場合に予想されるネットワーク･コストの研究に資する作業を実施した。
プロジェクト
1
2
3
4
5
6
7
8
9

タイトル

状 況

既存状況と予測電源の予備ディ 完了
レクトリー
現状と予測のディレクトリー

このデータの発表形式について
現在 DNOs と最終調整中

分散型電源の区分と現状に関す 完了。今後のデータベース保守
る定義

について現在 DTI と協議中

各種予測研究の比較

完了
資料参照

顧客ワークストリームが必要と 完了
する主なシナリオ特徴の同定
予測シナリオの発表と最新化

完了

世界の分散型電源プラクティス 完了
の研究
2020 年の再生可能エネルギー率 完了
20%に伴なうコストの試算
分散型電源の開発を阻むと思わ 完了
れる障壁の調査

②WS2：情報の標準化とそのソリューション
・分散型電源の分類等の方法
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・情報、及びガイダンスの提供とその標準化
・産業分野での基準の管理
WS2 の課題は技術ソリューションの業界基準、規則、エンジニアリング提言への
翻案を企画/監視することにある。同課題のかなりの部分は他の WS の作業が推進力
となった。
プロジェクト

タイトル
分散型電源の結合（banding）

状況
原初プロポーザルは完了。今後
は開発途上技術と他の TSG ワー

1

クストリームの調査結果に照ら
した見直しが必要

2

プロジェクト別情報基準

完了

3

接続プロセスガイド

完了

4

電気基準の管理/ガバナンスの 完了
見直し
エンジニアリング提言 P2/5 の表 現在ワークストリーム 3 のプロ

5

2 の改訂

ジェクト 1 で作成した草案につ
いての協議結果待ち

6
7

ライセンス条件 25 の見直し

利用者経験のさらなる証拠を求
め延期

対話式接続提示の標準化

完了

③WS3：短期的な電力系統のソリューション（〜3 年以内）
・分散型電源の活用拡大のための技術的な、制度的での、及び商業化のための電力
系統問題の検討
・現行の安全基準の下での分散型電源の電力系統セキュリティー及び適正運用への
短期的活用方策の確認（例：Active Network Management、Free Active Power、
保護装置の導入等）
WS3 では分散型電源が DNOs に提起する現下の課題の解決策を生み出すプロジェク
トを実施した。
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プロジェクト
1
2
3

タイトル
安全負担金（ER P2/5）

状況
完了
ワークストリーム 2 に付託

基本的なアクティブネットワー 完了47
ク管理
小規模分散型電源（SSEGs）が LV 完了48
ネットワークに与える影響
Is リミッタ安全ケース

現在許容可能な安全ケースの開
発作業を進めているが、その後

4

作業をワークストリーム 5 に付
託する。

5

ネットワーク分割

完了

（splitting）
連続切換え安全ｹｰｽ

6

ワークストリーム 5 が計画して
いる「Is リミッタ安全ケース」
の作業結果待ち

注）ER P2/5→「エンジニアリング提言 P2/5」のことで、1978 年に発表され、系統
の Security of Supply について規定したもの。分散型電源の負担金についても
規定しているが、その後分散型電源の性質は大きく変化し、DGCG ではこれを改
定している。
④WS4：マイクロ分散型電源（16A 以下：12〜16kW）のソリューション
・小型分散型電源の簡易かつ標準化された系統連系方法の開発
・現行の規制フレームを前提とした短期的に効果のある解決方法の検討
・小型分散型電源にとってのより好ましい規制フレームの構築に向けた現行の政策
・規制の見直しの必要性の確認（例：マイクロ･コージェネレーション設置の際の
NGC（送電会社：ナショナル･グリッド･カンパニー）への報告義務の簡素化等）
WS4 ではマイクロ電源（即ち、相当たり最高 16 A まで）の接続に関する作業を進
めている。技術と商業の両面を作業対象としている。2004 年末までに、WS4 のマイ
クロ電源関連プロジェクトは事実上完了、もしくは、既存プロジェクト･チームの想
定通りに進行していた。DCHP の実用化が始まっているため、今後 2 年間に新たな問
題が出てくるだろうが、そうしたマイクロ電源問題への資源割当てを見直すタイム

47

48

Alan Collinson, et al.,“SOLUTIONS FOR THE CONNECTION AND OPERATION OF DISTRIBUTED
GENERATION”, May 2003
Steve Ingram, et al.,“The Impact of Small Scale Emvedded Generation on the
Operating Parameters of Distribution Networks”, 2003
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リーな機会になる。
プロジェクト

タイトル
接続条件

現状
マイクロ電源の接続条件草案を

1

作成した。新接続標準条件への
編入待ち

2a

基本メータリングと輸出報奨基 Ofgem はこれらプロジェクトに
ついて中間提言を検討中。2005

準

メータリング‒ 法、規制および 年末までの完了を目指しこれら
2b

プロジェクトの再構成を計画し

商業枠組み

ている。
3

エネルギー予算によるリース･ 完了
ファイナンシング
再生可能エネルギー責任証明と DTI の再生可能エネルギー責任

4

免税証明の発生

に関する見直しと並行して作業
進行中。本プロジェクトは 2005
年に完結の見込み

5
6
7
8
9

ERG83/1 連系基準提言

完了

マイクロ電源接続の EN 基準

CENELEC（欧州電気技術標準化委
員会）との話し合い継続中

架線工事規則

完了

2002 年電力、安全性、品質、継 完了
続性規則
マイクロ電源証明問題

英国ガス産業協会がプロジェク
トを継承

ミニ電源問題

予備アンケート調査に対する反

10

応が鈍かったためプロジェクト
中止
DC 注入と「撹乱トリッピング」 ストラスクライド大学の DC 注
入に関する報告書は完了。同書

11

承認後、研究所作業に入る。撹
乱トリッピングの調査は継続

⑤WS5：長期的な電力系統の概念と選択肢
・安全確保のためのサービス
・電力品質の確保
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・アンシラリー･サービス
・独立運転
・系統設計の分析
WS5 では、技術問題を解決する新技術やアクティブ管理の可能性など、分散型電
源の長期的影響について作業を進めている。供給の質と信頼度を維持する上で、DNOs
が（例えば、ネットワーク･サービスを契約したり、孤立モードで運転能力を持つた
めにネットワークの再編パートを契約するなどして）どの程度まで分散型電源を利
用できるかが重要な側面のひとつになる。ER P2/5 以降の系統安全性の問題も WS5
の委任事項になるが、ここでの作業は他の WS の成果に左右され、またより長期的な
取組みになるので、WS5 のプロジェクトの多くは、他の作業の完成を待たねば先に進
めない。
プロジェクト

タイトル
故障レベル

状況
進行中。既存作業は 2005 年 3 月
に完了。Is リミッタに関し進行

1

中の作業はワークストリーム 3
から継承

2
3

電圧制御

進行中。2005 年初に完了見込み

能動管理

プロジェクト･チームと作業案
を設定

4

安全性

他の活動の成果待ちで延期

5

アイランド化

完了

6

補助（アンシラリー）サービス

完了49

電力の質

2010 年まで重大な問題にならな
いという EU プロジェクト分析

7

の結果を踏まえ、作業を実施せ
ず。
ネットワーク設計

作業進行中 ‒ 分散発電･持続可

8

能電気エネルギー･センターと
協力して実施中

49

9

安全性

他の活動の成果待ちで延期

10

新技術

進行中。報告書案完了

11

ネットワーク･ロス

進行中。2005 年 4 月完了見込み

Iiex Energy, UMIST,“ANCILLARY SERVICE PROVISION FROM DISTRIBUTED GENERATION”,
2004
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⑥WS6：産業界のノウハウと資源
・分散型電源の導入に関する障害を取り除くための民間組織の技術と人材資源の活
用方策
WS6 では分散型電源が DNOs に提起する課題の達成に必要な技能条件と人的資源条
件を、関連する教育/訓練の現行イニシアチブと関連付けながら、評価した。その結
果、必要な能力創出につながる刺激策についての理解が深まった。WS6 は現在進行中
の仕事はない。
プロジェクト
1
2
3

タイトル

状況

現行イニシアチブ、評価とまと 完了
め

資料参照

技能/人的資源条件

完了
資料参照

教育/訓練活動の同定と刺激策

完了
資料参照

・分散型電源に関する障壁の除去（2004 年末における概観）
DGCD が 2005 年 3 月に発行した年次報告書50によると、2004 年末時点における分散型
電源に関する各種の障壁とその除去状況を以下の一覧表形式で整理している。
レポート本文の序文においては、本表を総括して「分散型電源及び CHP の開発に係
るほとんどの障壁は除去済みであり、残る一部の障壁も除去されつつある。」としてい
る。
実際、下表によると、18、19、22、23、24 番の障壁について、障壁が残存または取
り組みが進行中であるが、その他の 19 件の障壁は既に除去されている。

分散型電源に関する障壁とその除去の状況（要約）（2004 年末）50
番号
1
2

50

障壁

状況

分散型電源の現状に関する情 除去済み
報の不足
配電事業者のための、分散型 除去済み
電源の系統連系に係るインセ
ンティブの欠如

備考
当該情報は、ENA（エネルギーネットワ
ーク協会）の Web サイトから入手可能
新しい（2005 年 4 月から適用される）
配電価格コントロール制度において、
適切なインセンティブとメカニズムが
導入されようとしている。

DGCD,“THIRD ANNUAL REPOPORT OF THE DISTRIBUTED GENERATION ON CO-ORDINATING GROUP”,
March 2005,
http://www.distributed-generation.gov.uk/coord̲group.php?action=papers
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番号
3

4
5

障壁

状況

配電事業者が、分散型電源に 除去済み
アクティブに適合した系統へ
の事前投資を行うことに関す
る不充分な展望
配電系統の開発に関する情報 除去済み
の不足
連系費用の負担に関する透明 除去済み
かつ共通な方法論の欠如

6

関連する電気標準の策定･管 除去済み
理における非配電事業者の参
加の欠如

7

ライセンス免除の分散型電源
は、TNUoS 課金の回避というメ
リットを確保するために、サ
プライアと交渉する必要があ
った。
電力取引協約において供給開
始の 3.5 時間前における Gate
Closure が義務付けられてい
たが、出力を予測しにくい風
力発電にとって不利であっ
た。
複数の電源が配電系統の同じ
セクションに連系を求めてい
る場合の、配電事業者による
標準的アプローチの欠如
分散型電源の系統連系に関す
る標準的な技術ガイダンスの
欠如

8

9

10

11

12

13

除去済み

備考

「長期的系統開発ステートメント」が
公表済み
Ofgem による新しい配電価格コントロ
ール、及びそれに付随する費用負担構
造の導入によって、費用負担の方法論
が改革された。
イングランド及びウェールズ、スコッ
トランド、及び全英の配電規約レビュ
ーパネルの構成とルールが変更済み。
また Ofgem の主導により、配電商業フ
ォーラムが創設済み。
BSC（Balancing and Settlement Code）
規約の改正により、許可されたライセ
ンス免除の分散型電源は左記メリット
を享受できるようになった。

除去済み

Gate Closure 時間が 1 時間前に短縮さ
れ、風力等の電源は系統運用者に、よ
り正確な出力予測を提供できるように
なった。

除去済み

標準ライセンス条件のもと、配電事業
者の課金ステートメントにおいて、標
準的アプローチが設定されるようにな
った。
Solutions for the Connection and
Operation of Distributed Generation
（2003 年 7 月）、Technical Guide to the
Connection of Generation to the
Distribution Network（2003 年 12 月）
が発行された。
技術推奨（ER）P2/5 のレビューが完了
した。

除去済み

技術推奨（ER）P2/5 は最近の 除去済み
発電技術をカバーしてなかっ
た。
マイクロ電源が電力供給規制 除去済み
1988 においてカバーされてい
なかった。
マイクロ電源に関する適切な 除去済み
連系ガイダンスの欠如
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ESQC 規制 2002 がマイクロ電源をカバ
ーしている。
技 術 推 奨 （ ER ） G83/1 及 び Wiring
Regulations Guidance Note7 の発布に
より対応済み。

番号

障壁

状況

備考

14

電力契約者がマイクロ電源を
接続した私的な電気設備を設
置する場合のガイダンスの欠
如
マイクロ電源に関する ER G83
と BS7671（かつては Wiring
Regulations）の潜在的な不一
致への懸念
30 分メータリング要件はマイ
クロ電源にとって不当に高コ
ストであった。
エネルギー効率コミットメン
トの認定を受けたマイクロ電
源が存在しなかった。
系統連系に関する標準条項
が、ESQC 規制と ER G83/1 にお
いて規定されている fit and
inform 義務にマッチしていな
い。
マイクロ電源出力の取引メカ
ニズムの欠如

除去済み

IEE のガイダンス Note 7 が現在そのよ
うなガイダンスを提供している。

除去済み

WS4 P07 参照

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

除去済み

ER G83 でカバーされる機器（マイクロ
電源）については、BSC Modification
P81 が左記要件を除去した。
除去済み 適切な試験手続き及び季節パフォーマ
ンスインデックスが創設され、現在 2
つの 5kW 電源が認定されている。
除 去 プ ロ 系統連系に関する標準条項（Standard
セ ス の 途 terms）に関する検討が、配電事業者と
上
サプライヤの間で続けられている。

障 壁 が 残 電力取引協約（Electricity trading
存
arrangements）は、マイクロ電源を念
頭において設計されていない。今後更
なる取り組みが必要。
小型分散型電源（連系電源） 除去済み DGCG の WS3 P03 においてモデルを開発
の低圧系統への影響に関する
済み
不充分な理解
送電系統が再生可能電源や分 除去済み スコットランドの 2 つの送電系統運用
散型電源を受け入れるための
者と DTI、Ofgem が、スコットランドで
投資に関するメカニズムの欠
増加している再生可能電源からの送電
如
に必要な設備投資に関する取り組みを
行っている。1 つの系統増強が認可され
た。更なる認可が続く予定。これらに
おいて、設備投資の有効性が実証され
るであろう。
分散型電源に関する EU の R&D 障 壁 が 残 左記の現状は英国のエネルギー白書
プロジェクトに対する英国の 存
（における分散型電源の促進強調）と
参加が不充分
矛盾している。これは DTI が更に考慮
すべき事項である。
電力エンジニアリングのスキ 障 壁 が 残 DGCG の WS6 レポートを参照
ルと質の高い人材が潜在的に 存
不足している。
分散型電源は、配電電圧にお 作 業 進 行 DGCG の TSG が、分散型電源によるアン
けるアンシラリー･サービス 中
シラリー･サービス提供に関する技術
提供（契約）を容易に請け負
的･商業的側面に関するペーパーを公
うことができない。
表した。
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・今後の課題
T=技術問題、C=商用問題、M=市場問題
連番

主題

T/C/M

担当機関

期限

これまでの作業

アンシラリー･サービス

1a

1b

1c

既存 DG のアンシラリ
ー･サービス提供を実
現するオプション（ネ
ット基盤）
常設予備力市場への
参加を期し DG 統合の
実現に必要なコミュ
ニケーションやその
他メカニズムを開発
DG の対応/予備力サー
ビス提供を可能にす
る TSO の市場メカニズ
ムの拡大適用を検討

1d

DG が（関連コミュニケ
ーション、制御技術を
含む）供給サービスの
DNO セキュリティーを
契約できるように相
対契約枠組みを検討

1e

アンシラリー･サービ
ス契約の開発 を始
める際の基礎として
RPZs （ 登 録 電 力 ゾ ー
ン）の利用を検討

1f

アクティブ管理系統
のネットワーク制約
とその結果 DNOs が引
渡しできなくなるリ
スクの面からアンシ
ラリー･サービスの提
供を検討

配電委員会
T

T/M

電力ネットワ 2010 年 TSG P06 の 報 告 書
ーク調整グル まで
「 分散電源に よる
ープが送電/
アンシラリー･サー
配電両委員会
ビスの提供 49」の中
で予備検討
への作業配分
を検討する
送電委員会
Ofgem

M

C

T/C

C

2010 年 TSG P06 の 報 告 書
まで
「 分散電源に よる
アンシラリー･サー
ビスの提供 49」の中
で予備検討

2010 年 TSG P06 の 報 告 書
まで
「 分散電源に よる
アンシラリー･サー
ビスの提供 49」の中
で予備検討

2010 年 TSG P06 の 報 告 書
配電委員会
まで
「 分散電源に よる
配電商業フォ
アンシラリー･サー
ーラム
ビスの提供 49」の中
で予備検討
配電委員会
2010 年 TSG P06 の 報 告 書
（配電商業フ まで
「 分散電源に よる
ォーラム）
アンシラリー･サー
ビスの提供 49」の中
で予備検討
配電委員会
2010 年 TSG P06 の 報 告 書
（配電商業フ まで
「 分散電源に よる
ォーラム）
アンシラリー･サー
ビスの提供 49」の中
で予備検討
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連番

主題

1g

DG の対応/予備力サー
ビス提供を可能にす
る TSO の市場メカニズ
ムを配電レベルに反
映させることを検討

1h

ネットワーク･セキュ
リティーの資金調達
における capex/opex
間の将来バランスと
その規制処理を検討

T/C/M

担当機関
配電委員会
Ofgem

期限

これまでの作業

M

2010 年 TSG P06 の 報 告 書
まで
「 分散電源に よる
アンシラリー･サー
ビスの提供 49」の中
で予備検討

C

現在（2005 年 2010 年 TSG P06 の 報 告 書
10 月）および まで
「 分散電源に よる
今後の価格統
アンシラリー･サー
制 面 で は
ビスの提供 49」の中
で予備検討
Ofgem

アイランド化問題

2a

2b

2c

2d

技術構築問題に照ら
して ER G59/1 と G75
の最新化を検討し、DG
利用アイランドの提
供を熟考

配電委員会
エネルギーｰ･
ネットワーク
協会

TSG WS5、プロジェ
クト 5 第 2 期報告書
「 配電ネット ワー
ク のアイラン ド化
運用」
（ʼ04 年 9 月）
参照

配電委員会
エネルギーｰ･
ネットワーク
協会
DTI（エンジニ
アリング局）

TSG WS5、プロジェ
クト 5 第 2 期報告書
「 配電ネット ワー
ク のアイラン ド化
運用」
（ʼ04 年 9 月）
参照

DG によるアンシラリ
電力ネットワ
ー･サービスとアイラ
ーク調整グル
ンド支援提供の共通
ープが送電/
T/C/M
問題とﾀｲﾑｽｹｰﾙを検討
配電両委員会
への作業割当
てを検討

TSG WS5、プロジェ
クト 5 第 2 期報告書
「 配電ネット ワー
ク のアイラン ド化
運用」
（ʼ04 年 9 月）
参照

DG 支援により成功さ
せるアイランド化の
開発と実験において
RPZs と技術構築研究
がどのように相互作
用するか検討

TSG WS5、プロジェ
クト 5 第 2 期報告書
「 配電ネット ワー
ク のアイラン ド化
運用」
（ʼ04 年 9 月）
参照

電圧/周波数変位制限
に対するより確率的
アプローチを用いた
ESQCR 改正を検討

T

T

T

配電委員会
技術構築イニ
シアチブ
エネルギーｰ･
ネットワーク
協会
DTI（エンジニ
アリング局）
HSE も関心
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連番

主題

2e

技術構築活動（イニシ
アチブ）に DG 利用に
よるアイランド化開
発のルートマップの
検討を含め、2024 年以
降の DNO ネットワーク
の必要条件を提案

T/C/M

T

担当機関

期限

これまでの作業

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

TSG WS5、プロジェ
クト 5 第 2 期報告書
「 配電ネット ワー
ク のアイラン ド化
運用」
（ʼ04 年 9 月）
参照

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

ʼ04 年 12 月 7 日の
技 術運営グル ープ
の 会議で問題 とし
て認知。作業はまだ
開始していない。

2f

アイランド化とアン
シラリー･サービス
各々の市場構造の相
関関係を検討

2g

負荷を電源に合わせ
る手法（デマンドサイ
ド･マネジメントと貯
T/C/M
蔵）

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

ʼ04 年 12 月 7 日の
技 術運営グル ープ
の 会議で問題 とし
て認知。作業はまだ
開始していない。

防護設備の改造とそ
の運転モードの事前
設定を検討
T

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

ʼ04 年 12 月 7 日の
技 術運営グル ープ
の 会議で問題 とし
て認知。作業はまだ
開始していない。

T/C

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

ʼ04 年 12 月 7 日の
技 術運営グル ープ
の 会議で問題 とし
て認知。作業はまだ
開始していない。

T/C

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

ʼ04 年 12 月 7 日の
技 術運営グル ープ
の 会議で問題 とし
て認知。作業はまだ
開始していない。

2h

2i

ネットワーク･ゾーニ
ングと同期継電器敷
設の方法とそれに伴
うコスト

M

負荷脱落直後の故障
制御に関する提言を
検討
2j
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連番

主題

T/C/M

2k

アイランド化防護の
さらなる研究をリス
クによる差別評価に
よって推進

担当機関

期限

配電委員会
技術構築イニ
シアチブ

これまでの作業
Econnect 報告書「配
電 系統に組み 入れ
た 輪番発電所 のア
イランド化防止」の
中で提言（ʼ04 年
11 月）

T

技術構築とネットワーク管理
3a

故障レベルと Is リミ
ッタ

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
クト 2 の作業ʼ04
年秋に開始

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
クト 3 の作業案を
作成中

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
クト 8 に着手（ʼ04
年 10 月）

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
クト 10 がʼ04 年末
までに報告予定。そ
の提言は要検討

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
ク ト 11 に 着 手
（ʼ04 年 10 月）

配電委員会

TSG WS5、プロジェ
クト 4 延期（ʼ04
年 11 月 2 日時点）

配電委員会

2010 年 TSG WS5、プロジェ
ま で 問 クト 7 延期（ʼ04
題 化 の 年 11 月 2 日時点）
恐れな
し

T

3c

電気事業者規模の貯
蔵の技術面など、アク
ティブネットワーク
管理（連番 6a も参照）

3d

系統事例を生み出し
現在の DNO 設計プラク
ティスを文書化する
UKGDS を使い、ネット
ワーク設計研究

T

T

新技術
3e

T

ネットワーク損
3f

T
セキュリティー

3g

T
電力品質

3h

TSG WS5、プロジェ
クト 1 の作業進行
中

T

電圧制御
3b

配電委員会

T
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連番

主題

T/C/M

安全性

3i

3j

3k

3l

3m

3n

T

ネットワーク料金構
造開発の情報提供の
ため、Ofgem の価格統
制モニタリング/見直
しプロセスに情報イ
ンプット
風力発電を接続して
いる電力系統の動態
安定度。動態整合性、
安定度および系統一
体性を確保するため
発電所の全体管理戦
略を検討

T/C

T

担当機関

期限

配電委員会
エネルギーｰ･
ネットワーク
協会
DTI（エンジニ
アリング局）
HSE

これまでの作業
TSG WS5、プロジェ
クト 9 延期（ʼ04
年 11 月 2 日時点）

電力ネットワ 進行中
ーク調整グル
ープ経由で配
電委員会と送
電委員会
Ofgem（ネット
ワーク）
電力ネットワ
ーク調整グル
ープが送電/
配電両委員会
への作業配分
を検討

商用インプリーケー
電力ネットワ
ション（コストを反映
ーク調整グル
した周波数応答価格
ープが送電/
設定など）や DFIG 風
配電両委員会
T/C/M
力タービン慣性効果
への作業配分
のさらなる研究など、
を検討
風力発電の故障乗切
り特性
アクティブネットワ
電力ネットワ
ーク管理の構成要素
ーク調整グル
と し て デ マ ン ド サ イ T/C/M ープ
ド･マネジメントのオ
配電委員会
プションを検討
アクティブネットワ
電力ネットワ
ーク管理の構成要素
ーク調整グル
と し て 電 気 事 業 者 規 T/C/M ープ
模のエネルギーｰ貯蔵
配電委員会
のオプションを検討
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「 電力系統動 態安
定度の特徴の概説」
分散電源･持続可能
エネルギー･センタ
ー、ʼ04 年 10 月

「 英国におけ る風
力 発電の故障 乗切
り能力の価値」分散
電源･持続可能エネ
ルギー･センタ
ー、ʼ04 年 10 月

連番

3o

3p

3q

主題

T/C/M

担当機関

初期の検討進行中

C/M

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
技術構築イニ
シアチブ

技術構築。将来シナリ
電力ネットワ
オ採用の関係者、実現
ーク調整グル
者/障壁を同定
T/C/M ープ
技術構築イニ
シアチブ
技術構築。現行基準を
電力ネットワ
見直し、基準が将来シ
ーク調整グル
ナリオに与える影響
ープ
T
を評価
技術構築イニ
シアチブ

初期の検討進行中

技術構築。技術構築イ
ニシアチブの規制/ビ
ジネス上のコンテク
ストを規定

期限

これまでの作業

PB パワーと共同で
「 要求仕様」 を作
成。
初期の検討進行中

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
技術構築イニ
シアチブ

作 業はまだ開 始し
ていない。

3r

技術構築。将来シナリ
オで果す調達モデル
の役割を見直し、商用
推進要因が新技術や
革新的ソリューショ
ンの配備に与える影
響を評価

作 業はまだ開 始し
ていない。

3s

技術構築。技術シナリ
電力ネットワ
オを評価するツール、
ーク調整グル
低リスク実施手法、各 T/C/M ープ
種シナリオの成果指
技術構築イニ
標を開発
シアチブ
電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
技術構築イニ
シアチブ

作 業はまだ開 始し
ていない。

3t

技術構築。計画、運転、
保守の管理サイクル
に対する新技術の効
果を調査。それに伴う T/C
技能要件を同定。技能
訓練の内容にインプ
ット
技術構築。ネットワー
ク必要条件の展開に
最も適当な将来シナ
リオを同定

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
技術構築イニ
シアチブ

作 業はまだ開 始し
ていない。

3u

T/C

T/C
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連番

3v

主題

T/C/M

技術構築。既存/新規
インフラストラクチ
ャーの相互運用性に
係わる光電流設備
（ light
current
facilities）など、将 T/C/M
来開発の基礎として
現行ネットワークを
評価

担当機関

期限

電力ネットワ
ーク調整グル
ープ
技術構築イニ
シアチブ

これまでの作業
技 術構築イニ シア
チ ブ内の小グ ルー
プが「要求仕様」を
作成中。

マイクロ電源問題

4a

Ofgem
マイクロ電源の供給
面のインプリケーシ
ョン（メータリングや T/C/M
DNO の責任など）

4b

DTI のマイクロ電源戦
DTI（エネルギ
略にインプットし、そ
ーｰ戦略ユニ
T/C/M
の後の作業を進める
ット）
Ofgem

4c

マイクロ電源発電量
の取引機会を検討

4d

再生可能エネルギー･
マイクロ電源の ROCs
（再生可能エネルギ
ーｰ責任証明）へのア
クセス

4e

4f

4g

マイクロ電源導入住
宅の輸入プロファイ
ル改訂を検討
3 相、メータの 1 相で
逆エネルギーの測定

DC 許容レベルと発生
の可能性がある撹乱
トリッピングを検討

M

配電委員会
Ofgem

T

進行中

配電委員会

TSG、WS4、プロジェ
クト 4 が現在作業
中

配電委員会
Ofgem（規約改
正）
エレクソン

エ レクソンは 既に
マ イクロ電源 の輸
出 プロファイ ルを
作成。

C/M

M

2005 年 Ofgem 協議ペーパー
半ば
を草稿中（ʼ04 年
12 月 8 日時点）

Ofgem（メータ
リング）
配電委員会
配電委員会

T
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TSG、WS4、プロジェ
クト 11 が現在作業
中

連番

主題

T/C/M

担当機関

期限

これまでの作業

地域社会エネルギーｰ計画

5a

5b

5c

5d

「私有電線」と DNO ネ
ットワーク利用のイ
ンターフェース。料金
請求、予備設備の処
遇、その他関連問題を
検討
認可供給者との現在
の「販売および買い戻
し」契約より大きな柔
軟性の実現の検討を
含む、ROCs へのアクセ
ス
無線遠隔切換えより
速い反応時間が必要
なため、小規模風力発
電を家庭用貯蔵放熱
器負荷に合わせる切
換システム

最小規模の発電事業
者の発電量を地元取
引するためのメカニ
ズムの検討（できれば
NETA/BETTA 外部で）

C/M

配電委員会
Ofgem

一部活動経験（地区
ワ ーキング委 員会
など）

DTI
スコットラン
ド行政府
Ofgem

DTI とスコットラン
ド 行政府が検 討中
の 命令改正の オプ
ション（ʼ04 年 11
月 2 日時点）

配 電 委 員 会 期 限 な これらが現実に DNO
（モニタリン し
接 続している 証拠
グのみ）
はない。ネットワー
ク に影響が出 る場
合に備え、状況展開
の 情報収集を 続け
て いるケース はあ
る。
Ofgem
SCA メ ー タ 分 割 方
式。電力供給ライセ
ン スの供給責 任を
免除

その他の問題

6a

6b

新しい電気事業者規
電力ネットワ
模の貯蔵技術のモニ
ーク調整グル
T/C/M
ターと評価（連続番号
ープ
3c 参照）
「分散電源の利点」の
M
利用可能性と携帯性
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DTI は小規模貯蔵の
一 部研究に資 金提
供

DGCG の TSG で取り扱われた障害解決のための短期的･長期的な技術検討項目を障害
内容別に表 9 に示す。51

なお、各検討項目の詳細については、5.2｢技術開発に関する

調査｣に記載する。
図 25

DGCG の抽出した障害内容と解決のための技術検討項目

障害内容
・
短絡容量増加

適正電圧維持

過負荷

・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術解決策検討項目
短期的
長期的
配電系統の構成変更（再構成、 ・ 非線形限流インピーダンス
・ 超伝導装置
分割）
Is 制限器
複数電源の順次開閉
積極的な短絡容量管理
・ 統合電圧調整器
電圧調整器
・ STATCOM
キャンセレーション CT
・ アクティブネットワーク
仮想 VT
アクティブネットワーク
過負荷時分散型電源出力規制
・ デマンドサイドマネージメン
動的な過負荷許容値管理
ト

また、DGCG において検討された将来の配電系統のビジョンの記述｢DGCG2005 年 6 月
発行の技術アーキテクチャー−第 1 回報告書｣52を以下に記すが、将来の配電系統はま
だ、不確定要素が多すぎ、具体的なビジョンを描くことができない実情が読み取れる。
【英国の考える将来の配電系統のビジョンに関する記述抜粋】
2050 年という遠い将来の需要と利用
可能なソリューションを予言すること
は非現実的であろう。電力網の本質で
ある多額の投資と遅いライフサイクル、
さらに、電力網に課せられる不確実な
外部制約は、予測のための、そして枠
組み設計オプションの開発のための革
新的なアプローチが必要とされること
を示唆している。
業界の技術的方向は、スーパータン
カーとそれが必要とする大きな旋回半
径にたとえられる。将来の電力網に柔
軟性を与えるためには、初期段階およ
び形成段階で「方向」に影響を及ぼす
ことができるよう、設計の過程である
程度の敏捷性を導入し、利害関係者に
とっての巨額のコストやリスクを回避
できるようにする必要がある。
起こり得る将来シナリオ（たくさん
ある）に目を向ける場合、そのどれを
実現する場合も必要とされる共通のま

51

52

技術アーキテクチャーは、集中型プラント･モデルから能動
的ネットワーク･モデルへの移行に関するものである。
集中型プラント・モデル

能動的ネットワーク・モデル



通常は中央計画



通常は自由市場



大規模発電による規模
の経済の活用



小規模発電



長距離送電線



あらゆる電圧レベルで
の発電、送電、配電



受動的配電網



オンサイト発電



分散型発電はわずかま
たは皆無



電力網にやさしい需要
（DSM）



能動的/インテリジェン
ト配電網

移行プロセスの特徴


青写真なし



部門間の協力作業



必勝なし



政府および規制当局が
指示ではなく後押しす
る



多くの増分変化



官民協力



多少の飛躍的変化



有機的で適応性のある
プロセス

DISTRIBUTED GENERATION CO-ORDINATING GROUP TECHNICAL STEERING GROUP REPORT
“SOLUTIONS FOR THE CONNECTION AND OPERATION OF DISTRIBUTED GENERATION”,July 2003
DGCG“TECHNICAL ARCHITECTURE ‒ A FIRST REPORT The Way Ahead”,June 2005
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たは包括的なソリューションを探し、計画の展開における最初のステップとしてそれらをスケジュー
ルすることが、当然と思われる。それらのプロジェクトを特定し、例えば 2 年間にわたって実施する
ことができる。
それと並行して、上で述べたもの以降の将来の 2 年間の作業を定義する他のプロジェクトを評価･
提案し、変化する状況と新たな技術を考慮する一種の回転方式を可能にすることが賢明であろう。統
合設計原則に対するこの戦略的アプローチは、すべての当事者のリスクを減らしつつ、英国の電力産
業全体を共通の方向に進ませる。そうした統合設計原則が、業界のさまざまな規約、規格、運転原則
に組み込まれれば、サプライチェーン全体に恩恵が及ぶことになる。
規制、健康と安全、環境、商業など技術以外の側面が果たす役割も、きわめて重要である。これ
らの要素はたいていの場合、特定の「革新技術ソリューション」が採用されるのか、あるいは商業的
に実行可能なのか、その成否を左右する。これらの事柄を柔軟に解決するメカニズムを採用しなけれ
ばならない。プロジェクトは、採用の技術的障害のみならず、技術以外の障害も特定し、それにより
非技術的な環境方針を変更したり、あるいは既存の枠組みによって同じ結果を達成するための費用を
特定したりなど、最適な解決に関して決定を早い段階で下せるようにすべきである。この方法により、
十分に情報を得た上で決定を下せるようにするための透明性が確立される。たとえば、規制サイクル
は、多くの配電系統運用機関（DNO）の計画期間に影響を及ぼしており、以前は 40 年以上だったもの
が場合によっては 5 年あるいはそれ以下になっている。
従来は広く利用や導入が行われてこなかった技術が、将来は一定の役割を担うようになる（たと
えば、デマンド･サイド･マネジメント（DSM）、エネルギー貯蔵、波力･潮汐･ソーラー発電）。燃料電
池、超伝導材料、さまざまな形態のナノ技術といった有望な新技術は、さらに開発が進められる。こ
れらの技術を経済的に利用するには、技術アーキテクチャーは、それらの技術間で競合するニーズの
バランスをとり、共通のインタフェースを提供することで、望ましい規模の経済が量的に達せられる
ようにする必要がある。
2050 年までに CO2 排出量を 60%削減するという目標を達成するには、応答性負荷（配電系統の安定
化を助ける技術となる）など大型家電市場の一部となり得る革新的な技術用途とともに、損失抑制と
エネルギー効率改善の必要性を電力網アーキテクチャーに反映させる必要がある。
将来の移行計画は、今始まる。電力網に設置される新たな設備は、そのどれもが、将来のアーキ
テクチャー課題にとって問題にも解決策の一部にもなる。従って、提言にまとめられているプロジェ
クトを不必要に遅れさせずに実施し、不経済なミスを生じさせないことが肝要である移行のために採
用すべきプロセスの指針は、提案プロジェクトの 1 つのテーマである。
アイランド化サービスや支援サービスといった問題に対処するために、リアルタイム取引という
観点から電力市場に技術革新を導入するには、ここでもやはり、一貫した方法による電力網の整備が
必要になろう。
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（2）ENSG（Electricity Networks Strategy Group）
DGCG の活動が 2005 年 1 月で終了し、その後をついで引き続き分散電源と電力系統
の問題を扱うための組織が ENSG である。ENSG の概要については下記の通り53。
DGCG 及び TSG の作業により、分散型電源の増加の障害となる事項のほとんどは取り
除かれ、電力系統の開発に関する事項が一般に広く知られるようになった。
ENSG（電力系統戦略グループ）は、以下の目的のために配電会社、送電会社、発電
事業者、Ofgem、DTI、Defra などが集まり設置される。
・低炭素の未来への移行のための、技術的･経済的な送配電ネットワークに関する試
み
・低炭素経済への障害除去に寄与するための送電及び配電ワーキンググループの創
設
・大臣及び Ofgem への提言
・活動成果の広範な普及
・大臣及び Ofgem への年次報告
上記のように、ENSG の下には送電ワーキンググループ、及び配電ワーキンググルー
プ（DWG：Distribution Working Group）が創設され、DGCG における TSG において最
終報告書が出されていないプロジェクト（microgeneration：WS4, long-time issues：
WS5）の検討から作業を開始する。
DWG の主な活動は下記 4 つのプログラムに分けられる。
Programme 1: Horizon scanning：現状の評価（技術、開発、調査研究）及び将来
の浸透率のトレンド評価、18-24 ヶ月以内に始まるプログラムの策
定など
Programme 2: 低炭素経済のネットワークデザイン：低炭素エネルギー技術と両立
できる技術、ツール、技能、プロセス、基準
Programme 3: アクティブネットワークマネジメントの実現：アクティブな運用を
可能とする電力システムに必要な技術、プロトコル、ツール、プロ
セス、技能の開発と基準化
Programme 4: 小規模発電の促進：電力系統に電力を流さない（家庭のような）需
要家に適する発電装置に関する開発の継続。
DWG のメンバーは配電会社、大小規模発電事業者、技術者、大学、IEE、ENA、DTI、
Ofgem などから構成される。

53

Electricity Networks Strategy Group, Information note“The Future of This Website”,
http://www.distributed-generation.gov.uk/index.php
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（3）再生可能エネルギー支援プログラム（Renewables Support Programme）
本プログラムは DTI が推進する再生可能エネルギー、及び分散型電源に関する基礎
から実用化までの支援プログラムであり、具体的には以下のスキームから構成されて
いる。
①

新エネルギー･再生可能エネルギーR&D プログラム

（New & Renewable Energy R&D Programme）
http://www.dti.gov.uk/renewables/renew̲4.3.1.htm
1900 万ポンドの予算で、産業界のバイオ燃料、燃料電池、太陽光、オフショ
ア風力、エネルギー貯蔵を含む分散型電源、波力、潮力、小水力関連 R&D に補
助する。
②

産業促進･情報開発プロジェクト

（Industry Promotion and Information Development Projects）
2003 年時点では存在。2005 年 4 月現在存在するかは不明。英国の再生可能エ
ネルギー業界の技術力広報、輸出促進、製品化前段階での開発補助などを実施。
③ キャピタル･グラント･スキーム（Capital Grants Scheme）
http://www.dti.gov.uk/renewables/renew̲4.3.2.htm
英国の再生可能エネルギー促進に寄与する実証試験への補助で、オフショア
風力、バイオ燃料発電、小規模バイオマス熱供給が対象。
④

エネルギー研究センター

http://www.rcuk.ac.uk/press/20040331energy.asp
新たな全国エネルギー研究センター（UK Energy Research Centre（UKERC））
が研究審議会（Research Council）によって 2004 年 4 月に設立された。研究審
議会の sustainable energy initiative に沿って、関連する物理、環境、およ
び生物科学の調査研究が推進され、また、社会および経済に関する研究も実施
されることになる。
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１．２．５

電力供給状況

（1）電源構成
IEA 統計によると、2003 年における英国の発電源別シェアは、天然ガス 37.3%、石
炭 35.2%、原子力 22.2%となっている。

太陽光, 0.0%

太陽熱, 0.0%

地熱, 0.0%

風力, 0.3%

水力, 1.5%

石炭, 35.2%

原子力, 22.2%
廃棄物, 0.4%
ﾊﾞｲｵﾏｽ, 1.3%
天然ガス, 37.3%

石油, 1.8%

図 26 英国の発電電力量構成（2003 年）
〔出典〕IEA 統計54

また、2002 年における電源容量は、火力 77.4%、原子力 16.2%、水力他 6.3%となっ
ている55。
発電部門では、2002 年 5 月現在 73,455MW の発電能力を有しており、旧国営会社 3 社
を中心に、AES や TXU など外資系の発電会社が多数存在（約 60 社）している。
卸売市場では、2001 年 3 月よりプール制を廃止、新たな卸電力取引制度（NETA：New
Electricity Trading Agreement）が開始されている。NETA では、①先物市場、②ス
ポット市場、③需給調整市場の 3 つの市場から形成されている。市場には、発電事業
者をはじめ、小売事業者、トレーダー、大口需要家等が参加、相対での自由な取引が
行なわれ、系統運用者である National Grid が需給調整市場を通じて需給の不均衡を
解消するシステムとなっている56。
尚、2005 年 4 月からは NETA をスコットランドまで拡大した英国電力取引送電制度
（BETTA：British Electricity Trading and Transmission Arrangements）が運用を
開始している。
スコットランドでは、Scottish Power と Scottish and Southern Energy の 2 社に
よる発送配一貫操業が行なわれている（発電部門において British Energy が原子力
54

55
56

http://www.iea.org/Textbase/stats/electricityoecd.asp?oecd=United+Kingdom&Subm
itB=Submit
http://www.jepic.or.jp/overseas/data/index03.html
日本エネルギー経済研究所、英国
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発電所を所有、2 社に販売している）。
北アイルランドは、現在 4 つの発電所があり、Premier Power（British Gas の子会
社）、AES 等が所有している。送･配電（規制事業）は Northern Ireland Electricity
（NIE)が行なっている。また小売事業は段階的に自由化が進められ、2000 年 4 月に
は最大電力 1MW 以上もしくは年間需要量 0.79GWh 以上の消費者は、発電事業者から直
接あるいは NIE 以外の供給事業者から購入することが認められている57。
参考までに英国における電力市場自由化の経緯を以下に示す。
1983 年

エネルギー法成立（発電部門への新規参入）

1989 年

電気法（Electricity Act 1989）成立

1990 年

電気法施行。発電会社 3 社（National Power、PowerGen、British Energy）、
送電会社 1 社（National Grid）、配電部門 12 社に分割･民営化。強制
プール市場を創設、国有電力会社を分割民営化、1MW 超の需要家に小売
供給事業者の選択権

1994 年

100kW 超の需要家の市場自由化

1999 年

家庭用を含めた全面自由化

2000 年 National Power を Innogy（国内）、International Power（海外）に分
割
2001 年 プール制度を廃止、新たな卸電力取引制度（NETA：New Electricity Trading
Agreement）が開始
2005 年 英 国 電 力 取 引 送 電 制 度 （ BETTA ： British Electricity Trading and
Transmission Arrangements）が運用を開始

57

日本エネルギー経済研究所、英国
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（2）系統構成
・英国の電力供給系統

図 27

英国の電力供給系統（2004 年現在）

〔出典〕DTI、Digest of United Kingdom Energy Statistics 200558

・送電系統
英国内の送電系統運用者（兼所有者）は Scottish Hydro electric Transmission
社、Scottish Power 社、National Grid 社の 3 社である。系統運用事業者として 1
日 24 時間、分刻みで需給バランスを調整している。顧客は発電事業者、配電事業
者、供給事業者、相互接続線利用者、数件の大規模直結利用者である。
イングランド･ウェールズ地域（E&W 地域）の送電系統（グリッド）は「スーパー
グリッド」と呼ばれ、400kV 系統と 275kV 系統で構成される。この内、275kV 系統

58

http://www.dti.gov.uk/energy/inform/dukes/dukes2005/index.shtml
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はマンチェスター、リバプール等の工業都市周辺やロンドン周辺での利用に限られ、
基幹送電系統としての役割は 400kV 系統によって果たされている。初期の送電系統
（132kV）は、その大部分が 1964 年に現在の配電会杜に移管された。スコットラン
ドの送電系統は 400kV、275kV、132kV 系統で構成されている。400kV 系統はグラス
ゴー周辺で運用されている。北アイルランドの送電系統は主に 275kV 系統と 110kV
系統で構成されている。E&W 地域とスコットランドの系統は 2 ルート（400kV）で連
系されている。北アイルランドとスコットランドは海底直流ケーブル（50 万 kW）
で連系されている。
国際連系については、フランスとイングランド･ウェールズ地域が定格電圧±
270kV、200 万 kW の海底直流ケーブルで、アイルランドと北アイルランドが 275kV、
30 万 kW で連系されている。

会社名

送電線[回線延長 km]

最大電力 送電電力量

接続

架空線

地中線

[万 kW]

[億 kWh]

発電所数

National Grid

13,891

621

5,101

3,020

70

Scottish Power

3,851

247

438

329

4

Scottish Hydro Electric

4,700

56

164

118

54

Northern Ireland Elec.

1,268

39

166

76

4

〔出典〕Electricity Association59

図 28 送電設備の概要
平均的な電気料金（230 ポンド〔付加価値税を除く〕）の内訳は下記の通り。送電
費用は全体の 3%とわずかである。

59

同協会は 2003 年 9 月 30 日に閉鎖され、下記の 3 協会が業務を承継。
・Association of Electricity Producers, http://www.aepuk.com
・Energy Networks Association, http://www.energynetworks.org
・Energy Retail Association, http://www.energy-retail.org.uk
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The average
domestic bill is ~£230
(excl. VAT). It is
made up of the
following
components:

Supply
30%

Generation
39%

Environment/
Social
3%

Transmission
3%
Distribution
25%

Source - Ofgem

図 29 平均的電気料金の内訳

図 30 冬季最大電力時の潮流状況60

60

http://www.nationalgrid.com/uk/library/documents/sys05/print.asp?chap=7
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（3）配電系統61
配電系統に使用されている標準電圧は、132kV-33kV-11kV-415/240V となっている。
これらの他、66kV、22kV、6.6kV の配電系統もあるが、いずれも新規設備としては採
用されていない。また、最近では、高負荷密度地域を対象として 132kV から 11kV へ直
接降圧する変電所を採用する配電会社もある。
都市部における高圧配電線は地中線方式となっており、負荷切替、事故時の対応の
ため、同一変電所あるいは隣接変電所間で連系され、オープンリング方式で運用され
ている。11kV から 415/240V に降圧する変電所は需要家家屋の一部、住宅地の一角に
設置されており、通常路上や地中には設置されない。
低圧系統では三相 4 線式で三相 415V、あるいは単相 240V で低圧需要家に供給され
ている。都市部では低圧配電線は地中線方式で、地中に設置されたリンクボックスに
よりできるだけ他のバンクと連系する努力が払われている。
郡部における高圧配電線は通常、樹枝状の架空線方式である。事故多発地区や長時
間停電地区については他フィーダとの連系化が図られている。なお、英国は従来の
240/415V から欧州の電力規格である 230/400V へ移行中である。また、地中化率は全
国平均で 57%であるが、ロンドンではほぼ 100%、北スコットランドでは 30%程度と開
きがある。農村部では木柱による架空配電が一般的である。地中ケーブルには高圧、
低圧ともにアルミ導体紙絶縁ケーブルが使用されている。
電圧と周波数62は、2002 年電気安全･品質･導通規則（第 7 部 27 条）で規定されてい
る。周波数は 50Hz±1%、電圧は配電事業者と需要家との間で合意がなされた場合を除
き、低圧（230V）が-6%/+10%以内、132kV 未満の高圧が±6%以内、132kV 以上の高圧が
±10%以内と規定されている。

61
62

海外電力調査会、海外諸国の電気事業
“海外諸国の電気事業 第 1 編 2003 年”では、
「電圧と周波数は電力供給規則で規定さ
れている。周波数は 50Hz±1%、電圧は配電事業者と需要家との間で合意がなされた場
合を除き、132kV 未満の系統では±10%と規定されている。」と記述。
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図 31 配電設備の概要（2000 年度）
会社名

需要家

最大

密度

電力
2

[軒/km ]

[万 kW]

配電線回線延長
地

中

架

空

[km]
合

計

East Midlands

149

507

44,053

24,049

68,102

Midlands

176

490

35,936

24,202

60,138

London

3,128

472

30,342

42

30,384

Manweb

150

311

28,230

21,483

49,713

Northern

105

289

27,274

17,293

44,567

Norweb

181

455

43,962

13,857

57,819

Seeboard

253

426

32,900

12,300

45,200

Southern

160

614

45,750

27,850

73,600

Eastern

162

620

55,749

35,042

90,791

South Wales

85

207

16,387

18,597

34,984

South Western

95

269

19,406

29,867

49,273

199

430

15,556

40,000

55,556

12

163

14,184

30,500

44,684

90

438

40,897

24,456

65,353

49

169

12,527

29,689

42,216

117

･･･

463,153

349,227

812,380

Yorkshire
Scottish

Hydro

Electric
Scottish Power
Northern Ireland
Electricity
合計/平均

〔出典〕Electricity Association59

（4）需要家構成63
2002 年における需要家構成は、家庭用 33.0%、工業用 32.5%、その他 34.2%となって
いる。
（5）電力供給構造
・エネルギー需給構造
英国は、エネルギーの自給率が高く、2004 年の統計では、石油は生産が消費を上
回っており、天然ガスのほとんども自給している。

63

http://www.jepic.or.jp/overseas/data/index06.html
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図 32 一次エネルギーの生産と消費（2004 年）64
・電力供給構造65
英国は電力市場の自由化で先陣を切った国で、自由化と同時に国有電気事業の分
割･民営化も実施し、それまで発電と送電を独占していた国有発送電局（CEGB）を発
電会社 3 社と送電会社 1 社に分割･民営化するとともに、12 の国有配電局も民営化
し、12 の配電会社とした。また、自由化以降、新規参入が相次ぎ、2003 年現在、発
電市場では 76 社、小売市場では 77 社にのぼる会社（ライセンス所有者数）が事業
を展開している。
競争の進展とともに M&A が活発化し、CEGB の分割会社であるイノジー社やパワジ
ェン社はいずれもドイツの巨大エネルギー会社に買収され、12 の配電会社もドイツ
やフランスのエネルギー会社の傘下に入り、従来の国有事業者（ネットワーク部門
を除く）は、RWE 系（独）、EON 系（独）、EDF 系（仏）、SSE 系（英）、SP 系（英）の
5 大グループに統合された。
M&A の背景としては、顧客ベースの拡大を狙った供給部門間の水平統合、価格リ
スクをヘッジするための発電と供給の垂直統合などがある。これらの会社は、ガス
やテレコム等の部門にも進出している。ネットワーク部門も、送電会社（NGC）とガ
ス導管網会社（Transco）の合併、配電会社間の資本統合や経営統合等に見られるよ
うに、スケールメリットを追及した再編が行われている。
小売分野の自由化は 1990 年から段階的に進められ、1999 年以降、家庭用を含め

64
65

http://www.dti.gov.uk/energy/inform/dukes/dukes2005/main05.pdf
http://www.jepic.or.jp/overseas/stance/england.html
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たすべての需要家が電力の購入先を自由に選択できるようになっている。この全面
自由化に伴い、77 社の小売供給事業者（積極的に事業を展開している会社数は約 30
社）は、価格の割引以外に、産業用需要家に対してはオーダーメードサービス、ま
た、家庭用需要家に対しては、ガスと電力のパッケージ供給、ショッピングポイン
トや航空マイレージポイントサービスの提供等、様々なサービスを用意し需要家を
獲得している。このような競争の中で、2003 年現在、産業用需要家の 8〜9 割、家
庭用需要家の 4 割が供給事業者を変更している。

図 33 電力供給体制66

66

http://www.jepic.or.jp/overseas/stance/england.html
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１．２．６

分散型電源導入状況

（1）導入目標
英国では再生可能エネルギーと CHP の導入目標を政策目標とし、以下の目標値を掲
げている。再生可能エネルギーとしては、特に風力発電と潮力発電に重点を置いてい
る。
再生可能エネルギー
CHP

2% →

10%（2010 年総電力供給量）

4.2GW → 10GW（2010 年）

（2050 年までに、温室効果ガス排出量を 60%削減）

（2）普及状況67
2000 年における総発電設備容量と分散電源容量は次表のようになっている。分散電
源設備容量は 7GW で、総発電設備容量約 75GW の 9.3%、その内 CHP が 60%を占めている。
一般に、英国における分散電源は 132kV 以下の配電系に接続され、100MW 以下のもの
をいう。なお、その後の調査で CHP は 2002 年末現在約 6GW 導入され、発電比率は 5%
強となっている。

図 34

総発電設備容量と分散電源容量（2000 年）

総発電設備容量

約 75GW

分散電源設備容量

7.2GW

（内訳）
再生可能エネルギー

1.5GW

CHP

4.2GW

その他（ディーゼルなど）

1.5GW
〔出典〕DTI

2003 年の再生可能エネルギーと廃棄物により発電された電力量は 10,649GWh（2002
年 11,093GWh）であり、総発電量に占める割合は 2.67%であった。また、今後も再生可
能エネルギーの発電量シェアは増加していくと予測されている。

67

NEDO 海外レポート特別号新エネルギー海外情報 2005 年度 No.2 イギリスにおける新エネ
ルギー等実態調査
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図 35

英国における再生可能エネルギーの発電量シェア68

しかし、再生可能エネルギー内に占める割合が大きく、かつ気候に変動されやすい
水力を除くその他の再生可能エネルギーのシェアが、1997 年以来の同様の伸びを示し
た場合でも 2010 年の目標を達成することは難しい。（図 35 グラフの水力と非生分解
性廃棄物を除く再生可能エネルギーの発電量シェアの近似直線と同じ傾きの直線を、
水力を含む再生可能エネルギーのグラフの 2003 年を始点として 2010 年まで延長し
た場合、10%までには到達しない。
現状からは、再生可能エネルギーの発電量を増大させるか、英国全体の総発電量を
減少させることでしか 2010 年の目標を達成させることは出来ない状況にある。
英国の再生可能エネルギー由来電源の構成は、バイオフューエルが半分以上を占め、
水力、陸上風力が次いでいる。
発電量の推移の観点では、埋立地ガス火力の伸びが著しい。これは、設備の増加及
び稼働率の増加が原因である。陸上風力もまた埋立地ガス火力ほどではないが発電量
を伸ばしている。
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NEDO 海外レポート特別号 新エネルギー海外情報 2005 年度 No.2 イギリスにおける新エ
ネルギー等実態調査 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/foreigninfo/05/02.pdf
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図 36

2003 年の再生可能エネルギー由来電源による発電量シェア 68

図 37

再生可能エネルギー発電容量の推移と発電量の推移 68
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１．３

ドイツ

１．３．１

概要

ドイツにおけるエネルギー関連の基本政策は旧経済技術省による「将来のエネルギー供
給のための持続性のあるエネルギー政策（2001）」である。この報告書では、「確実に供給
でき、環境を保全し、経済性がある」エネルギー構造を目指した政策が記載されている。
分散型電源の導入促進面では、
「KWK イニシアティブ（2002）」において CHP の導入促進を、
「再生可能エネルギー法」において再生可能エネルギーの導入促進を図っている。
ドイツにおいては、再生可能エネルギー発電電力の買取義務が電力事業者にはあるため、
再生可能エネルギー、特に風力発電の導入が進んでいる。
分散型電源に関する研究開発プログラムとしては、経済労働省による｢EDISon プロジェク
ト｣が挙げられる。
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１．３．２

エネルギー関連基本政策

（1）将来のエネルギー供給のための持続性のあるエネルギー政策69（2001 年 10 月）
・エネルギー政策の基本
旧経済技術省（現経済労働省）は本報告書を発表し、
2020 年代に及ぶエネルギー政策のシナリオを発表した。
この報告書の副題は『確実に供給でき、環境を保全し、
経済性がある』である。
・報告書の概要
エネルギー報告の体系図を次ページに示すが、供給安
定、環境保全、経済性のそれぞれについての政府見解は
以下のようなものである。
①経済性目標
市場経済的構造は、国民経済にできるだけ負担をか
けない経済的な、すなわち、効率的なエネルギーの調

図 38 エネルギー政策
69

達と利用を実現させるのに最も適している。そこで国
は、エネルギー経済における競争を促進するために市場経済の枠組条件を創造し、
維持する。続いて、電気･ガスの市場を広くヨーロッパ全域で自由化することは、
かつて独占体制によって守られていたこの経済分野においても競争が繰り広げら
れ、競争力のある価格が展開されていくための前提である。そこから、企業需用
家と個人消費者が利益を享受し、ドイツ全体が経済競争力を獲得できるようにな
る。
②供給安定性目標
供給安定性とは、エネルギー需要に対していつでも十分な量のエネルギー担体
を確実に提供できるという意味である。エネルギー担体の国内生産は、需要を賄
うのに到底十分でない。資源の乏しい国として、ドイツは大きく輸入に頼ってい
る。エネルギー担体ミックスが多様であればあるほど、また、購入源が世界中の
いたる所に散らばっていればいるほど、供給状況は安全である。原子力エネルギ
ー利用から決然と撤退したことを考えても、バランスの取れたエネルギーミック
スを確保することが、依然重要である。いずれにせよ、エネルギー需要の減少も
供給安定性に貢献するので、エネルギーをより合理的に利用し、節約を図ること
が重要であろう。
③環境保全性目標
環境保全性とは、天然資源を大切にし、それで環境負荷をできるだけ小さくす
るということである。エネルギー分野における環境保護では、今日も将来も、広
69

BMWi,“Nachhaltige Energiepolitik für eine zukunftsfähige Energieversorgung”,
Oct.2001
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く全世界の気象を効果的に守っていくことが最大の挑戦課題である。エコロジー
面でも、これは経済面におけると同様に重大な意味を持つ。なぜなら、例えば気
象変動によって損害が生じれば、そこに、今日と明日の国民経済が負担しなけれ
ばならない費用が発生するからである。連邦政府は、その発足以来、エネルギー
がより倹約的かつ合理的に利用され、再生可能なエネルギーが将来、生産エネル
ギー全体の中でより大きい割合を占めるよう、次から次へと積極策を講じてきた。
同時に、大気中ガス排出量を国民経済と相容れる形で効果的に削減するために、
然るべき削減策を国内の調和の中だけでなく、欧州、延いては世界全体の国際的
調和の中でも推進していくことが重要である。
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（基本的スタンス）
エネルギー需要の低減
エネルギー報告書（2001 年 10 月）
・供給安定性
・環境保全性
・経済性

研究白書

エネルギー利用効率の改善

（教育研究省）

再生エネルギーの利用促進

第 4 次エネルギー研究とエネルギーテクノロジー（1996〜2005）

①化石エネルギー
・コンバインドサイクル発電用ガス･蒸気タービン、石炭の燃焼
の効率改善、燃焼のコンポーネントやプロセスの改善
・発電所向け高温･高圧に適した新素材の開発
・遠い将来に向けた高圧微粉炭燃焼プロセスの再開発、
・高温ガス洗浄技術を追従方式の基礎研究
②再生可能エネルギーと合理的エネルギー利用
・太陽光発電−製造コストの低減
・風力発電−オフショア風力（MW 級）の開発
・バイオマス−コジェネ発電利用技術
・燃料電池−コスト低減（生産工程）、信頼性向上
③原子力研究

図 39 ドイツのエネルギー政策の基本
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（2）研究白書 2004 年版70
・概要
教育研究省（BMBF）の「研究白書 2004 年版」におけるエネルギー分野の研究開発
の現状と助成策は、以下の通りである。
エネルギー分野の研究開発を助成する上で、連邦政府が掲げるエネルギー政策上
の目標は、原子力を利用せず、補助金なしでも将来性のある長期的なエネルギー供
給体制を整えることにある。このためには新技術の選択肢が必要となった時点で直
ちに利用できるように、今日からテクノロジーの秘められた可能性を開発する必要
がある。この観点から推進される非原子力エネルギー研究開発の重点は、以下の部
門におかれる。
①エネルギー需要の低減化
②エネルギー利用効率の改善
③再生可能エネルギーの利用促進
このため連邦政府は 2001 年から 2003 年にかけて実施された未来投資プログラム
の燃料電池分野研究の中で、発電、及び熱源用の地熱利用、太陽熱発電、オフショ
ア風力エネルギー利用研究、燃料電池とバイオマス、省エネルギー化、既存建築物
の省エネルギー化、その他の革新的な駆動技術などに関するエネルギー研究開発を
促進している。なお、未来投資プログラムは期間を 2005 年まで延長し、精力的に開
発を進めている。
長期的には廃止することが決まった原子力発電所の残り寿命期間中にも、操業と
廃棄物処理には最高水準の安全性要求を満たすことが要求され、このため、国家に
とっても将来を見通し、産業界の関心には依存しない性格をもち、今日の最新科学
水準を考慮したうえで将来にも利用できる安全性の判定条件や根拠のある安全性評
価を可能とするような、原子炉安全性に対する要求、手法、及び規制手段などを整
備する必要が生じる。さらには目的を達成する手法で計画される研究開発を通じて、
放射性廃棄物を長期的に安全で環境的にも納得のゆく手法で、最終廃棄処理する問
題を解決することも要する。エネルギー研究開発の重点分野における助成策は、化
石エネルギー、再生可能エネルギーと省エネルギー化、原子力研究、原子力施設･
試験施設の撤廃処理、核融合研究の主要テーマ分野に分けられる。
・研究開発予算の配分
石炭を含む化石系エネルギー源の主要テーマ分野で実施中にある助成策のうち連
邦政府が 1996 年に発足させ、1996 年 5 月から 2005 年までの実施期間が EU にも届
け出されている「第 4 次エネルギー研究とエネルギー･テクノロジー」プログラムの
一環となる研究開発には、毎年約 1,430 万ユーロの助成金が投入される。
70

Federal Ministry of Education and Research,“Report of the Federal Government on
Research 2004”, 2005
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再生可能エネルギーと省エネルギー化のテーマ分野で実施中にある助成策の中で
「第 4 次研究プログラムエネルギー技術」の研究開発には毎年、年間総額にして
13,500 万ユーロが、「生物エネルギー」の研究開発には現在年間約 700 万ユーロが
投入されている。
表 3

研究開発予算の概要

項目

プログラム名

期間

①

化石エネルギー

1996-2005

②

再生可能エネルギ
ーと省エネルギー
化

第 4 次研究プログラム
エネルギー技術
第 4 次研究プログラム
エネルギー技術
「生物エネルギー」の分野の
研究は、「再生可能原料の研
究、開発、デモンストレーシ
ョンの支援プログラム」の枠
組みの中で農業省（BMVEL）が
支援
原子炉安全性研究
最終処分場における研究
核物質のモニタリング
核融合研究

予算額
[百万ユーロ/年]
14.32

1996-2005

135

③

原子力エネルギー

⑤

核融合

期限なし

−
−
−
2002 年-

現在

約7

2003 年：約 6.67
2003 年：約 7.37
2003 年：約 0.08
112.10

・重点課題
①化石エネルギー
ドイツ国内、世界において、化石燃料はしばらくの間はエネルギー供給におい
て欠くことのできない存在である。これまでの研究では、燃料を電力･熱に変換す
る際の効率の改善、コスト削減が中心課題であったが、今後は化石燃料を利用す
る施設における環境対策技術の開発が必要となる。効率化とコスト効率の促進と
共に、発電所で二酸化炭素を直接分離回収し、安全に貯蔵し、さらにコストや効
率ロスを最小限に抑える技術の開発が注目されており、20 年以内にこの技術を完
成することを目標としている。これは、2002 年 3 月に経済労働省（BMWA）の科学
的･経済専門家によって準備された「COORETEC（CO2 削減技術）概念」に記載され
ている。内容は以下の通り。
・効率改善、コスト改善を目的とした発電所のコンポーネントの改良（ガスコ
ンバインド発電、コンプレッサー、燃焼技術、設計）
・高温･高圧に適した材料の改良
・高圧微粉炭燃焼のような経済的に有効でクリーンなプロセスのための市場の
開発
・CO2 排出防止技術を備えた発電所を実現するためには、「Oxyfuel」概念と、
O2 と CO2 の薄膜システムを組み込んだ石炭ガス化の概念を実現する必要があ
る。
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・CO2 を適切に地中に貯蔵するためには、貯蔵の実現可能性、安全性、環境影
響、耐久性に関して研究されなくてはならない。また、安全性と実現可能性
の証拠を提出することが必要である。
②再生可能エネルギーと省エネルギー化
連邦政府は、再生可能エネルギーを長期にわたりコスト効率の良いものにする
ことを目指しており、再生可能エネルギーの電力に占める割合を 2010 年までに
12.5%、2020 年までに 20%まで増加させることを目標としている。
太陽光発電システム分野においては、太陽電池とモジュールの生産コスト縮小
のための産業プロセスの改善、太陽電池の高効率化、インバーター、アッセンブ
リ、設置コストの削減が中心的課題となっている。
風力発電の分野においては、特にオフショア･ファームに利用されることを前提
とした MW クラスの設備能力を備えた風力発電装置の開発に焦点が絞られている。
オフショアにおいて、風力エネルギーを利用するための相対的な気象条件と環境
影響を検討するため、研究プラットフォームが構築され、北海とバルト海で研究
が進められている。
地熱発電分野では、「hot dry rock」の開発が進められており、地下深層熱水の
使用に関する地質科学、経済学について研究が行われている。現在発電施設を建
築中。
太陽熱発電は、商用化に向け開発中で、商用発電所を目的としたデモンストレ
ーション用施設を建築すると同時に、さらなるコスト削減、市場導入の促進が積
極的に進められている。
「太陽熱発電 2000」プログラムでは、太陽熱システム（長
期）と季節による熱を貯蔵する施設･技術の開発を行っている。
バイオマス分野は、消費者保護･食糧･農業省（BMVEL）の管轄である。研究支援
は、燃料準備とバイオマスからの熱、電気、燃料としての利用技術とその商用化
の改善に集中している。
「再生可能資源の研究、開発、デモンストレーション･プ
ロジェクトの促進プログラム」の枠組みにおいて、バイオガスの生産と利用の研
究開発に資金が提供されている。
燃料電池の分野では、以下のような支援が行われている。
・熱電発電用設置型燃料電池で、最小出力 250kW 以上の高温 SOFC（固体電解質
型燃料電池）および MCFC（溶融炭酸型燃料電池）
・設置型、可動型（乗り物）用の燃料電池で、1kW からスタートする低温 PEFC
（高分子電解質燃料電池）
・独自の技術･システムを開発している企業、研究所を支援
・実証試験として、熱電併給用の大小の燃料電池システムプロジェクト、燃料
電池を動力とするバスの交通プロジェクトを実施
水素の燃料利用に関する新技術は、デモンストレーション･プロジェクトとして
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1974 年以来進められており、システムの技術的可能性は証明されている。しかし
大規模でコスト効率が良く、CO2 を排出しない生産を、短期に実現するのは困難
である。そこで過渡的な解決策として、CO2 を分離回収して化石燃料から水素を
抽出する方法が考えられている。これは今後 15-20 年のうちに各国や、発電技術
のための COORETEC の R&D において開発されると予想される。
省エネルギーに関する資金は、建物の暖房、工業プロセスの省エネルギー化に
集中している。
・「エネルギー最適化構造」コンセプトには、ソーラー･システム、太陽エネル
ギーを利用した暖房･換気システム、最小のエネルギーでエネルギーを最適化
する建築物のデモンストレーションが含まれる
・
「既存建築物の省エネルギー化」コンセプトは、デモンストレーションのプロ
ジェクト用にソフトウェア、構成要素を開発し、その成果を提供する
・
「地域暖房 2000 年+」コンセプトは、地域暖房を提供する比較的小規模研究開
発の支援
・工業プロセスの省エネルギー分野では、排出と乾燥のプロセスの改善、自然
の冷媒を利用する冷凍プロセスを研究
③原子力研究
原子力利用の撤廃と国内に放射性廃棄物の最終棄却処理に適した場所を決定す
ることは、連邦政府のエネルギー政策分野における中心的なプログラムとなる。
発電操業を行う原子力発電所の数は将来、年を追って減少し、最新の発電所が寿
命に達し操業を停止するのは約 20 年後であるが、この残り寿命期間中にも、原子
力の安全性と事故防止対策は科学技術の進歩に対応した最高水準に維持する必要
がある。また、放射性廃棄物･中間貯蔵場や最終処理場の建設や操業を含む廃棄物
処理に関しても、同様である。原子力行政を所轄する官庁、関連の鑑定者、及び
研究所などの原子力安全問題に関する権威を最高水準に維持するには、産業界や
工業界に依存しない独自の研究作業を今後とも続行することが必要なる。
④原子力施設、試験施設の撤廃処理
既に使命を果たした実験装置やデモ装置の 9 件の閉鎖を管轄するのは、連邦文
部科学省（BMBF）である。この中で Niederaichbach（KKN）、Grosswalzheim（HDR）
両地の実験用原子力発電所は既に完全に撤廃され、「緑地」に復元されている。
Hamm-Uentrop の高温反応炉（THTR-300）は 1989 年に運転を停止し、1997 年の 2
月から安全カプセル内に収納されている。Kalkar の高速増殖炉（SNR-300）は、
1991 年春に取り壊され敷地は公園として利用されている。Juelich リサーチ･セン
ター（FZJ）による閉鎖プロジェクトは、メルリンの研究炉（FRJ-1）と燃料電池
研究所が含まれている。Juelich の AVR 高温実験用原子炉は、連邦政府と North
Rhine ‒ Westphalia 州の間の協定に準じて解体され、「緑地」に復興される。
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Karlsruhe リサーチ･センター（FZK）の解体プロジェクトには、
多目的研究炉（MZFR）
と小型ナトリウム冷却原子炉（KNK）が含まれている。FR-2 研究炉は 1996 年 11
月以来、安全カプセル内に収納されている。Karlsruhe の再処理プラント（WAK）
の閉鎖は 1991 年後半に実施され現在解体中で、同時に設備に格納された高レベル
の液体廃棄物のガラス化、処分が進められている。Asse 1 の研究鉱山はすべて閉
鎖される予定で、既存の法令による安全要求事項に準拠し進行中。
⑤核融合研究
核融合研究は、長期的に国際的な協力が必要で、ドイツでは EURATOM の枠組み
の中で、Max Planck Institute of Plasma Physics（IPP）、Karlsruhe Research
Centre（FZK）、Jülich Research Centre（FZJ）において核融合の研究が行われて
いる。現在の研究課題は、プラズマ物理学、適切な材料や典型的なコンポーネン
トの開発、プラズマの封じ込め･プラズマ清浄のメンテナンス･燃料サイクルに関
連する問題の克服である。ドイツの最大の核融合研究プロジェクトは Wendelstein
7-X のステラレーター実験で、IPP により Greifswald に設置が開始され、2009/2010
に完成予定である。ステラレーターは、トカマクの代替として磁気プラズマ封じ
込めることが可能であり、W 7-X はステラレーターが核融合による発電の大きな
可能性を秘めている。
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１．３．３

分散型電源導入施策

（1）KWK イニシアチブ（Kraft-Waerme-Kopplung：電力熱コジェネ：CHP）
・概要
2002 年 1 月 25 日に連邦議会（連邦衆議院議会）は新コジェネ法（電力−熱−連
結法、以下 KWK 法と略す）を可決し、2002 年 3 月 1 日に連邦参議院議会によって承
認され、2002 年 4 月 1 日から施行された。
同法の第 1 節において、コジェネを用いて年間の二酸化炭素削減量を基本となる
年の 1998 年に比べて 2005 年には概算 1 千万トン、2010 年には合計で 2 千 3 百万ト
ン、または最低で 2 千万トン達成しなくてはならないとしている。2010 年までに京
都議定書に基づく 4500 万トンの CO2 排出削減がドイツに義務づけられており、この
うち少なくとも、2300 万トンをコジェネに貢献させる目的で実施されている。
本法は、石炭、泥炭、廃棄物、バイオマス、ガス状又は液状燃料をベースとした
KWK 装置のある発電所によって作られた電力（KWK 電力）の引取と補償を取り決める
ものである。
再生可能エネルギー法で補償される KWK 電力は、本法の適用分野に属さない。
送電網、及び配電網の運営組織（主に配電会社と電力会社）は、KWK 装置、及び
燃料電池を自身の送電または配電網に結び付け、そこで発電する電力を引取らなけ
ればならない義務を負う。補償は KWK 装置及び燃料電池で発電される電力 1kW 時あ
たりに支払われ、KWK 装置及び燃料電池装置の操業者は 2010 年までに総額で最高 44
億 4 千 8 百万 EURO までの割増料金の支払いを受けることになる。ただし、この内 3
億 5 千 8 百万 EURO は出力 2MW（電力）までの小型 KWK 装置と燃料電池の普及の為に
提供される。
注）KWK 装置とは、電力と配給用熱を作る蒸気タービン装置、ガスタービン装置、内燃
エンジン装置、スターリングエンジン、蒸気エンジン装置、ORC（Organic Rankine
Cycle）装置そして燃料電池をいう。

・重点分野
小型コジェネ装置（50kW まで）と燃料電池装置の開発と実用化
・根拠法
根拠法名称は、Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau
der Kraft-Wärme-Kopplung （コジェネのメンテナンス、改善、拡張のための法律）
である。施行日は 2002 年 3 月 19 日（法文資料：BGBl I 2002, 1092）である。
・効力期限
2005 年 12 月 31 日
・例外措置
50kW までの小型コジェネ設備で、2002 年 4 月 1 日から 2005 年 12 月 31 日の間に
長期運転が開始された設備と、2002 年 4 月 1 日以降長期運転開始された燃料電池設
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備には、KWK 法はインセンティブ制度を 10 年間適用する。
・CO2 削減 2 段階プロセス
第 1 期 2005 年末まで CHP による削減分 1000 万トン（基準年 1998 年）
第 2 期 2010 年末まで 1300 万トン、合計 2300 万トン
・対象燃料
石炭、廃棄物、バイオマス、燃料電池
対象外となるコジェネ電力：再生可能エネルギー法により補助金を得る分
・対象コジェネ設備
蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関設備、スターリングモータ、蒸気エンジ
ン、ORC（Organic Rankine Cycle）設備、燃料電池設備
（出所）
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/kwkg̲2002/gesamt.pdf
http://www.rechtliches.de/info̲KWK-G.html
http://www.bkwk.de/
http://www.deutsche-energie-agentur.de/
http://www.bhkw-info.de/
http://www.bmwi.de/Navigation/root,did=9754.html
http://www.bmwi.de/Navigation/root,did=5568.html
http://www.bmwi.de/Navigation/Technologie-und-Energie/Energiepolitik/energ
ierecht,did=7950.html
http://www.bmwi.de/Navigation/root,did=5568.html
http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/Homepage̲2Fdownload̲2F
energie̲2FKlimavereinbarung0B09.pdf,property=pdf.pdf
http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/Homepage̲2Fdownload̲2F
energie̲2FKlimavereinbarung1625.pdf,property=pdf.pdf
http://www.bine.info/magazin̲folgeseite.php?id̲thema=22&id=200
http://www.innovations-report.de/html/berichte/veranstaltungen/special-239
0.html
http://www.initiative-brennstoffzelle.de/de/live/ibzintern/ibzmitglieder/d
etail/3.html
http://www.initiative-brennstoffzelle.de/de/live/pilotprojekte/vfcpp/partn
er/liste.html
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（2）燃料電池によるコージェネ普及助成（連邦経済労働省）
ZIP（将来型投資プログラム）における燃料電池技術開発費用総額は 1 億 2 千万 Euro
であり、そのうちの経済労働省助成分は約 6 千万 Euro である。このプログラム（助成
対策）は以下の 4 つに分けられる。
①家庭エネルギー供給用定置型（小型）燃料電池：
18 プロジェクトあり、助成額は 2100 万 Euro である。重点は家庭用エネルギー領
域での PEM‒装置（Polymer Electrolyte Fuel Cells）とその製造技術、小型装置の
フィールドテスト実施方法、小型装置の送電網への組入（ヴァーチャル発電所）、
（送
電網との接続等に関する）規格の基礎データ作成等である。
②ブロック熱発電所（BHKW）：
9 プロジェクトあり、助成額は 1900 万 Euro である。SOFC タイプの燃料電池（Melted
Carbonate Fuel Cells）と MCFC（Solid Oxid Fuel Cells）の異なる使用条件にお
けるフィールドテストを行う。
③可動式燃料電池：
10 プロジェクトあり、助成額は 800 万 Euro である。重点は燃料電池バスとフォ
ークリフトの開発とその導入である。
④技術者と教育の為のセンター：
7 プロジェクトあり、助成額は 700 万 Euro である。
（3）再生可能エネルギー法
・経緯
ドイツにおける買い取り義務制度は 1991 年に導入され、風力発電の大幅な伸びを
示した。さらに、2000 年に再生可能エネルギー法が施行され、2010 年までに再生可
能エネルギーを総電力供給量の 12.5%にする目標を掲げている（EU の再生可能エネ
ルギー指令）
。
・対象
太陽光（5MW を超える太陽光発電設備を除く）、風力、地熱、水力（5MW を超える
ものは除く）、バイオマス（20MW を超えるものは除く）、埋め立てごみからのガス、
汚染処理工場からのガス、鉱山からのガス（鉱山ガス以外のガスは 5MW を超えるも
のは除く）などのエネルギー種別毎に、系統運用者が政府の決定した固定価格での
買い取りを義務化した。
・制度の特色
この制度のメリットは、計画の安定性が確保されること（最終消費者が費用負担
を行うため）
、及び国レベルの負担平準化スキームがあることである。
但し、ドイツの買い取り義務制度は、顧客の自主的な意思によるグリーン料金制
度、またはグリーン電力取引制度に比較して競争的な市場が形成できない問題があ
る。例えば、設備設置年の制限がなく、非経済的な旧式の水力発電設備でも利益が
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出るなど市場効率が低下する。
・買い取り価格
買い取り価格は、定期的に見直される。費用は全ての送配電業者間で負担を平準
化した上で、電気料金から回収する。系統運用者は、電力供給量全体に占める再生
可能エネルギーの購入量の比率（平均シェア）を計算し、平均シェア以上を購入し
た場合は、他の系統運用者が平均シェアに達するまで売って補償を得る資格を有す。
（4）改正再生可能エネルギー法71（2004 年 7 月）
2004 年 7 月に改正再生可能エネルギー法が施行された。本改正法の冒頭には、以下
のような目的が記載されている。
・本法律の目的は、とくに気候、自然、環境をそれぞれ保護しながらエネルギー供給
の持続的な発展を達成し、エネルギー供給のマクロ経済上のコストを長期的な外部
効果を取り入れることによって削減し、自然と環境を保護し、化石エネルギーにか
かわる紛争の回避に寄与し、再生可能エネルギーによって電力を生産する技術の一
層の発展を推進することにある。
・本法律の目的はまた、電力供給に占める再生可能エネルギーの割合を、2010 年まで
に少なくとも 12.5%、2020 年までには少なくとも 20%まで引き上げるのに寄与する
ことである。
本改正によって、再生可能エネルギーの割合の上記数値目標（2010 年までに少なく
とも 12.5%、2020 年までには少なくとも 20%まで引き上げる）が法的に規定され、電
力消費の多い企業に対する優遇措置（2003 年 7 月の改正で導入）が拡大されている。
また、買取り価格の見直しが行われ、陸上風力の支援が削減され、非適地の設置に
制限を加え、洋上風力の買い取り価格が 2008 年から陸上よりも高く設定されている。
バイオマスは支援が増加し、その他の再生可能エネルギーに関しても、小型施設優
遇などが行われている。
なお、再生可能エネルギーの利用拡大に伴う費用は電気料金に転嫁されるが、2004
年度の転嫁額は 22 億ユーロに達するとの報告もある72。

71

72

“Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
Vom21”, July 2004
海外電力 2005 年 2 月
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表 4

改正の主なポイント

分類

概要

風力
・ 支援の削減
・ 非適地設置の回避
・ 洋上風力の振興

・

バイオマス
・ 支援の増加
・ 単一バイオマス利
用推進
太陽光発電
・ 遮音壁設置の優遇
地熱発電
・ 小型施設優遇

・

水力発電
・ 小型施設優遇
・ 大型も改良による
性能向上分を優遇

・

・
・
・

・
・
・

・

買取り価格の引き下げ：運転 5 年以下の施設に適用される電力の
最低買取り価格は、従来の 8.8 セント/kWh から 5.5 セント/kWh
（2005 年から）に
最低買取り価格累減率引き上げ（年毎）：1.5%から 2%に
基準発電量の設置：60%達成が証明されないと買取りの対象外
洋上風力発電施設の振興：買取り価格は 2008 年から 6.19 セント
/kWh と、陸上施設より高い買取り価格を設定
買取り価格の引き上げ：出力に応じ 2004 年の 8.4〜9.9 セント
/kWh→2005 年から 8.4〜11.5 セント/kWh
単一バイオマス資源利用施設：買取り価格をさらに 2.5〜6.0 セ
ント/kWh 加算
建物、道路などの遮音壁の側面、上面に設置される施設の加算価
格が大幅に増額：54.0〜57.4 セント/kWh
小型施設を優遇：電力買取り対象の出力 2 万 kW 以下の施設をよ
り細分化。最低買取り価格は、500kW 以下で 15 セント/kWh、1 万
kW 以下で 14 セント/kWh、1 万 kW 以下で 14 セント/kWh
小型施設を優遇：電力買取り対象施設を原則 5000kW 以下とし、
最低買取り価格が出力に応じて細分化。500kW 以下で 9.67 セント
/kWh、5000kW 以下で 6.65 セント/kWh
5000kW 超 15 万 kW 以下の施設：法律の施行後 2012 年末までに改
良して性能アップ（15%以上）し、改良によって生態系に悪影響
を与えないことが証明されれば、改良によって得られる発電量の
増量分が法律に準じた電力買取り対象

（5）系統連系時の費用負担
ドイツにおける分散型電源の系統連系時における費用負担については、特に新エネ
ルギー（及び炭坑内のガス）からの発電に関する費用負担について、再生可能エネル
ギー法 71 により下記のように制定されている。
接続点までの接続費用、及び電力計量器は設備所有者が負担し、系統に供給される
エネルギーを送受する目的で電力系統を増強する費用は、更新する系統運用者が負担
する。
ただし、系統運用者が負担した増強に関する費用は最終的にはドイツ国内の電力会
社において平準化され、送配電料金に転嫁される。
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図 40 費用負担のスキーム73
【参考】再生可能エネルギー法 2004※74
第 4 条 引き取り義務と送電義務
（1）送電網運用機関は、再生可能エネルギーまたは坑内ガスによる発電設備を
自らの送電網に優先的に接続し、再生可能エネルギーまたは坑内ガスを燃
料としてこれらの設備から供給されるすべての電力を優先的に引き取り、
送電する義務を負う。
第 1 文に基づいた引き取り義務は、第 15 条第 3 項に基づく設備登録簿
の作成後にはじめて生じる。つまり、発電事業者が登記簿への設備登録を
申請したときである。
第 12 条第 1 項にかかわらず、発電設備を送電網へ統合する際に好まし
いのであれば、発電事業者と送電網運用機関は、契約により、優先的引き
取り義務から免れることを取り決めることができる。

73
74

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g11025kj.pdf
下線は IAE 追記
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送電網運用機関は、第 3 文の取り決めの結果として発生したコストを、
送電網使用報酬調査において立証された範囲で料率評価に含めることが
できる。
（2）第 1 項第 1 文の義務とは、技術的･経済的な面で他にさらに好ましい接続
点をもつ送電網がない場合に、設備の地点から採用に適した送電網の距離
が技術的に最も近い送電網運用機関に対するものである。
第 1 項第 1 文の優先性にかかわらず、電力の引き取りが、経済的に無理
のない送電網の拡張によって可能になる場合も、送電網は技術的に適切な
ものとみなされる。この場合に送電網運用機関は、供給希望者の要求に基
づいて遅滞なく送電網を拡張する義務を負う。
発電設備が他の法規に基づく認可を必要とする場合、第 2 文の拡張義務
は、発電事業者が認可、部分認可または内示を提示した場合にのみ存在す
る。
この義務は、送電網の運用に必要なすべての技術的設備、ならびに送電
網運用機関が所有する（あるいは送電網運用機関の所有に移行する）接続
設備に及ぶ。
（3）第 1 項第 1 文の優先的接続義務は、送電網または送電網領域が一時的に、
再生可能エネルギーまたは坑内ガスで生産された電力のみで一杯になる
場合にも存在する。ただし、発電設備が、送電網の過剰負担の際に供給を
減らすことができる技術的装備を行っていない場合はこの限りではない。
第 1 項第 1 文に規定される発電設備で生産される電力の優先的引き取り
義務は、送電網または送電網領域が、再生可能エネルギーまたは坑内ガス
で電力を生産するために時間的に当該発電設備よりも前に接続されてい
た発電設備からの電力で一杯になっていない場合に限り存在する。
第 2 項第 2 文の遅滞ない拡張の義務は、そのままとする。
送電網運用機関は、電力を引き取らないときに発電事業者から要求があ
る場合は、第 2 文の前提条件が存在する旨を、検証可能な計算を提示する
ことにより 4 週間以内に書面で証明する義務を負う。
（4）送電網運用機関、または供給希望者の計画、および送電網の適格性を判定
するために必要な範囲で、申請があったときは、検証可能な送電網の許容
能力試験に必要な送電網データと設備データが 8 週間以内に提示される。
（5）第 1 項第 1 文の優先的引き取りと送電の義務は、設備が発電事業者、また
は第 3 条第 7 項に規定される送電網運用機関ではない第三者の設備に接続
しており、電力が商業取引として会計処理できる送電形式により、その送
電網を通じで第 3 条第 6 項の送電網に供給される場合も存在する。
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（6）近隣に位置する中継送電網運用機関は、第 1 項または第 5 項の送電網運用
機関によって受け入れられた電力量の優先的な引き取りおよび送電の義
務を負い、引渡権のある送電網運用機関の送電網領域で国内送電網の運用
を行わない。
従って、引き取りと送電の義務は、第 1 文に基づき、近隣の国内送電網
運用機関に適用される。それに応じて、第 1 文は他の送電網運用機関に対
しても有効である。
再生可能エネルギー法 2004 第 13 条

送電網のコスト

（1）再生可能エネルギーまたは坑内ガスで発電する設備を、技術的･経済的に
好ましい送電網の接続点に接続するため、また、投入され、受け入れられ
た電力を把握するための計測機器に接続するために必要なコストは、発電
事業者の負担とする。
送電網にすでに接続している土地にあり、全体で最大 30kW の供給能力
をもつ 1 つまたは複数の発電設備の場合、送電網のある土地の接続点は、
最も好ましい接続点とみなされ、送電網運用機関が当該発電設備に他の接
続点を割り当てた場合、その結果発生した追加コストは、その送電網運用
機関の負担となる。
接続の実施と送電網の安全のために必要な他の施設は、個別に必要とす
る送電網運用機関とエネルギー経済法第 16 条の技術要件に応えるもので
なければならない。
発電事業者は、発電設備の接続および測定機器の設置･運営を送電網運
用機関または専門の第三者に委託することができる。
（2）再生可能エネルギー、または坑内ガスで生産される電力の引き取りと送電
に関する第 4 条第 2 項の意味の範囲内で再生可能エネルギー、または坑内
ガスによって発電するには、送電網の拡張が必要となるが、そのための新
規接続、活動再開、拡張または他の設備の更新に必要なコストは、そのよ
うな拡張を必要とする送電網運用機関が負担する。
送電網運用機関は、具体的に必要な投資についてコストの詳細を記述し、
説明しなければならない。
送電網運用機関は、自身に発生したコストを送電網使用報酬調査の際に
料率評価に含めることができる。
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１．３．４

研究開発プログラム

（1）EDISon Project
・背景
ドイツにおける再生可能エネルギー増大に伴い、電力系統のトップダウン型から
分散型への変革が予想されるため、経済労働省（BMWi）75の助成を受け、統合され
た配電網の経済的･技術的な限界条件を考慮した EDISon（革新的な生産、貯蔵、情
報･通信システムを利用したインテリジェント･エネルギー供給網）76の検討を行い、
具体的な検証を行っている。
・実施内容
このプロジェクトのために、1999 年に 11 人のメンバーからなるプロジェクト･コ
ンソーシアムが形成された。これは、研究所および学術的な技術者団体とともに産
業界、及びエネルギー供給会社の関係者で構成されている。
研究の主な目的および構想は下記77
・目的
①分散電源システム群を最適管理
②分散型電源の利用を通じてコスト削減、及び電力網の強化
③電力品質の向上
④電力網、及び総合情報通信システムの新しい基本システムを開発
・構想
燃料電池システム、エネルギー貯蔵
＋
高度な情報通信システム
＋
分散型電源マネジメントシステム（DEMS）
||
将来の電力系統構成
・実証試験
また、エネルギー供給会社 2 社（シュタットヴェルク･カールスルーエ有限会社と
EnBW）は、理論的に見いだされた手掛かりを基にして実際に検証し、研究所と技術
者団体のアイデア、または開発案件を電力系統に現実に反映させることができるよ

75

76

77

経済技術省（BMWi）。2002 年 9 月に連邦労働省を吸収し、BMWA（Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit）に名称を変更した。
Lewald, Norbelt.,“Das BMWA Leitprojekt EDISon”, Referentenbeiträge zum 2.
Aachener Anwenderforum für Bioenergienutzung in Stadt und Region. 27.-28. April
2005, forum M, Aachenitteilungen 2005,
http://www.eurosolar.org/new/de/Referenten̲Aachen2005.html
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うに、実証試験のために選ばれた電力系統の特定区域をこのプロジェクトのために
提供して自由に利用させた 76。

図 41 プロジェクト概要78
・主要設備
a）EnBW（送電系統運用事業者（ドイツの 4 つの事業者のうちの一つ））
現在デモンストレーションは終了。温泉プールへの熱供給に燃料電池を使用。
実証の結果、燃料電池の技術的課題が明確になった。
−250kWel PEM 型燃料電池（ALSTOM）
−offline and online DEMS-Systems（SIEMENS）
b）SWK（カールスルーエ公社）
−2 MVA SIPLINK（SIEMENS）79
−2 x 100kW 2h 可動バッテリーコンテナ（Hagen / EUS）
−5kWel PEM 燃料電池（ZSW/FHG）
−offline and online DEMS-Systems（SIEMENS）
−100kW 2h 電力貯蔵装置
−10 x 1kWel SOFC 燃料電池（Sulzer）
−1 MVA PQ-System

78

79

“Das BMWA Leitprojekt EDISon Der dezentral orientierte Ansatz aus der Sicht des
Anwenders”, SKW, 27.-28. April 2005, forum M, Aachenitteilungen 2005
BTB 機器であり、詳細は別途。
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・SIPKINK について
SIPLINK の主なタスクは、無効電力を生成して電力潮流を制御し、電圧安定度を
最適化することである。また、配電レベルで供給の質を高めることができる。EMC
（電磁両立性）概念は両方向に作用する。すなわち、敏感な負荷は電力網電圧の歪
みに対して保護され、電力網は負荷外乱（disturbing loads）に対して保護される。
電圧降下、または停電は、SIPLINK−DC リンク･コンデンサに接続されたエネルギー
貯蔵装置、例えば、電気化学電池、centrifugal stores、スーパーキャパシタ、燃
料電池または SMES（超電導磁気エネルギー貯蔵装置）で補うことができる。
設計定格値の範囲内で、電力潮流の両方向にそれぞれ独立して完全に有効、及び
無効電力をやり取りまたは生成することができる。故障電流の増加への寄与度は、
SIPLINK の電力定格の 3 倍にほぼ等しく、結果として短絡電力の容認できない増加
は一般に生じない。SIPLINK はまた、既存の電力網電圧調波（network voltage
harmonics）への影響が少ない。
・EDISON の特徴（メリット）
・運転コストの低減（最適化）
・ピークシェービングの最適化
・系統全体の電力品質の維持
・各設備の利用の最適化
・再生可能エネルギーの統合による最適利用
・系統増設コストの低減
・実施結果
2005 年 4 月の報告によると 76、研究の結果、技術的には燃料電池にやや問題があ
るものの、ほとんどは利用可能であること、通信技術としては既存の通信プロトコ
ルでは比較的安価な配電線搬送（PLC）を用いても高価すぎること、PQ 測定システ
ムについいても、同様に現在の価格では高価すぎて適用が難しいことが記載されて
いる。
また、プロジェクト開始当時はこういった統合システムは公益運用者が使用する
ものと思われていたが、ドイツにおける自由化の進展に伴い公益事業者はそういっ
たことができなくなっていると指摘している。
なお、ヒアリングの結果、2004 年春の段階でプロジェクトは終了し、設備関係は
撤去されている。また、カールスルーエ公社では新たな同様の技術開発は実施して
いない。
（2）連邦研究教育省関連
FZJ（Forschungszentrum Juelich：ユーリッヒ研究センター）と DLF（Deutsche
Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt：ドイツ宇宙航空研究所）が、固体電解質型（SOFC）、

1-114

固体高分子型（PEFC）、そして直接メタノール型（DMFC）の研究開発に連邦研究教育省
からの助成を受けている。その額は 5 千万 Euro で期間は 1990 年から 2002 年である。
（3）再生可能エネルギーに対する研究開発助成策
連邦政府の再生可能エネルギーに対する研究開発助成策では、長期的な計画に従い
エネルギー供給産業で利用できる状態へ育成することを狙っている。
具体的な助成の重点として先ず太陽光発電（PV）では、太陽電池やソーラー･モジ
ュールの製造コストを低減化するための生産工程、太陽電池の光電変換効率改善、並
びにインバーター、組立、及び据付工事などの付帯経費を低減化する対策などが挙げ
られる。
風力発電の分野における助成策は、特にオフショア･ファームに利用されることも
前提とした MW クラスの設備能力を備えた風力発電装置の開発に焦点が絞られる。
連邦農林省が所轄するバイオマスの分野における研究開発の助成は燃料の確保と
コジェネ発電利用技術の改善に重点が絞られる。燃料電池の分野における R&D 助成の
重点は、コスト的に有利な生産工程や信頼性の高い操業が期待される基礎テクノロジ
ーの開発におかれる
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１．３．５

電力供給状況

（1）電源構成
・概要
IEA 統計によると、2003 年のドイツの発電電力量の構成は、石炭 52.4%、原子力
27.5%、天然ガス 9.8%、水力 4.1%、風力 3.1%であった。
また、2002 年における電源容量は、火力 64.4%、原子力 18.5%、水力他 17.1%とな
っている80。ドイツでは、風力発電を中心とした再生可能エネルギーを推進する一
方で、CO2 排出量の多い石炭発電への依存も大きい。2002 年 9 月末現在、総発電設
備容量が 10,650MW に達している81。

太陽熱, 0.0%
太陽光, 0.1%

風力, 3.1%

水力, 4.1%
原子力, 27.5%
地熱, 0.0%

石炭, 52.4%

廃棄物, 1.5%
ﾊﾞｲｵﾏｽ, 0.7%
天然ガス, 9.8%

石油, 0.8%

図 42 ドイツの発電電力量構成（2003 年）82
ドイツでは、1998 年に新しいエネルギー事業法が施行され、家庭用も含めたすべ
ての需要家が、電力の購入先を自由に選択できる全面自由化が実施された。自由化
による競争が進むに従い、生き残りをかけた電力会社同士の提携･合併が盛んに行わ
れるようになり、1998 年時点で存在した 8 大電力会社は現在 4 社（RWE、E.on、EnBW、
Vattenfall Europe）になっている。RWE や E.on はガスや水道事業なども含め国際
的な事業の多角化を展開している。
・脱原発の動向
1998 年に政権に就いたシュレーダー政権（社民党と緑の党の連立）は、脱原子力
政策を打ち出し、2000 年 6 月、政府は原子力発電所を段階的に閉鎖することで電力
会社と合意した（正式合意は 2001 年 6 月）。その後改正原子力法が 2002 年 4 月に
80
81
82

http://www.jepic.or.jp/overseas/data/index03.html
日本エネルギー経済研究所、ドイツ
http://www.iea.org/Textbase/stats/electricityoecd.asp?oecd=Germany&SubmitB=Sub
mit
1-116

施行し、原子炉の運転期間を原則運開後 32 年とする、新規原子力発電所建設禁止、
2005 年 7 月以降の国外再処理施設への使用済核燃料輸送の禁止などが盛り込まれた。
2005 年 11 月、キリスト教民主･社会同盟（CDU･CSU）の統一候補アンゲラ･メルケ
ル氏を首相に選出し、社会民主党（SPD）と連立を組む新政権が発足した。その後、
2006 年 1 月のロシアの国営企業によるウクライナ向け天然ガス供給停止といった事
態から、新政権では脱原子力発電という政策を改めて見直す必要があるのではとい
う議論が高まってきている。
・再生可能エネルギーの開発促進
2001 年 3 月、再生可能エネルギー法（REA）が施行され、再生可能エネルギーの
開発促進が進められ、2001 年 6 月にはバイオマス発電が条例として REA に組み込ま
れた。ドイツは 2010 年までに全電力に占める再生可能エネルギーの割合を、現在の
2 倍にあたる 12.5%まで引き上げることを目標としているが、2004 年 7 月の改正再
生可能エネルギー法では本目標が法的に規定され、電力消費の多い企業に対する優
遇措置（2003 年 7 月の改正で導入）が拡大されている。同改正法では、買取り価格
の見直しが行われ、陸上風力の支援が削減され、非適地の設置に制限を加え、洋上
風力の買い取り価格が 2008 年から陸上よりも高く設定されている。
（2）系統構成

図 43 ドイツの送電系統と系統運用地域83

83

http://www.vdn-berlin.de/facts̲figures.asp、http://www.vdn-berlin.de/global/do
wnloads/englisch/service/facts+figures2005.pdf（http://www.vdn-berlin.de/globa
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・送配電系統
ドイツ電気事業者は、1990 年代に総投資額の 50%以上（年間平均 30 億ユーロ）を
送配電線の建設に振り向け、2000 年現在では総回線延長 150 万 km のネットワーク
を形成している。
送配電線の電圧階級84は、特別高圧（220kV、380kV）、高圧（60kV 以上、110kV が
一般的）、中圧（1〜60kV）、低圧（230V、400V）に区分される。下表に架空･地中送
電線の電圧別の回線延長、変電設備の容量･個数を示す（再掲）。

図 44 電気事業用架空送電線の回線延長［km］（再掲）
年
電圧
1kV 未満
1kV 以上
10kV 未満
10kV 以上
15kV 未満
20kV
20kV 以上
60kV
110kV
220kV
合
計

1991

1992

1993

1994

1995

1996

262,060

251,900

240,915

229,419

222,610

212,924

30,330

29,203

29,175

27,688

26,396

25,300

20,011

20,290

18,448

17,749

17,173

15,914

135,956

133,731

132,203

131,360

129,302

128,456

10,713

10,522

9,985

9,470

8,953

8,455

69,018
39,834
567,922

69,253
40,033
554,932

69,851
39,933
540,510

70,202
40,256
526,144

70,302
40,458
515,194

70,122
40,601
501,772
〔出典〕VDEW

図 45 電気事業用地中送電線の回線延長［km］（再掲）
年
電圧
1kV 未満
1kV 以上
10kV 未満
10kV 以上
15kV 未満
20kV
20kV 以上
60kV
110kV
220kV
合
計

1991

1992

1993

1994

1995

1996

633,148

651,513

674,411

696,714

721,300

743,829

120,650

122,327

122,841

123,465

124,623

127,572

17,400

18,107

18,212

19,068

18,992

19,077

120,928

127,322

131,130

136,758

142,286

148,715

8,961

8,819

8,492

8,742

8,029

7,276

4,163
82
905,332

4,263
94
932,445

4,379
94
959,559

4,424
4,648
4,674
99
102
93
989,270 1,019,980 1,051,236
〔出典〕VDEW

84

l/downloads/englisch/service/facts+figures2004.pdf）
“海外諸国の電気事業 第 1 編 2003 年”では「超高圧（220/380kV）、高圧（36〜110kV）、
中圧（6〜36kV）、低圧（0.4〜6kV）」と記述。
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ドイツ国内の系統運用の技術規則は、「ドイツ系統運用者協会（VDN：本部、ベル
リン市）」により取り纏められている。VDN の前身である大手電力会杜により組織さ
れていた「ドイツ送電協会（DVG）
」は、2001 年 6 月に大手電力会社以外の地方自治
体営電力会杜と地域エネルギー供給会社も加盟するドイツ全国の系統運用者大の組
織として改組された。DVG は VDEW とは独立した組織であったが、VDN は VDEW の下部
組織機関として位置付けられている。同協会には、2001 年 11 月現在で送電系統運
用者 4 社、地域エネルギー供給会杜 38 社、地方自治体営電力会社 189 杜が加盟して
いる。
・超高圧送電系統
回線延長 38,600km（2000 年現在）の超高圧送電線は、他の大陸欧州諸国と同期運
転し、安定供給に資するとともに、国境を越えた発電設備の経済的運用を可能とし
ている。送電系統運用の国際協調は、フランスのパリに本部を置く「欧州発送電協
調連盟」（UCPTE）を通じて実施されてきた。欧州大での電力部分自由化が開始され
た後、UCPTE は「欧州･送電協調連盟」
（Union for the Co-ordination of Transmission
of Electricity：UCTE）と名称変更し、旧来の加盟国である西側大陸諸国に加え、
ポーランド、スロバキア、チェコ、ハンガリーなどの東欧諸国もメンバーに加えて、
西側系統（UCTE）と東側系統（CENTREL）との連系強化を図っている。
ドイツ国内の超高圧送電線を運用する送電系統運用者には、RWE トランスポルト
ネッツェ･ストロム社、E.ON ネッツ社、EnBW トランスポルトネッツェ社、及び
Vattenfall ヨーロッパ･トランスミッション社の 4 社があり、これら 4 社間の電力
取引、ドイツの送電系統運用者と UCTE 系統、及び CENTREL 系統に属する欧州諸国の
系統運用者との電力輸出入については、RWE 社の中央給電指令所が調整を行なって
いる。
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図 46 ドイツ近隣諸国との接続（左図）及び国内送電会社（右図）85
・ドイツにおける隣国との電力輸出入状況（2004 年）
オランダ、フランス、ポーランドなどの隣国との電力輸出入の状況は次図のよう
になっている。

図 47

85

ドイツにおける隣国との電力輸出入状況（2004 年）

http://www.vdn-berlin.de/facts̲figures.asp、http://www.vdn-berlin.de/global/dow
nloads/englisch/service/facts+figures2005.pdf（http://www.vdn-berlin.de/global/
downloads/elisch/service/facts+figures2004.pdf）
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（3）需要家構成86
2002 年における需要家構成は、家庭用 25.5%、工業用 45.4%、その他 29.1%となっ
ている。
（4）電力供給構造
・エネルギー需給構造87
2001 年の一次エネルギー総供給量は石油換算 3 億 5,109 万トンとなり、エネル
ギー源別構成比は石油 38.3%、石炭 24.2%、天然ガス 21.5%、原子力 12.7%、その他
3.3%となっている。一次エネルギー供給合計に占める自給率は 38.1%となっている。
・電力供給構造88
ドイツでは、1998 年に新しいエネルギー事業法が施行され、家庭用も含めたすべ
ての需要家が電力の購入先を自由に選択できる全面自由化が実施された。
ドイツには従来、電気事業の中心的役割を担う 8 大電力会社が存在し、国内総発
電電力量の約 90%を独占的に供給し、そのほかドイツには地方公営の小規模な配電
会社等全部で 1,000 社以上の電力会社があった。
この独占体制は自由化で崩れ、卸売りと小売りの両レベルでの全面的な自由化に
よって、電力会社間で激しい競争が行われるようになった。その結果、欧州諸国の
中で最も高い部類に入ると言われていた電気料金は、産業用で 2〜3 割も低下した。
しかし、最近は再生可能エネルギー発電の買取義務付け等の影響もあり、料金水準
は上昇に転じている。
また、電力取引を活性化させるため、2000 年には、フランクフルトに欧州エネル
ギー取引所（EEX）が、ライプチヒにライプチヒ電力取引所（LPX）が設立された。
しかし、両取引所は、十分な取引量を確保できず、2001 年 10 月に合併を決め、2002
年にライプチヒで合併後の電力取引所が運用を開始した。その後、取引所の取引量
は徐々に増加し、2003 年実績では、取引所の実物の取引量が国内供給電力量の約 9%
を占めるに至っている。

86
87
88

http://www.jepic.or.jp/overseas/data/index06.html
日本エネルギー経済研究所、ドイツ
海外電力調査会、海外情報、ドイツの電気事業
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図 48 電力供給体制
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１．３．６

分散型電源導入状況

（1）導入目標
○ EU の再生可能エネルギー指令
2010 年までに再生可能エネルギーを総電力供給量の 12.5%にする。
（2）普及状況89
2002 年 9 月末現在、ドイツでは 2002 年中に新たに再生可能エネルギーによる電源
が 1,896MW 増設され総発電設備容量が 10,650MW に達しており、欧州の約 50%に相当
する規模に成長している。
ドイツには 2004 年 9 月末時点で、1 万 6017 基の風力発電施設があり、総発電容量
は約 1570 万 kW に上る。平均的な気象条件であれば年間約 316 億 kWh の発電量が可
能と見込まれており、これは再生可能エネルギー全体の約 54%を占める。
わずか 5 年前の 1999 年末における風力発電施設数が約 7900 基、総発電容量が 440
万 kW であったことを考えると、この間、風力発電は施設数で約 2 倍、発電容量で約 4
倍になった。今後も洋上風力を中心に増加すると予想されている。

図 49

89
90

ドイツにおける風力開発見通し（各年の新規導入、リパワリング容量）90

http://eneken.ieej.or.jp/news/trend/pdf/germany040630.pdf
DENA,“Integration into the national grid of onshore and offshore wind energy
generated in Germany by the year 2020”90
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図 50

2020 年までのドイツにおける陸上･洋上風力発電の開発予測91

連邦環境省は、2003 年の一次エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合
が前年から 0.2 ポイント上がって約 3.1%となり、はじめて 3%を突破し、発電に占める
割合も約 7.9%（前年 7.6%）に達する見込みであるとの暫定予測を発表した。なお、連
邦環境省の暫定予測では 2004 年の発電に占める再生可能エネルギーの割合は年間全
体で 9.3%である。
再生可能エネルギーの割合が上昇したことによって、2003 年には約 5300 万トンの
二酸化炭素の排出が削減されたと推測されている。また、コージェネレーションによ
る発電比率は、14%程度となっている。他の再生可能エネルギー（風力発電除き）の導
入量予測をみると、太陽光やバイオマスも今後増加すると予想されている。

91

Consortium DEWI/E.ON Netz/EWI/RWE Transport Grid, Electricity/VE Transmission,
“Planning of the Grid Integration of Wind Energy in Germany Onshore and Offshore
up to the Year 2020”91
1-124

図 51

他の再生可能エネルギー（風力発電除き）の導入量予測92

−〔DLR/IFEU/WI（2004）
〕における”Naturschuts Plus 1”（自然保護＋1）シナリオ−

92

Consortium DEWI/E.ON Netz/EWI/RWE Transport Grid, Electricity/VE Transmission,
“Planning of the Grid Integration of Wind Energy in Germany Onshore and Offshore
up to the Year 2020”92
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１．４

米国

１．４．１

概要

米国におけるエネルギー関連の施策として、「分散型エネルギー戦略計画（2000）」によ
り分散型電源に対して国家的に取り組むという姿勢を示している。
その後、ブッシュ政権が発足した当初に策定された「国家エネルギー政策（2001）」がそ
の後のエネルギー関連施策の基本となっている。その後も「National Transmission Grid
Study（2002）」により米国送電系統の脆弱性が指摘され、それらに対応するために、主に
国家安全保障の観点から「DOE 戦略計画（2003）」が策定されている。
「DOE 戦略計画」においては、国防･エネルギー･科学･環境の 4 分野で戦略が策定され、
エネルギーの分野では原子力の推進と電力の供給信頼性を高めることなどが定められてい
る。
DOE の戦略を踏まえ、送配電局は「GRID2030」と呼ばれる今後 100 年の電力国家ビジョン
を策定した。このビジョンの実現の具体的なロードマップ作成の必要から、「国家送電技術
ロードマップ」が策定され、様々な具体的技術の優先順位などが検討されている。
また、2005 年 8 月にはブッシュ政権として長年の懸案であった「包括エネルギー法案」
が可決され、新たなエネルギー政策の道筋が示されている。
分散型電源の導入促進施策としては、「包括エネルギー法案」の可決が行われなかったた
めに州レベルでの取り組みが先行しており、テキサス州などで RPS 法が制定され、実施さ
れている。また、2005 年に可決された「2005 エネルギー政策法」でも連邦大での導入目標
は設定されなかった。
また、主に風力を対象とした新エネルギー発電設備に対する税金控除（PTC）も施行され
効果を挙げているが、法案の可決の遅れから失効と再延長を繰り返しており、不安定な補
助策となっている。
分散型電源の系統連系に関しても、連邦レベルでの法律は無いために州ごとに制定され
ていたが、2005 年になって 20MW 以下の発電設備を対象とした連邦エネルギー規制委員会
（FERC）による標準連系手順と標準連系契約書が提示され、今後各州でも採用されていく
見込みである。
研究開発プログラムとしては DOE 内の送配電局によるプログラムが実施されており、主
に負荷制御や系統機器を統合したインテリジェントな配電コントロールを目指している。

1-126

1-127

１．４．２

エネルギー関連基本政策

（1）分散型エネルギー戦略計画（2000 年 9 月）93
DOE は、2000 年 9 月、「分散型エネルギー戦略計画
（STRTEGIC PLAN FOR DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES）」
を発表し、今後 20 年間で、クリーンで信頼性の高い低価
格の分散型エネルギー技術の開発に、国家的に取り組ん
でいくという政府の姿勢を明らかにしている。
DOE では、「この計画によって初めて、DOE が行ってい
る数多くの分散型エネルギー源に関連するプログラムを
統合し、工業界、商業界、及び一般の顧客が多くの選択
肢の中から、自分に合った分散型エネルギー源製品やサ
ービスを選べるようなシステムのための基盤を築くため
の枠組みが、提供されることになる。DOE は将来、合衆

図 52 分散型エネルギー戦略計画

93

国の国民が確実にクリーンエネルギーを利用できるよ
う、最新技術やエネルギー効率化を支援している」とし
ている。
本計画では 2020 年までの長期目標として、コスト効率の高い分散型エネルギー源
の利用を最大化することによって、米国のエネルギー生産、配給システムを世界で最
もクリーンで、効率的で、信頼性が高く、余裕のあるものにするとしており、2010 年
までの中期目標として、一連の分散型エネルギー技術のコスト及び汚染物質の排出を
削減し、効率性と信頼性を増大させることで、米国における新規電源容量増分の 20%
を達成するとしている。
また、2005 年までの短期目標として、本計画では「次世代分散型エネルギー技術の
開発」、及び「2005 年までにネットワークに接続される分散型エネルギー資源の設置、
認可、相互接続を妨げる制度及び規制上の障害への取り組み」を挙げている。
本計画では以下の 6 つの戦略を掲げている。
・ 先進型タービン技術及びマイクロタービン、冷房用及びその駆動システム、燃
料電池システム、ハイブリッドシステム、天然ガスエンジンなど、天然ガスを
燃料源とする分散型技術の研究･開発･実証（RD&D）に様々な投資プランを割り
当て、その調整を行う。
・ 燃焼システム、燃料処理、水素エネルギーシステム、関連する材料開発とその
生産設備、パワーエレクトロニクス、センサー制御など、各種技術の実現に向
けての支援 RD&D を実施する。

93

DOE,“Stragtegic Plan for Distributed Energy Resources”, Sep.2000
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・ 地域エネルギー、エネルギー貯蔵、送電網への接続、モデリング及びシミュレ
ーションツール、特定の小地域内送電網、発電や送配電に用いる超伝導材料な
ど、分散型エネルギー源利用に際して必要な様々なエネルギー変換、及び配送
システムに関する RD&D にプランを割り当て、その調整を行う。
・ 太陽エネルギーの集積及びソーラービルディング、地熱、太陽電池、風力利用
などの、各種再生可能エネルギー開発における RD&D 活動を調整する。
・ 業界、政府機関、大学、国立研究所の間に、
「多年度プラン、産業ビジョン、技
術ロードマップ」、「費用分担型研究･開発･実証プロジェクト」、「費用分担型技
術移転」、などに基づく技術協力成果の移転のためのパートナーシップを確立す
る。
・ インフラ、制度、規制等のニーズに応えるため、建築基準、環境規制及び規制
地域、連邦環境管理制度、大統領科学技術国際諮問委員会、送電網の接続に関
する規格化、国の指導、課税規定、公益電力の再編など、各種システムの統合、
新設、拡充を行う。

分散型エネルギー戦略計画の概要
分

類

期

間

目

標

・費用対効果の高い分散型エネルギー源を最大限に活
長期目標

〜2020 年

用し、世界で最もクリーン、高効率、高信頼度、低
価格な全米エネルギー生産流通システムを構築す
る
・全米の新規電源容量の 20%を分散型エネルギー源が

中期目標

〜2010 年

占めるように、分散型エネルギー技術のコスト･エ
ミッションの低減、効率･信頼度の向上を図る
・次世代分散型エネルギー技術の開発

短期目標

〜2005 年

・分散型エネルギー源の設置、認可、連系を阻害する
制度的･規制的障壁の是正を検討する

この分散型エネルギー戦略計画は、現在では厳密には失効しているが、その基本的
な考え方や方針は現在も有効である。
その後ブッシュ政権へと政権交代が行われ、2001 年 5 月に国家エネルギー政策

94

が策定された。そこでは、原子力の強化やアラスカにおける石油資源開発の促進等が
うたわれるとともに、代替エネルギー、再生可能エネルギー、分散型電源、省エネル
ギー、水素エネルギー等の促進に関する米国の基本的な方針が書かれており、分散型
電源を含む現在の米国のエネルギー政策の基本となっている。
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（2）国家エネルギー政策 （National Energy Policy）

94

（2001 年 5 月）

米国のエネルギー政策の基本は現在のブッシュ政権が発足した当初の 2001 年 5 月
に策定された国家エネルギー政策である。その政策の基本的方向として以下の 6 項目
があげられている。
（基本的方向）
①省エネルギーの近代化
②エネルギーインフラの近代化
③エネルギー供給の拡大
④環境水準の向上と環境保全の加速化
⑤エネルギーセキュリティーの向上

この中で再生可能エネルギーを含めた分散型電源
の開発導入に関する内容が明記されているものを以

図 53 国家エネルギー政策 94

下に紹介する。
（省エネルギーの近代化）
・再生可能エネルギーおよび省エネ技術に対する財政支出の拡大
・CHP プロジェクト促進のための優遇税制整備、環境規制緩和
（エネルギーインフラの近代化）
・競争促進、新規発電促進、信頼度向上、需要家保護、再生可能エネルギー推進
等につながる包括的な電力法案の実施
・系統の信頼度向上および超電導に関する DOE 研究開発予算の拡充
（エネルギー供給の拡大）
・アラスカ州北極圏野生生物保護区（ANWR）開放に伴う歳入から、12 億ドルを風
力、太陽、バイオマス等の再生可能エネルギーおよび代替燃料の研究開発に充
当
・代替燃料に関する現行優遇税制の適用をメタンガス、風力、バイオマス発電に
も拡充

94

Whitehouse,“National Energy Policy”, May 2001,
http://www.whitehouse.gov/energy/National-Energy-Policy.pdf
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＜位置づけ＞
ブッシュ政権のエネルギー政策の基本
＜体系図＞
（基本的方向）
① 省エネルギーの近代化

基本的認識
●基本的考え方：

② エネルギーインフラの近代化

米国の現状−1970年代以来の重大なエネル

③ エネルギー供給の拡大

ギー危機に直面との認識

④ 環境水準の向上と環境保全の加速化
⑤ エネルギーセキュリティーの向上

原子力発電の推進など、供給力増大に重点

② エネルギインフラの近代化

① 省エネルギーの近代化
・再生可能エ ネルギ ーおよび省エネ技術に
対する財政支出の拡大
・エナジースタープログラムの適用対象拡大
・CHPプロジ ェクト促進のための優遇税制整
備、環境規制」緩和 等
・連邦政府機関における夏季ピーク時等の
エネルギー需要抑制
・ハイブリッド燃料電池自動車の購入に係る
所得税控除制度の創設
・ITS、燃料電池バス計画等の推進

・大統領令に基づきエネルギー・インフラ（発電
所、送電線、ガスパイプライン等）の承認に関
する連邦、州、地方政府の調整を迅速化
・競争促進、新規発電促進、信頼度向上、需要家
保護、再生可能エネルギー推進等につながる包
括的な電力法案の実施
・系統の信頼度向上および超電導に関する DOE
研究開発予算の拡充
・州際送電の信頼度向上のための組織・規制の見
直し、整備

・アラスカ州北極圏野生生物保護区（ANWR）
の一部におけるエネルギー資源の探査および
生産の解禁
・ANWR 開放に伴う歳入から 12 億ドルを風力、
太陽、バイオマス等の再生可能エネルギーお
よび代替燃料の研究開発に充当
・代替燃料に関する現行優遇税制の適用をメタ
ンガス、風力、バイオマス発電にも拡充
・環境に配慮した水力発電の更新手続の簡素化
・原子力プラント許認可手続の合理化等による
原子力発電の拡大

⑤ エネルギーセキュリティーの向上

④ 環境水準の向上と環境保全の加速
・発電所からの SOx、NOx 等の排出を低減するための法
律制定
・環境関連の国産技術の輸出拡大による環境調和および効
率改善
・その他

③ エネルギー供給の拡大

・石油・ガス価格の高騰時における低所得層への影響を緩和する基金創設
・DOE エネルギー効率向上支援プログラム予算を今後 10 年間 14 億ドル
倍増
・連邦緊急管理局（FEMA）に対するエネルギー危機への対応準備の指示
・その他
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（3）National Transmission Grid Study（2002 年 5 月）95
米国エネルギー省が国家エネルギー戦略を受けて、独自の解析
手法（POEMS）を用いて米国の送電系統のボトルネック箇所やそ
の解消方法について調査した報告書である。
送電系統での検討であり、詳細については記載しない。
図 54 National
Transmission Grid Study95

（4）DOE 戦略計画 （Strategic Plan）（2003 年 10 月）96
米国エネルギー省（DOE：Department of Energy）は、2001
年 5 月の国家エネルギー政策（1.4.2 章（2）参照）、送電
線に関する調査（1.4.2 章（3）参照）を受けてより具体的
な戦略目標を策定した。
この戦略計画は DOE の国家核安全保障庁（NNSA）と、エ
ネルギー情報局（EIA）、電力販売公社（PMA）が策定する計
画で、3 年毎に改定され、米国のエネルギー供給安定性、
国防に重きがおかれ、DOE が今後 25 年間にとるべき方針が
描かれている。
戦略は国防、エネルギー、科学、環境の 4 分野について
定められており、以下エネルギー分野について記載する。
エネルギー分野の戦略目標（Strategic Goals）として
は“エネルギー供給源の多様化と、信頼性があり安価で環

図 55 DOE エネルギー戦略

境に優しいエネルギー供給を行うことにより、国家と経済

96

のセキュリティを守る”ことが定められている。

95
96

DOE,“National Transmission Grid Study”, May 2002
DOE, DOE/ME-0030 ,“The Department of Energy Strategic Plan”, Sep.30.2003,
http://strategicplan.doe.gov/full.pdf
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表 5

米国エネルギー省戦略計画

戦略目標 96

戦略目標
（Strategic Goals）
①国防戦略目標
（Defense Strategic
Goal）

一般目標
（General Goals）
目標 1：核兵器受託責任（Nuclear Weapons Stewardship）

②エネルギー戦略目標
（Energy Strategic Goal）
信頼性を有し、適切な価
格の環境に優しいエネル
ギーの多様な供給と流通
を促進することにより、国
家と経済の安全保障を確
保する。
③科学戦略目標
（Science Strategic
Goal）
④環境戦略目標
（Environment Strategic
Goal）

目標4：エネルギー安全保障（Energy Security）
信頼できるエネルギーの供給、エネルギー緊急事態に
備え、エネルギー･オプションの組合せを根本的に改善
する先端技術を探求し、エネルギー効率を改善し、信頼
でき、適切な価格の環境に優しいエネルギーの多様な供
給を促進する技術を開発することにより、エネルギーの
安全保障を改善する。

目標 2：核不拡散（Nuclear Nonproliferation）
目標 3：海軍用原子炉（Naval Reactors）

目標5：世界水準の科学研究能力
（World-class Scientific Research Capacity）
目標6：環境管理（Environmental Management）
目標 7：核廃棄物（Nuclear Waste）

エネルギー戦略目標達成のために以下の 14 項目の戦略が打ち出されている。
〔石炭分野〕
・石炭火力発電システムの大幅なクリーン化と炭素固定化によるゼロ･エミッシ
ョンを達成する。
〔原子力分野 〕
・安全性と経済性の向上、及び核廃棄物の減少をもたらす先進原子力技術の推進
を国際的に主導する。
・国内産業界と協力して、将来の資源枯渇に備え、核燃料の利用可能性を確実な
ものとする。
・プラズマ、核融合科学を推進する。
〔水素分野〕
・再生可能エネルギー、原子力エネルギー、化石燃料による水素製造技術開発に
より、水素経済への転換を加速する。
・輸送分野を中心とする様々な応用分野における燃料電池技術の開発に向けて産
業界と協力する。
〔電力システム分野〕
・超電導材料、分散型（小型、モジュラー型等）電源を中心として、電力供給の
脆弱さを低め、信頼性を高める技術を開発する。
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・電力販売公社を通じて、連邦水力発電所による供給を継続するとともに、ボト
ルネックを排除することにより、その送電網（33,000 マイル）の性能向上を図
る。
〔再生可能エネルギー分野〕
・再生可能エネルギー技術（風力、水力、バイオマス、太陽、地熱）の研究を進
め、民間と共に国内資源の開発に取り組む。
〔省エネルギー分野〕
・幅広い関係者との連携の下で、エネルギー効率を高める技術を開発し、導入す
る。
・連邦施設等において、エネルギー消費の抑制を推進するとともに、耐気候構造
プログラムによる低所得層に対する省エネ支援を図る。
〔化石燃料分野〕
・ブッシュ大統領の進める戦略石油備蓄を行う。
・国産の石油および天然ガスの供給の拡大のための新技術を開発する。
・国際的な供給者と協調し、石油供給の能力、価格、安定性を維持する。
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＜DOE R&D office＞

国家エネルギー政策

DOE 戦略計画

＜National Energy Policy＞

＜Strategic Plan＞

（2001 年 5 月）

（2003 年 9 月）

化石エネルギー局
エネルギー戦略目標

（Fossil Fuel Energy Office）

送配電局
（Electric Delivery & Energy Relliability Office）

エネルギー効率・再生可能エネルギー局
＜Bush Initiative＞

（Energy Efficiency and Renewable Energy Office）

・ Presidentʼs Clean Coal Power Initiative（2002.2）
・ Global Climate Change Initiative（2002.2）

原子力･科学技術局

・ Freedom Car Initiative（2002.1）

（Nuclear Energy, Science and Technology Office）

・ Hydrogen Fuel Initiative（2003.1）
・ Freedom Fuel Initiative（2003.1）
出所：
国家エネルギー政策：http://www.whitehouse.gov/energy/National-Energy-Policy.pdf

科学局
（Scien

DOE 戦略計画：http://strategicplan.doe.gov/full.pdf

1-135

（5）GRID2030（2003 年 7 月）97
2003 年 7 月、DOE 内部の組織である送配電局
（ OETD ： Office of Electric Transmission and
Distribution）は”GRID2030 ‒ 今後 100 年の電力国
家ビジョン”を策定し、公開した。
GRID2030 は、DOE の戦略計画（1.4.2 章（4））を
踏まえて、2003 年 4 月に電力、ガス、メーカー、政
府、大学他が一同に会して検討を行ったもので、今
後の米国における電力系統の国家ビジョンを構築す
ることを目的としている。
「米国電力市場の競争を活発化し、誰でも、いつ
でも、どこでも、豊富で、クリーンで、効率的な、
信頼性の高い電力を適正価格で使用することがで
き」、「世界で最良かつ最も安全な電力サービスを提
供できる」送電網のあり方を示している

97

図 56 GRID 203097

。

ビジョンの構成は米国の電力系統の現状、電力系統に影響を及ぼす要因、将来のビ
ジョンの記載があり、今後のビジョン達成のための課題･目標が記載されている。
本プロジェクトに関係すると思われる記述を以下に抜粋する。
・米国の配電線の現状
米国の配電線の現状については「配電系統が小売市場を支えている。州あるいは
地方政府機関は配電事業に深く関わっており、電気料金や配電会社の利益率を規制
している。また、2000 地域で州、及び地方政府の機関が配電会社を運営しており、
900 強の地域では電力組合が配電事業を行っている。事実上、全ての配電系統は州
法によって認められた特権的独占で運営されている。」との記述がある。
また、課題として電力品質に対する需要化ニーズの高まりがあり、加えて分散型
電源や電力貯蔵設備への関心の高まりによる新しい形の系統連系や安全運用への要
求があるとしている 97

P.7

。

また、米国の平均負荷率は 55%であり、負荷率向上のためには負荷管理や電力貯
蔵、分散型電源や熱利用の技術等を挙げている。
・電力系統へ影響を及ぼす要因
今後 20〜30 年間の電力業界の状況に影響する要因を政策面、市場推進力、技術推
進力から記載している。
技術推進力の中では、IT 技術や新素材、高温超電導、電力貯蔵のほかに高度なパ
ワーエレクトロニクス技術（FACTS 機器）のコスト削減について記述がある。
97

DOE-OETD,“GRID 2030 A National Vision for Electricityʼs Second 100years”, July
2030

1-136

また、分散型電源技術として、電力品質と信頼性の向上のための需要家側の分散
型電源の設置、及び分散型電源導入によるピーク時需要の削減の結果、
「上流（発電、
送電、配電）
」の設備の必要性を下げることができるとしている 97

P.15

。

・将来の電力系統のビジョン
将来の「米国電力市場の競争を活発化し、誰でも、いつでも、どこでも、豊富で、
クリーンで、効率的な、信頼性の高い電力を適正価格で使用することができ」、「世
界で最良かつ最も安全な電力サービスを提供できる」電力系統の実現のため、全需
要家と全ノードを監視･制御できる完全自動化送電ネットワークの構築が記述され
ている。
配電系統に関しては、リアルタイムネットワークの実現により、瞬時の全国規模
の取引が可能となり、分散型電源技術と水素エネルギーの発達により、例えば自動
車を固定発電設備としても利用できるようになることが記述されている。
また、「グリッド･フレンドリーな家電制御装置」として、周波数を監視し、変動
により負荷を自動遮断させる装置の記述がある。この装置を冷蔵庫やエアコン、給
湯設備などに組み込み、送電線が過負荷による周波数低下を検知して数秒から数分
間負荷を削減するものである。また、カリフォルニア州ウッドランドヒルズのリア
ルエナジー社による分散型電源統合システムについても記載されている 97

P.21

。

・ビジョン達成に向けて
以上のようなビジョンを達成するため、配電系統については段階目標を設定して
いる。
第一段階：2010 年まで
・分散型インテリジェンスの実現可能性の実証
・遠隔停電検出能力を導入
・DG/DR のプラグアンドプレイプロトコル
・インテリジェント自動化システムのアーキテクチャの確立
・設備利用率の向上とコスト削減
第二段階：2020 年まで
・DG/DR が配電運用に完全に統合
・インテリジェント自動化システムの構築
・リアルタイムでの情報及び電力の双方向フロー
第三段階：2030 年まで
・低コスト、コンパクトな電力貯蔵設備
・超電導ケーブル、機器の導入
最後に、今後のロードマップの開発の必要性に触れ、配電系統においては分散型
インテリジェンスについて検討する必要があることを記載している。
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（6）National Energy Delivery Technologies Roadmap（2004 年 1 月）98
DOE 戦略計画を基本として示された電力系統のビ
ジョン（2.4 章）の実現のため、OETD は 2003 年 7 月
に 250 人が参加する国家送電技術ロードマップ･ワー
クショップを開催し、ロードマップを策定した。
皮肉にも会議の翌月の 2003 年 8 月 14 日に発生し
たいわゆる北米大停電に伴い、ロードマップの優先
順位に変更なども行われたようであるが、2004 年 1
月に本ロードマップがバージョン 1.0 として発行さ
れた。
報告は「グリット 2030」アーキテクチャの設計、
「クリティカルな技術」の設計、先進技術受け入
れの加速、電力市場の運営強化、官民パートナー

図 57 国家送電技術ロードマップ

シップの構築、次のステップの内容で記述され、

98

今後米国の官民が行うべき行動予定が記載されている。
本プロジェクトに関係する記述は下記。
・「グリット 2030」アーキテクチャの設計
地方配電の設計として、配電資産の有効活用を促進し、平均 75%の配電容量が使
用されること、停電時間の減少の取組みに併せて末端の家電用品機器の「ライドス
ルー」能力などを開発する必要があることが述べられている。
技術的な課題としては、既存のシステム計画･運営システムを「グリッド 2030」
に併せて発展させる必要があること、分散型電源の系統連系装置や電力貯蔵装置、
デバイス、双方向潮流に対応した保護リレー、地絡箇所検出装置などが高価であり、
性能･信頼性および耐久性が実証されていないとしている。
これらの課題解決から、取り組むべき技術の優先順位が示されている（図 58）。
優先順位における配電に関わる項目としては、
2．分散型エネルギー源のグリッド 2030 概念への統合のための業界プロトコル/
標準の確立
6．都市･郊外･地方の各ロケーション用標準配電システムの開発
9．双方向潮流のための新しい保護スキームの開発
10．DC グリッド、高電圧、複数周波数など、代替的配電システム概念の探求
（行頭の数字は表中の囲み数字に対応）
が挙げられている。

98

DOE-OETD,“National Electric Delivery Technologies Roadmap ‒ Transforming the Grid
to Revolutionize Electric Power in North America”, Jan.2004
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図 58

グリッド･アーキテクチャの優先順位及びタイムフレーム 98

P.14

上記の表から、ほとんどの課題に 10 年以内に取り組む必要性があると認識してい
ることがわかる。
・クリティカルな技術の開発
グリッド 2030 ビジョンを達成するため、5 つのクリティカルな技術が記載されて
いる。そのうち、配電系統に関するものとしては、
「配電インテリジェンスとスマー
トコントロール」、及び「パワーエレクトロニクス」99が挙げられる。
「配電センサー、インテリジェンス、スマートな制御、分散型電源（Distributed
Sensors, Intelligence, Smart Controls, and Distributed Energy Resources）」 に
ついては、配電線に各種センサーを配備し、データ収集を行うことにより各種装置
を制御し、インテリジェントな配電システムを指向している。そのためには標準通
信アーキテクチャの開発、配電情報拠点、及び制御システムなどが必要だとされ、
更なる研究、開発、実証の必要性が記載されている。
ここでいう自動化とは、毎時の電気料金の情報を受け取り、例えばサーモスタッ
トの設定を自動で変更するようなこととなる。
配電系統運用者にとっての自動化とは、非常時に分散型電源を利用した“単独系
統化”を意味する。
送電系統運用者にとっての自動化とは、自動的な電力動揺の予測、自動対応によ
る影響の最小化など自己回復及び自己最適化された停電を最小限にするシステムを

99

前者のプログラムは後述の「GridWise プログラム」、後者は「GridWorks プログラム」と
して OETD により研究が開始されている。
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意味する。
「パワーエレクトロニクス」の項目では、低コストで信頼性の高いパワエレ機器
の開発が記述されている。一例として、低コストで信頼性の高いパワエレ機器と SVC
（Static VAR Compensators）は配電系統に無効電力を供給することにより、電圧安
定性を高めること、特殊なニーズ箇所への供給手段としての「マイクロ及びミニ･
グリッド」の研究の必要性が記載されている。
それぞれのクリティカルな技術の優先順位、及びタイムフレームは図 59 のよう
に整理されている。

図 59

クリティカルな技術の優先順位およびタイムフレーム 98

P.28

1．低コストな高容量パワエレ、マルチレベル電力変換システム
2．インテリジェントな再構成制御システム、及びロバストで自己修復性をもつ制
御システムのプロトタイプ開発
3．需要家側の自動化制御システム機器の開発
4．分散型電源の改良と系統連系要件、及び連系装置の開発および適用
5．インテリジェントセンサーの開発
9．需要に応じた発電源の SCADA システムへの組み込み、評価、制御及び適用技術
の開発
上記の表から、配電インテリジェンステクノロジー、及びパワーエレクトロニク
ス関係の優先順位は高く、ほとんどが 3−10 年以内のタイムフレームに位置づけら
れていることが判る。
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（7）エネルギー政策法（2005 年 8 月）
2001 年 5 月、ブッシュ大統領はチェイニー副大統領が率いるエネルギータスクフォ
ースの作成した「国家エネルギー政策（National Energy Policy）」発表後、包括エネ
ルギー法案を制定するべく米国議会に法案を提出してきた。2001 年 6 月から 4 年近く
もの間、上院と下院で審議を継続したが、ガソリン添加物 MTBE に関する条項や北極圏
野生生物保護区域に関する条項が利害関係者の反対にあり、成立までは至らなかった。
2005 年 4 月、同法案は下院で圧倒的多数の賛成で可決し、6 月には上院で修正され
た法案が可決された。米国では法案は大統領の署名を持って成立するが、2005 年 8 月
8 日、サンディア国立研究所での署名式典において署名され、発効された。
電力系統、特に配電系統や分散型電源に関わる条項は下記100。
Ⅱ．再生可能エネルギー
太陽光、風力、地熱、海洋、クローズドループ型バイオマス、及び埋立地ガス
と家畜由来メタン利用のエネルギー生産を推進するインセンティブを認可。
Ⅸ．研究開発
分散型エネルギーシステム R&D に 2007 年度からの 3 年間で 7 億 6,800 万ドル
XⅡ．電力関係
先進技術使用の発電を奨励するため、キロワット時あたり 1.8 セントのインセ
ンティブを提供。この先端発電技術インセンティブ計画に 2006 年度から 2012 年
度までで 7,000 万ドルを認可
XⅢ．エネルギー優遇税制
再生可能エネルギー･クリーンエネルギーに向こう 10 年間で 32 億ドルの優遇
税制を認可
PTC を 2007 年 12 月 31 日まで延長
送配電に使用される資産の減価償却期間を 20 年から 15 年に短縮
XVⅡ．革新技術インセンティブ
大気汚染物質や GHG の排出を回避･削減･隔離するプロジェクト、または新規、
または大幅に改善された技術を使用するプロジェクト費用の最高 80%までの貸付
を DOE 長官が保証することを認可。対象は、再生可能エネルギーシステム、先進
化石エネルギー技術、水素燃料電池技術、先端原子力発電施設、炭素回収･隔離
技術、効率的な発電･送配電技術、省エネ技術、汚染抑制装置、原油精製技術。
なお、上院で可決した法案には、発電所に対する再生可能エネルギーの導入量を義
務付ける条項（2020 年までに電力の最低 10%）が含まれていたが、下院での案では条
項が削除され、結果として国家レベルでの再生可能エネルギー導入目標は示されなか
った。

100

NEDO,“NEDO 海外レポート- 米国の 2005 年包括エネルギー政策法”, No.961, 2005.8.17
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１．４．３

分散型電源導入施策

（1）PURPA、及び RPS 制度
米国における再生可能エネルギー導入の促進には、1978 年に制定された公共事業規
制政策法（PURPA：The federal Public Utility Regulatory Policies Act）が大きな
役割を果たした101。
PURPA は、認定を受けたコジェネや再生可能エネルギーを用いる小規模発電施設
（QF：Qualifying Facility）からの系統連系義務、及び回避可能価格（Avoided cost）
での買い取りを定めたものである。
回避可能価格とは、QF がもしなかった場合に、電気事業者が自ら発電するために必
要なコストのことであり、例えば、ドイツの固定価格買取制度に比較して、安価な価
格ではあった。
当所、回避可能コストの算定は各州にまかせられていたため、例えば、カリフォル
ニア州では他州に比較して高い価格を設定したために、同州での再生可能エネルギー
の導入が促進された102。
1999 年 4 月に連邦政府は、従来の PURPA に代わって、連邦レベルの RPS 制度導入を
提案した。しかしながら、本提案は実現する見通しがまだ立っておらず、テキサス、
カリフォルニアをはじめとして、州レベルの取組が先行している。ここでは全米で最
初に RPS 制度が導入され、実績を挙げているテキサス州を中心に述べる。
・テキサス州
改正公益事業規正法（PURA）に基づき、2002 年 1 月 1 日から電力小売事業者に対
して、再生可能エネルギー発電量の割当（＝クオータ）義務が課せられている。
ⅰ）義務対象者：電力小売事業者（電力小売が自由化されている地域における事業
者）
一部地域を除いて 2002 年 1 月から小売が自由化された。民間だけでなく、公
営、及び協同組合の小売事業者も義務対象とされている。
（義務対象者数＝2003
年 3 月時点で 53 社）
ⅱ）対象となる再生可能発電のエネルギー源
- 太陽（太陽光発電、太陽熱発電）
- 風力
- 地熱
- 水力（大規模水力発電を含む）
- 波力
- 潮力

101
102

PURPA の主目的は熱利用を含めたエネルギーの効率化であった。
1995 年、FERC において回避可能価格の解釈が統一され、カリフォルニア州が設定した価
格よりも低い価格で統一された。
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-

バイオマス（純粋なバイオマスによる固形燃料、ペレット等）

-

バイオマス起源廃棄物（木片、農業廃棄物、埋立地ガス等）
注）バイオマスとその他の燃料（化石燃料、一般廃棄物等）との混焼発電は、
燃焼安定のための 2%（熱量ベース）までの化石燃料を除いて、認められ
ない。

ⅲ）義務量
義務対象となる各小売事業者への割当義務量（MWh）は、以下の手順により、
ERCOT（テキサス州エネルギー安定供給協議会）が算定し、割当を行う。
・州全体としての義務量の算定（MWh）
＝州全体の設備容量目標（MW）×

8760 時間

×

稼働率（35%）＝

A

注）州全体の設備容量目標（全再生可能エネルギー合計）は、〜2003 年 1
月、〜2005 年、〜2007 年、〜2009 年（累積：2,880MW＝1999 年の 880MW
に比べ、10 年間で 2,000MW の新設）と、2 年ごとに設定されている。
・各事業者の基礎割当量の算定（MWh）
＝

A ×

（対象事業者の電力販売量/州全体の電力販売量）

＝

B

・各事業者の調整割当量の算定（MWh）
＝

B

−

既存設備分（1991〜2000 年または設備稼働期間の年平均発電

量） ＝ C
・各事業者の最終割当量の算定（MWh）
（州全体の既存設備分を各事業者に再配分）
＝

C ＋

州全体の既存設備分

×（C/州全体の C）

ⅳ）義務達成方法
各義務対象者（小売事業者）は、毎年 3/31 までに、前年の割当義務量の達成
に必要な「証書」を ERCOT に納付申請しなければならない。未達成の場合は、
罰金（50 ドル/1MWh または当該期間の平均市場価格の 2 倍の金額の低い方）を
支払う必要がある。
なお、2002〜3 年については、義務割当量の 10%までは次年度の証書取得によ
って相殺することが認められている（アロウワンス制度）
。
ⅴ）証書の発行と取引
ERCOT が、PUCT（テキサス州公益事業委員会）により別途認定された再生可
能発電設備に対して、その発電電力量に応じて、4 半期ごとに 3 カ月分の「証
書」を発行する。証書には、発電量（1MWh 単位、四捨五入）、発行時期、その
他の情報が記載されている。発電量は発電設備に取り付けられているメータに
より把握される。
証書取引は、小売事業者、再生可能発電事業者だけでなく、ブローカやトレ
ーダも含めて、登録すれば自由に参加できる。ERCOT が専用の Web サイトを設
けており、売買希望者は掲示板に情報を掲示し、それを参考に希望者が取引契
約を行う。ERCOT は取引に介入しないが、取引を行った者は、事後的に ERCOT
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に取引情報を報告することが義務付けられている。
ⅵ）証書発行の対象となる再生可能発電設備の認定要件
証書発行の対象となる再生可能発電設備は、上記の通り PUCT が認定する。認
定要件の基本は、
「1999 年 9 月 1 日以降に新規稼動（増設･増強を含む）した設
備」であるが、2MW 以下の小規模発電設備については、既設のものも対象とな
る。また系統連系した再生可能電源だけでなく、独立電源や自家発自家消費電
源についても、メータ等何らかの方法で発電量が計測できれば、認定対象とな
りうる。
ⅶ）RPS 制度の施行状況（実績）
証書発行対象として認定されている発電設備は 2002 年 9 月時点で 957MW であ
り、大部分を風力発電（942MW、全体の 98%）が占めている。残りは、水力発電
（10MW）、埋立地ガス発電（5MW）、PV（0.1MW）である。
2001 年 7 月〜2002 年 12 月（証書発行は 2001 年 7 月から先行的に開始された）
の証書発行件数は約 297 万件であり、風力発電に関する証書の発行件数が 95%
を占めている。
証書取引量は特に 2002 年 7 月以降、急増している。義務対象者（小売事業者）
のほか、ブローカ、トレーダ、証書取引市場、証書アグリゲーション事業者等
も取引に参加している。取引価格はかなり変動が大きく、2002 年 7 月以降、取
引量の増加に応じて価格が上昇し、2002 年 10 月にピーク（1 証書あたり 16.5
ドル）となり、2003 年 2 月では 11〜12 ドル/証書で推移している。
2002 年までの義務達成状況については、州全体として、証書供給量が義務量
を大きく上回る状況と推定されている。
ⅷ）課題
RPS 制度の導入等に伴い特に州西部を中心に風力発電設備の新設が増えてお
り、主な需要地である東部への送電設備増強が必要とされている。しかしなが
ら、ウィンドファームの建設リードタイムが 1 年程度であるのに対し、送電系
統のそれは 5 年程度であり、このタイムラグが、将来的に風力発電の増設のネ
ックになることが懸念されている。
なお、テキサス州は RPS の目標値を 2005 年 8 月、従来の 2009 年 2,880MW と
いう値から、2015 年までに 5,880MW, 2025 年 1 月 1 日までに 10,000MW と拡大
している103。
・カリフォルニア州
2002 年、カリフォルニア州は RPS 法を導入し、電力事業者に対して 2017 年まで
に販売電力量に占める再生可能エネルギーからの購入電力量の割合を 20%とするこ
とを義務付けた。適用対象となるのは水力を除く全ての再生可能エネルギー、小規
模水力発電、一般固形廃棄物による発電である。20%という目標を達成するためには、

103

NEDO 海外レポート, No.962 2005/9/7
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電力事業者は 2017 年までの間に毎年最低でも 1%ずつ、再生可能エネルギー電力の
比率を高めていく必要がある。
・ニューヨーク州
NY 州の RPS 制度は NYPSC により 2004 年 9 月から施行されている。主な特徴は下
記のとおり。
・2013 年までに再生可能エネルギー目標を 25%とする。
・目標達成には、再生可能エネルギーの発電容量を 3,700MW 増加させることが必
要。
・他の州の RPS と異なり、電気料金から得た資金104で RPS 価値を購入するという
スキームを採用している。
・その他の州
アイオワ州、メイン州、ウィスコンシン州、コネティカット州、アリゾナ州、ニ
ュージャージー州、マサチューセッツ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ミネソタ
州等において RPS 制度が導入されている。
義務対象者は小売事業者としている州が大部分である。対象エネルギーはほぼ共
通しているが（実質的には風力が主力となっているものと考えられる）
、細部におい
ては、水力、バイオマス、廃棄物等の扱いに違いがみられる。証書取引の仕組みを
導入している州とそうでない州がある。
なお、米国各州における RPS 制度を含む再生可能エネルギー導入促進策の現状に
ついては、DOE の出資を受けた North Carolina Solar Center が管理する Web サイ
ト（DESIRE：Database of State Incentives for Renewable Energy）で見ることが
できる105。

104

105

RPS surcharge と呼ばれ、￠0.02/kWh（≒0.023 円/kWh、2005/11/1 現在、Con Edison
の場合）が需要家から徴収される。
http://www.dsireusa.org/
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図 60

各州における RPS 制度導入状況（2005 年 7 月現在）
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105

Ａ．再生可能エネルギー
割合の義務付け

１．義務は全電力小売事業者（または全発電事業者）に課せられる。
２．義務は長期に及ぶ。
３．義務は徐々に予測可能な程度で増加。

義務は再生可能エネルギーのクレジット計算システムにより売買が可能。
１．１クレジット＝１kWhの電力が適切な再生可能源から発電されたという証拠
２．再生可能エネルギーの発電事業者は２種類の商品を所有。
ａ．電力
→ 地域の電力市場に販売。
ｂ．クレジット → RPS市場に販売。同市場はRPSが適用される区域（州、国、連合国）と同じ大きさ
ｃ．最も競争原理が働く再生可能エネルギープロジェクトは生産費用と地域市場価格との差が
最小（すなわちクレジット価格が最小）のプロジェクト。
（例）
（市場Ａ）
（市場Ｂ）

Ｂ．RPS概念の鍵

再生可能エネルギーの限界費用
4.5￠
5.0￠

−
−

電力の市場価格
3￠
4￠

＝
＝

クレジット価格
1.5￠
1.0￠

最少費用の再生可能エネルギープロジェクトは市場Ｂに存在。
３．義務とは
各電力小売事業者はその小売販売高のＸ％に相当するクレジットを所有しなければならない。
全再生可能電力はクレジットで説明される。
（例）

３％のRPS
1999年の小売販売高は100万kWh
小売事業者は年末までに３万クレジットを所有

４．売買が可能になることにより柔軟性が生まれ、その結果より効率的な再生可能エネルギーを選択することが
可能になり、すべての人がその思恵を受ける。
・小売事業者は再生可能エネルギーを所有または購入する必要がない。
・再生可能エネルギー生産者はクレジットを容易に売ることができる。
・消費者の費用が安くなる。

Ｃ．政府の役割

１．再生可能電力の生産を認定し、クレジットを発行。
２．小売事業者が所有するクレジットを把握。
３．RPSを遵守しない小売事業者には罰則を課す。

米国の連邦 RPS 法案（クリントン政権下）のスキーム
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RPS 制度の代表例
州

再生可能エネルギーの必要割合および期限

解説

コネチカット州

クラスI再生可能エネルギー2000年７月までに0.5％、2002
年までに１％、2006年までに３％、2009年までに６％に増加

クラスI再生可能エネルギーは太陽、風力、埋め立てガス、新しい持続
可能なバイオマス資源、燃料電池など

メイン州

2000年３月初めに30％

再生可能エネルギーを大量割り当て、最大100メガワットの水力発電
電力やガスコジェネレーション等、供給量＞＞需要量

マサチューセッツ州

2003年までに新しい再生可能エネルギーを１％（早まる可
能性あり）、2009年に４％に増加、その後毎年１％ずつ増加

適格再生可能エネルギーは加工バイオマス、埋め立てガス、風力、
太陽、地熱、海洋技術など。基準により再生可能エネルギーの現在
量と新たな量を保護しなければならないかどうかについて法令は不明
瞭。

ネバダ州

2001年４月初めに0.2％、2005年までに１％に増加

再生可能エネルギーの半分は太陽エネルギー

ニュージャージー州

２層の要件
クラスＩ＝風力、太陽、埋め立てガス、「持続可能な」生物ガス、地熱、
波、海洋、燃料電池。クラスⅡ＝水力発電電力、一定の環境基準に
クラスIまたはクラスⅡ＝2001年初めに2.5％。さらに、クラスI
＝2001年に0.5％、2006年に1.0％に増加、その後毎年0.5％ 遵守した廃棄物
ずつ増加し2012年４％に

ペンシルバニア州

PECO社、ウエストペン社、PP&L社向け−2001年には競争
力はあるが競争に参加しない事業者のエネルギーの２％、
毎年0.5％ずつ増加。GPU社向け−競争力はあるが競争に
参加しない事業者のエネルギーの0.2％

法令で要件を定めていない。規制で要件を定めているが公益事業者
毎に異なる。PECO社、ウエストペン社、PP&L社向けに競争力はある
が競争に参加しない事業者は地域顧客の20％にエネルギーを供給
予定。また、GPU社向けに、顧客の20％に供給し、2004年までに80％
に増加する予定。

テキサス州

テキサス公共公益事業委員会（Public Utility Commission
of Texas：PUC）は以下の実施法を提案：2002年に880メガ
ワット、2003年に新しく400メガワット追加。その後毎年増加
し2008年から2019年まで2,000メガワット。容量は35％の設
備利用率で（調整あり）エネルギーに換算。

再生可能エネルギーは、風力、太陽、バイオマス、水力、埋め立てガ
ス、地熱、波、潮汐。1999年９月以降新しい再生可能エネルギーを導
入。

ウィスコンシン州

2001年12月までに0.5％、１年おきに増加させ2011年12月
までに2.2％に。

公益事業者に適用。小売競争なし。既存のエネルギー源の0.6％が
認められ、３つの小規模公益事業者が除外され、新しいエネルギー
源の有効要件は2003年までに0.25％、2011年までに1.4％。
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（2）生産税控除（Production Tax Credit：PTC）
米国において再生可能エネルギーの導入促進に最も関係している法律は 1992 年に
制定された「エネルギー政策法（Energy Policy Act：EPACT）」であるといわれてい
る106。
特に、EPACT に含まれていた生産税控除（PTC）は、風力等の再生可能エネルギーか
ら発電された電力に対し、一定額（現在 1.8￠/kWh、インフレ調整も行われる）の税
控除を行うというものであり、米国の再生可能エネルギー導入に大きな役割を果たし
た。
この法律は PTC が適用される期間に新たに作られた発電設備に対して、当所 10 年
間の税控除を行う形で行われたため、税控除の有無が米国の導入量に結果として大き
な影響を与えている。
PTC は 1999 年 6 月に期限切れとなったが、同年 12 月に 2001 年 12 月 31 日まで延長
された。再度期限切れの後、2003 年 12 月まで延長されている。2004 年当初からはし
ばらく延長法案が可決されなかったため、失効期間の間は風力発電の建設が手控えら
れていたが 2004 年 10 月 22 日に再度対象電源を拡張して延長された。

1999 年
6 月〜12 月まで失効

2002 年
1 月〜2 月まで失効
2004 年
1 月〜10 月まで失効

図 61 米国の風力発電設備容量107（図中の吹き出しは IAE 加筆）

106

NEDO,“米国その他数カ国の再生可能エネルギー振興政策”, NEDO 海外レポート No.957,
2005/6/15
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（3）ネットメータリング（Net Metering）制度
ネットメータリング制度とは、主に太陽光発電などの小規模な発電施設を有する消
費者が、自宅の電力需要を上回る発電量があった場合に配電系統へ電力を戻して、消
費電力分と相殺できる制度であり、連邦レベルでの制度はなく州レベルで制定･実施さ
れている。
図 62 は米国 DOE（EERE）の Web サイトで公表されている各州の制度導入状況であ
るが、対象とする発電設備容量の上限にもかなりの差があることが判る。

図 62

各州におけるネットメータリング制度108

（4）州政府等のプログラム
米国のいくつかの州は、分散型電源や再生可能エネルギーの導入促進に熱心に取り
組んでいる。例えば、カリフォルニア州の CEC（エネルギー委員会）は、電力料金の
一定割合の課徴金を原資とするファンドから、PIER（公益エネルギー研究）プログラ
ムを推進している。本プログラムはエネルギー政策やエネルギー技術に関する広範な

107
108

AWEA, http://www.awea.org/
EERE, Web サイトより
http://www.eere.energy.gov/greenpower/resources/maps/netmetering̲map.shtml
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研究･開発から成るが、その 1 つとして CERTS（マイクログリッド研究を含む）に対す
る資金助成が行われている。
また、例えば California Solar Initiative と呼ばれる太陽光発電に対する補助金
プログラムを実施しており、2017 年までに合計 3,000MW の太陽光発電導入を目指して
いる109。
ニューヨーク州では、NYSERDA（ニューヨーク州研究開発局）が NYISO（ニューヨー
ク ISO）と共同で、ピーク電力需要を削減するため、負荷削減プログラムを展開して
いる。本プログラムに参加するには必ずしもハイテクを必要としないが、Electrotek
社は遠隔地の需要家サイトに設置されている複数のディーゼル非常用発電機を IT に
より遠隔制御（起動･停止等）することにより、需要家の電力負荷の削減を行うという
新しい方法で同プログラムに参加している。同州以外でも、カリフォルニア州やニュ
ーイングランド地域において、州政府の支援により同様の負荷削減プログラムが実施
されている。
一方、オレゴン州に存在する BPA（ボネヴィル電力局）は水力発電を主体とする、
DOE 傘下の独立採算制の国営電気事業者であるが、環境保護の一層の促進、及び増加
する電力需要、特にピーク需要への対応策として、リードタイムと多額の資金を要す
る水力発電所や送電線等の大規模設備投資の代替策として、VPP システムや再生可能
エネルギー（風力発電、PV、バイオガス等）を活用した新しいオープン指向型の電力
供給システムを模索する Energy Web プロジェクトを展開している。

109

CPUC, http://www.cpuc.ca.gov/static/energy/051214̲solarincentive.htm
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（5）DOE の分析レポート（Making Connection）の概要･要旨
DOE は 2000 年 5 月に系統連系における障害に関する調査研究報告書を発表した110。
これは、1kW〜25MW の PV、風力、燃料電池、ガスタービン、マイクロタービン、レシ
プロエンジン、コージェネシステムに関する 65 のケーススタディーの成果である。
・調査研究タイトル
Making Connections：Case Studies of Interconnection
Barriers and their Impact on Distributed Power
Projects（系統連系上の障害、及びその分散型電源プロジ
ェクトに及ぼす影響に関するケーススタディー）
・調査研究結果
障害には、規制に関わるものと技術的障害があることが
わかった。
調査した 65 ケースの中には、分散型電源との連系につ
いて電気事業者が必要のない（過大な）要件を課してい
る例もみられた。これらの状況は州により、また電気事

図 63 DOE 分析レポート

業者により異なる。連系コストは 2000〜4 万ドルであり、

110

場合によってはそれを上回っている。手続き期間は、たらい回しがある場合もあり、
申請から連系実施まで平均で概ね 6 カ月程度かかっている。

図 64 系統連系手続きによるプロジェクトの遅れ 110

110

R. Brent Alderfer, Thomas J. Starrs, Gary Nakarado,“Making Connections Case
Studies of Interconnection Barriers and their Impact on Distributed Power
Projects”, May 2000
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・系統連系における主な問題点
・連系上の技術的な問題
・スタンバイ･チャージ（バックアップ料金）：チャージが高すぎ、分散型電源の
普及を経済的に阻害している。
・Credit for grid benefits：系統側のピークカットに貢献しても、クレジット
がもらえない。
・Master Metering
・Local Buiding permits and codes：建物に電力メータを取り付ける際の許可が
必要で、調査官が慣れていないために非常に時間がかかる。
・その他の様々な問題（料金、ビジネス、手続き上の問題）
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（6）系統連系時の費用負担
前章で紹介した DOE の分析レポート 110（分析者：NREL）では、分散型電源の電力系
統への接続に関わる障害を分析しているが、その中で系統連系費用（Interconnection
fee）についても記載がある 110

P.13

。

―――――――
申請と接続料金（Application and Interconnection Fees）
通常、分散型電源設備側には申請と接続料金が承認または許可を得るために要求
される。これらの料金は、して提案プロジェクトの大きさにはよらない。そのため、
規模の小さな設備であるほど、明らかな障害となりうる。
―――――――
上記のような記述の後、具体的なケースを挙げて分散型電源側が系統接続費用を請
求された例を記述している。
・ルール 21：カリフォルニア州
カリフォルニア州の配電会社で適用されている系統連系基準であるルール 21111
では、下記のような契約を分散型電源が電力系統に接続するために締結されること
を求めている。
E.連系設備ならびに配電系統改善部の所有権と費用負担
1.連系設備ならびに配電系統改善部の範囲と所有権
a.範囲
発電設備の並列運転を許容するには、連系設備の追加や PG&E 社の配電系統
の改善（「配電系統改善部」の発生）が必要なことがある。連系設備の種類/
規模/費用ならびに配電系統改善措置の種類/規模/費用は、本規則の内容に沿
ったものとし、セクション C に説明した二次審査、及び（または）系統連系
調査で決定される。
b.所有権
共通結合点の発電責任者側に設置された連系設備は、発電責任者と PG&E 社
のいずれがこれを所有/運用/保守することにしてもよい。共通結合点の PG&E
社側に設置された連系設備、ならびに配電系統改善部は、PG&E 社が単独でこ
れを所有/運用/保守する。
2.発電設備の系統連系に伴って生じる費用の分配
a.調査費と審査費
発電責任者は、本規則のセクション C.1 が定めるところに従って実施され
る審査手続きと調査手続きで発生した正当額の費用を負担しなければならな
い。ただし、1MW 以下の太陽発電設備でグリッドに向けての電力販売を行わ
111

例えば Pacific Gas and Electric Company,“RULE21-GENERATIONG FACILITY
INTERCONNECTIONS”, Dec.2002
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ない場合、$5,000 までの費用負担が免除される。カリフォルニア州公益事業
規則のセクション 2827、2827.8、2827.9、2827.10 のいずれかが定めるとこ
ろに該当するネットメータリング適用発電設備の場合、系統連系調査費用の
全額が免除される。
b.設備費用
発電責任者は、発電責任者に所有権が与えられる連系設備に関連して発生
する費用のすべてを負担しなければならない。加えて発電責任者は、発電責
任者の発電設備と PG&E 社の配電系統との連系を可能とするためだけに必要
とされるに至った連系設備、ならびに配電系統改善部の準備、運用、保守に
伴って PG&E 社に発生した正当額の費用すべてを負担しなければならない。た
だし、カリフォルニア州公益事業規則のセクション 2827、2827.8、2827.9、
2827.10 のいずれかが定めるところに該当するネットメータリング適用発電
設備の場合、配電系統の改善や改修から発生する全費用の負担を免除される。
c.費用の分割
当該の発電設備の系統連系に必要な連系設備の設置、または配電系統の改
善が他の需用家や他の発電責任者のために PG&E 社が行う配電系統の改善と
合わせて実施された場合、PG&E 社は、それによって別途、または追加的に発
生した施設費用を当該の発電責任者に請求してはならない。
すなわち、分散型電電源の連系に伴い必要となる連系設備および既存配電設備の
改造費用については、分散型電源がネットメータリングの対象等でない限り、分散
型電源側に全額費用負担を課すというものである。
・ニューヨーク州
ニューヨーク州の公共サービス委員会（Public Service Commission）が制定した
分散型電源に対する系統連系要件112

P.4

には、以下の記述がある。

ステップ 6：電力会社が系統連系費用審査（CESIR）を完了する。
CESIR では、次の二つの審査が行われる。
（1）計画システムの系統連系が電力会社の系統に及ぼす影響に関する審査
（2）計画システムがそれに適用されるべき基準（後掲）を満たしているかどうか
の審査
CESIR は、当該発電設備が系統連系されることで継電器の動作調整や障害電流や
電圧制御の問題が生じることがないかを確認するために、電力会社が実施するもの
である。放射型配電系統の単相分岐線への連系において、発電機の合計出力が 50kW

112

New York State Public Service Commission,“New York State Standardized
Interconnection Requirements and Application Process for New Distributed
Generators 2MW or Less Connected in Parallel with Utility Distribution System”,
Nov.2004
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未満の場合（単独の配電線への連系においては 150kW 未満の場合）、完全な CESIR
の実施は必要とされないこともある。
CESIR は、300kW 以下のシステムについては、ステップ 5 で必要情報の受け渡しが
行われてから 6 週間（30 営業日）以内に、300kW を超えるシステムのについては、
12 週間（60 営業日）以内に、それぞれ完了しなければならない。型式認証試験に合
格済みの装置を使用するシステムについては、CESIR の所要時間はこれよりも短縮
される可能性がある。
CESIR の完了後、電力会社は申請者に対し、次のことを書面で通知する。
(1)電力会社の系統への影響が予想されるならば、その内容
(2)計画システムが、CESIR 手続きで考慮される所定の基準に適合するか否かの通
知
(3)計画システムが基準に適合しないならば、どのような点で要件が満たされてい
ないのかの説明
(4)計画システムの系統連系が実現されるまでに要する総費用の詳細、かつ誠意あ
る見積り（申請者がネットメータリング制度の適用を受ける場合を除く）。見
積書には、電力会社の系統側で改造工事が必要とされる場合の費用、管理費、
メーター設置費、及び現場での確認試験費が含まれるが、これらに限定される
ものではない。申請者がネットメータリング制度の適用を受ける場合、専用変
圧器の設置費の見積りだけでよい。
太陽光発電システムを導入し、ネットメータリング制度の適用を受ける予定の住
宅用電力利用者が申請者である場合、もし専用変圧器が必要ならばその費用を最高
350 ドルまで負担するだけでよい。農業廃棄物［メタンガス］発電システムを導入
し、ネットメータリング制度の適用を受ける予定の農業従事者が申請者である場合、
もし専用変圧器が必要ならばその費用を最高 3,000 ドルまで負担するだけでよい。
上記の記述から、ニューヨーク州では分散型電源側が電力会社が保有する系統の
改造工事費用を含めた費用負担を課せられていることが判る。
・FERC Order No. 2006（2005 年 5 月）
米国の連邦エネルギー規制委員会（FERC：Federal Energy Regulatory Commission）
は 2005 年 5 月、小規模な分散型電源（20MW 以下）が電力系統に連系する際の標準
的な手続き113（SGIP：Small Generator Interconnection Procedures）、及び標準契
約書114（SGIA：Small Generator Interconnection Agreement）を定め、公開した115。

113
114
115

FERC,“SMALL GENERATOR INTERCONNECTION PROCEDURES”, May 2005
FERC,“SMALL GENERATOR INTERCONNECTION AGREEMENT”, May 2005
FERC,“Standardization of Small Generator Interconnection Agreements and
Procedures”, Order No.2006, May 2005
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20MW 以上の発電設備については、2003 年 7 月に既に公開されていたが116、小規模
な電源については定められていなかった。
この SGIP、及び NOPR については、2002 年に事前規則案の発表、関係者からのコ
メント募集を実施して 2003 年に規則案が公表され、コメント募集されていた。コメ
ント募集期間は関係者の強い要望により当初の計画より大幅に延長され、2004 年 10
月までとされ、集められたコメントを考慮して作成されている117。
今回示された標準契約書 114P.8 では下記のように定められている。
4.2 配電アップグレード（Distribution Upgrade）
送電提供者（Transmission Provider）この契約書の添付 6．の資料に記載
の配電系統アップグレードを計画し、調達し、建設し、導入し、所有する。
仮に、送電提供者と連系要求者（Interconnection Customer）が同意した場
合は、連系要求者の敷地内の配電アップグレードの建設は連系要求者が実施
してもよい。配電アップグレードに要した全ての費用は連系要求者に帰する。
上記のように、分散型電源の系統連系が原因で必要となった配電系統の改良につ
いては、分散型電源設置者の負担となることが明確にされている。

116

117

FERC,“Standardization of Generator Interconnection Agreements and Procedures”,
Order No.2003, July 2003
海外電力調査会、“海外電力” 2005.2
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（7）CHP プログラム
・CHP の推進
・ 分 散 型 電 源 は 「 Distributed Energy Resource 」 と 言 わ れ て い た が 、 最 近 は
「Distributed Energy」と称され、その位置付けは従来以上に明確に打ち出され
ている。特に CHP についでは、以前「National CHP Roadmap」（2001 年 3 月）が
作成されたが、その後、
「The Micro-CHP Technologies Roadmap」（2003 年 6 月）
が発表されるなど分散型電源の主流として注目されている。
・従来、分散型電源の開発目標（新規電源の 20%）が示されていたが、現在では、
開発容量の目標ではなく、分散型電源の効率を目標にしている（例えば CHP70%）。
・CHP については、ロードマップを作成し、以下のような CHP Challenge Goal なる
ものを掲げている。（1998：46GW→2010：92GW）
・今までは個々に単独で設置していたものを、総合的な効率向上を目指す目的で IES
（Integrated Energy Single Optimized Package）の開発をスタート。このため、
19 百万ドルの予算が計上され、大学、民間等で Package CHP System 開発の共同
研究がスタートした。
・National CHP Roadmap118 （2001.3）
作成に関しては、USCHPA（United States Combined Heat
& Power Association）を中心に、機器製造業、電力･ガス、
エネルギーサービス、建築家、エンジニアリング企業、プ
ロジェクト開発業者、連邦政府、州政府、大学、国立研究
所、民間団体などの代表者約 1000 名が関与している。DOE
は本ロードマップに関して、先進ガスタービン、マイクロ
タービン、レシプロエンジン、燃料電池などで、様々な
研究開発、デモの資金を提供している。EPA は環境規制

図 65

CHP ロードマップ

値の設定法の再評価などでサポートを行っている。
①背景
現状の CHP の導入は欧州諸国に比較して遅れており（デンマークの熱電併給割
合 40%に対して 8%程度）、省エネ、地球環境保護、経済成長の観点から米国にとっ
て重要なシステムである。特に、工場、商業ビル、公的機関建築物、地域エネル
ギー供給システムに導入することによって、上記の 3 つの観点で大きな波及効果
がある。
②目標

118

USCHPA,“Nationa CHP Roadmap”, Mar.2001
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CHP の容量を 2010 年に 1998 年の 46GW から倍の 92GW まで高める。現状の CHP
の燃料別シェアは、天然ガス 68%、石炭 15%、石油 2%、バイオマス 3%、廃棄物 11%、
その他 2%となっている。
・The Micro-CHP Technologies Roadmap119（2003.6）
2010 年までに環境負荷が小さく、低コスト、多目的で、
燃料多様性のあるマイクロ CHP を住宅分野の市場に投入
する。マイクロ CHP 導入にあたってのポイントは以下のと
おり。
・ 冷暖房と電気を生み出し、室内空気品質の高いもの
・ インフラ整備（系統連系、サプライチェイン、基準な
ど）
・ 国家エネルギー政策上の優先項目とする（効率、環境
負荷、燃料多様性、エネルギー保障の観点から）
駆動源としては、スターリングエンジン、ランキン
サイクルジェネレーション、レシプロエンジン、燃料
電池などを想定。

119

DOE,“TheMicro-CHP Technologies Roadmap”, Dec.2003
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図 66 マイクロ CHP
技術ロードマップ 119

（8）標準的な系統連系手続きの制定
・FERC Order 2006
米国の連邦エネルギー規制委員会（FERC：Federal Energy Regulatory Commission）
は 2005 年 5 月、小規模な分散型電源（20MW 以下）は電力系統に連系する際の標準
的な手続き120（SGIP: Small Generator Interconnection Procedures）、及び標準契
約書121（SGIA: Small Generator Interconnection Agreement）を定め、公開した122。
20MW 以上の発電設備については、2003 年 7 月に既に公開されていたが123、小規模
な電源については定められていなかった。この SGIP、及び SGIA については、2002
年に事前規則案の発表、関係者からのコメント募集を実施して 2003 年に規則案が公
表され、コメント募集されていた。コメント募集期間は関係者の強い要望により当
初の計画より大幅に延長され 2004 年 10 月までとされ、集められたコメントを考慮
して作成されている124。
この SGIP 及び SGIA の主な特徴は下記の通り。
①制定プロセス
・従来の 20MW 以上を対象とした標準手続きと同じプロセスが小規模（20MW 以下）
にも適用された場合、不必要に多い手続きが課されるため、分散型電源設置者
側の負担となり、分散型電源の連系を阻む障害と認識されていた。
・FERC は分散型電源設置者側の要望を受け、電力会社側、メーカー、有識者、各
州の意見を取り入れて（ステークホルダープロセス：FERC としては初の試み）
SGIP、SGIA の制定を進めてきた。
②SGIP、SGIA の概要
・SGIP は、基本的に分散型電源設置者が電力会社に系統連系を申請した後のプロ
セス手順を回答日数も含めて制定したものであり、技術的な連系要件は別途
IEEE1547 等に従う必要がある。
・SGIP のプロセスは発電機の種類、容量により下記の 3 種類に分類される。
・2MW 以上、20MW 以下の発電機：スタディプロセス
・2MW 以下の発電機：ファスト･トラック･プロセス
・10kW 以下のインバータ連系：10kW インバータプロセス
・スタディプロセスはコンピュータシミュレーションによる技術検討が必要だが、
他のプロセス、特に 10kW インバータプロセスは審査が簡単になっている。

120
121
122

123

124

FERC,“SMALL GENERATOR INTERCONNECTION PROCEDURES”, May 2005
FERC,“SMALL GENERATOR INTERCONNECTION AGREEMENT”, May 2005
FERC,“Standardization of Small Generator Interconnection Agreements and
Procedures”, Order No.2006, May 2005
FERC,“Standardization of Generator Interconnection Agreements and Procedures”,
Order No.2003, July 2003
海外電力調査会、“海外電力” 2005.2
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・分散型電源の連系に伴う配電設備の増強費用負担は基本的に分散型電源が全額
負担という規定をしており、米国での共通認識となっている。

送電系統

送電事業者の資産
配電事業者の資産
配電系統に連系した分散型電源が原因で系統強化
が必要になった場合、下記により負担
・配電系統の系統増加費用
→連系する分散型電源事業者が全額負担
・送電設備の系統増加費用
→連系する分散型電源事業者が全額負担した
後、送電事業者から 5 年以内に返金。
配電事業者の資産

配電系統
連系する分散型電源設置者又は
配電事業者の資産
DG 新設
接続点までの引込み線の接続費用の全額
は、連系する分散型電源設置者より回収
接続点

図 67 米国の標準的な配電系統に DG が接続した時の資産、費用負担の範囲例

③FERC Order 2006 の適用範囲
・FERC の電力系統に関する権限は送電系統における卸電力に限られているため、
基本的に配電線に連系する分散型電源には法的拘束力は持たない。
・しかし、現時点において、すべての州に系統連系要件が定められているわけで
はないため、今回の FERC の標準手続きを参考として、系統連系要件が未導入の
各州で制定されることを促す役割がある。
・カリフォルニア州 Rule 21
カリフォルニア州では分散型電源系統連系時の標準手続き、及び要件として、
Rule21 を策定しており、州内の各電力会社が Rule21 を採用してそれぞれ連系要件
を定めている。
Rule21 は系統連系審査手続きの簡素化を目的としており、簡素な手続きには例え
ば、下記条件を満たしている必要がある。
・逆潮流なし
・各種保護機能の装備
・系統事故回復時は 60 秒後に再接続
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他

上記を満たしている場合は簡易的な系統連系審査での連系が認められる。また、
単独運転防止の観点から下記の判断基準が採用されている。
・線路区間上の総発電設備容量は、線路区間ピーク負荷の 15%未満であるか
ここで、15%という数字は大ざっぱな目安として、次のような考えから導入されて
いる。
・代表的な線路区間の最小負荷はピーク負荷の少なくとも 30%になると仮定。
・分散型電源の総発電容量がピーク負荷の 15%以下≒線路区間の最小負荷の 50%
以下。
・系統停電時において、上記のような状況では単独運転を確実に防止することが
できると考えられる。
・上記 15%は技術的に検証した結果ではない。

放射状系統か？
逆潮流なしか？
認証を受けているか？
発 電 設備 の容量 は 区間
のピークロードの 15%以
下か？

追加レビューが必要

起 動 時の 電圧低 下 は問
題ないか？
発電設備の容量は 11kVA
以下か？
短絡容量は基準を満
たしているか？

図 68

125

簡易な連系手続き

SCE における分散型電源連系手続き125（Rule21 準拠）

Stephanie Hamilton & Leanne Swanson, SCE,“Interconnecting DG to Southern
California Edisonʼs Power Grid”, September 18, 2003。吹き出しは IAE 記入。
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１．４．４

研究開発プログラム

（1）概要
米国における分散型電源に対する研究プログラムは、主にエネルギー省（DOE）の
送配電局（OE）において補助が行われている。OE のプログラムは大きく 6 分野あり、
配電技術分野においての研究開発が本プロジェクトに関係してくるものと思われる。
米国の配電系統の研究開発の特徴として、第 1.4.2 章で記述した様々なロードマッ
プやビジョンを元に研究が行われており、Grid Wise など IT 技術を最大限活用して送
配電の信頼性を上げ、かつ経済的にも最適な設備を構築するという目的にそって研究
されている。
（2）OEDER126のプログラム
DOE の組織である OEDER（Office of Electricity Delivery and Energy Reliability）
127

では、米国における送電システムの信頼性を高める研究開発を実施している。
2005 年 7 月時点で実施しているプログラムは下記の 6 つである128。
①電力システムオペレーション･解析プ
ログラム
②GridWorks プログラム
③超伝導プログラム
④配電技術
⑤送電信頼性プログラム
⑥電力貯蔵プログラム
このうち、②GridWorks プログラム、及

び④配電技術について内容を記述する。
・GridWorks プログラム129
2005 年より開始されたプログラムで、ケーブルとコンダクタ（高温超伝導など）、
変電所と保護システム、及びパワー･エレクトロニクス（スイッチ、コントローラ、
キャパシタ、コンデンサなど）といったキー･グリッド･コンポーネントの近代化に
よって電力システムの信頼度を改善することを目的としている。
高温超伝導、送電信頼性技術、配電技術、エネルギー貯蔵機器、GridWise システ
ムと連携しつつ実施していく。なお、研究エリアは下記の 3 分野
①ケーブル･電線
主に、送電線の分野でのケーブル･電線の改良を図る。現状の ACSR に比較し
て送電容量の増加、ロスの低減などを目的とする。
126
127
128
129

従来の送配電局（OETD）は 2003 年 8 月に OETD と研究を統合して OE となった。
http://www.electricity.doe.gov/
http://www.electricity.doe.gov/program/program.cfm?section=program&level2=home
OETD, DOE“GridWorks Multi- Year Plan “, March 2005
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②変電所、及び保護システム
変電所に関して、変圧器、ブレーカなどを改良して負荷率の高い変電所デザ
インを確立する。
③パワーエレクトロニクス
高機能なデバイスを開発し、価格的にも適当な電力機器の開発を目指す。
・Electric Distribution Program
この分野のプログラムでは、アドバンスドセンサーの開発･適用、通信、制御、
GridWise に適用できる IT 技術等をすべての配電システムと構成機器に用いること
により、配電系統の現代化をサポートすることを目的としている。
主なクリティカルな技術としては、分散されたセンサー、インテリジェンス、ス
マートコントロール、分散型電源が挙げられる130。
配電系統に関する OE の研究開発補助は、このプログラムと GridWise Initiative
により実行されている。
Electric Distribution Program は下記 4 分野にて研究開発が実施されている。
①Architecture & Communication Standards
このプログラム分野は、顧客が電力品質と経済性による選択することが可能
となる配電サービスを電力市場と統合することを可能とするプラットフォーム
の提供目指す。
②Monitoring & Load Management Technologies
Grid Friendly Appliances（GFA） Controller Development に代表されるよ
うな、負荷の制御技術に関する分野
③Advanced Distribution Technologies & Operating Concepts
このプログラム分野の目的は、分散型電源を電力系統に連系するための改良
型プラグアンドプレイ連系･制御技術の開発にある。加えて、IEEE1547 シリー
ズの技術的なサポートを行い、IEC の TC8 を通して国際的な系統連系基準を作
ることにある。
また、配電系統統合テスト（DUIT）なども含まれる。
④Modeling & Simulation
このプログラム分野の目的は、様々な検討を行うためのシミュレーションモ
デルの構築にある。

130

ロードマップ、Grid2030 ビジョンに関連している。
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・IntelliGrid Consortium131
IntelliGrid は DOE/OETD（送配電局）の配電変革プログラムからの助成を受けて
いるが、予算の大半はパートナーの拠出金により賄われており、DOE はパートナー
のひとつに過ぎない。
IntelliGrid コンソーシアムは、EPRI と E2I（EPRI 傘下の非営利団体であり、電
力分野の戦略的･革新的 R&D を EPRI と共同で実施している）が立ち上げた連携型プ
ログラムであり、デジタル社会のエネルギー面でのニーズに応えるため、通信、コ
ンピューティング、エレクトロニクスを統合した電力供給インフラに関する研究開
発を行うことを目的としている。
具体的には、より低コスト、高品質で信頼性の高い電力供給を、環境負荷を最小
限にしながら行えるような新しい電力インフラへの転換に必要な研究開発を行って
いる。IntelliGrid の対象は発電から利用に至る電力供給システム全体であり、
Self-Healing Grid（自己修復型電力系統）の構築を目標としている。
IntelliGrid では以下の R＆D プロジェクト、技術分析が進行している。
・IntelliGrid Architecture（IntelliGrid の設計）
・Communications Architecture for Distributed Energy Resources in Advanced
Distribution Automation （DER/ADA、先進配電自動化における分散電源の通
信設計）
・Fast Simulation and Modeling（高速シミュレーション、及びモデリング）
・Consumer Portal
・Options for new R&D such as sensor development and cybersecurity

131

http://www.epri-intelligrid.com/intelligrid/home.jsp, 2004 年までは CEIDS コンソ
ーシアムと名乗っていた。
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図 69

IntelliGrid の計画132

DER/ADA（Open Communications Architecture for Distributed Energy Resources
in Advanced Distribution Automation、先進的配電自動化（ADA）における分散エ
ネルギー源の開放型通信アーキテクチャ）は、分散型電源のオブジェクト･モデルを
開発することを目的としている。具体的なオブジェクト･モデルは以下の通りである。
①電力系統運用における分散型電源の価値の改善
②マイクログリッドのような新しいシステムレベルの ADA を可能とする
③電力システム運用の信頼性、及び経済性の改善
④分散電源の実施を技術的な観点から簡素化する
⑤導入、及びメンテナンスコストの低減
・GridWise Program
①概要
米国エネルギー省送配電局のレポート133によると、Grid Wise Program の概要
は下記のように記されている。
「グリッドワイズ計画とは、ビジネスや教育、エンタテインメントを変革した
ように、情報技術が電力系統の計画･運用を根底から変革するとの基本前提に立ち、
132

133

IntelliGrid,“The IntelliGridSM Consortium Research and Development Plan
2005-2007”, Feb.2005
OE,“GridWiseTM Program Rethinking Energy From Generation to Consumption”, 2005,
http://www.energy.gov/engine/content.do
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電力系統の未来を見据えたビジョンである。
現状維持シナリオで考えると、人口増加と経済の需要に応えるためだけに、米
国は今後 20 年間におよそ 4,500 億ドルを在来の電力インフラストラクチャ、すな
わち発送配電設備に投資することになる134。インフラストラクチャの抵当で支払
う利息が電力料金の大半を占めることを考えると、経済の繁栄とわれわれの生活
は、このような資産をもっと活用することにより、新たなインフラストラクチャ
の必要を最小限に抑えられるかどうかにかかっている。
グリッドワイズ計画による仮想インフラストラクチャを展開することにより、
既存の資産を最大限に活用できる。分野は何であれ、情報技術を活用して新たな
インフラストラクチャの代わりに情報技術を活用し、あるいは情報技術の活用で
新たなインフラストラクチャの整備を延期することができれば、圧倒的に大きな
費用効果を達成できる見込みがある。電力系統に情報技術を導入することにより、
発電から送電、配電、末端消費に至るまで、従来の分散型資産を統合し、電力系
統の運用責任を分かち合う設備の共同「社会」を構築できる135。
②グリッドワイズの使命
グリッドワイズ計画は、電力会社や新規参入第三者、需要家などの市場関係者
が、インフラストラクチャに代わり、業種と規制の垣根を越えた IT ソリューショ
ンを開発･展開することにより、価値を創造して行く過程で、爆発的な技術革新を
もたらすことをその使命としている。グリッドワイズ計画の実現により次のこと
を達成する。
- 需要家、及び第三者の資産と既設の系統資産を統合する動機を与え、時間依
存的･場所依存的な電力の真の価値を浮き彫りにすることにより、コストを抑
えつつ、信頼性を高める。
- ますますユビキタスな存在になりつつあるブロードバンド通信をてこ入れし、
浮き彫りになった電力の価値をリアルタイムで共有することにより、資産統
合の基盤を整備する。
- 明確になった統合の機会を活かし、分散型制御装置や電子ビジネス応用例の
急激な進歩を通じ、見返りに得られた価値を捕捉する手段を供与する。
③内容
グリッドワイズ計画では、コンセンサスを構築し、ビジョンを拡大し、計画的
かつまとまりのある方法で改革を実現するために必要な研究および実証の種子を
134

135

L. D. Kannberg, D. P. Chassin, J. G. DeSteese, S. G. Hauser, M. C. Kintner-Meyer,
R. G. Pratt, L. A. Schienbein, and W. M. Warwick,“GridWiseTM: The Benefits of a
Transformed Energy System,”PNNL-14396, Pacific Northwest National Laboratory,
Richland, Washington, September 2003.
V. L. Smith and L. Kiesling,“Demand, Not Supply,” The Wall Street Journal, Opinion
page A10, August 20, 2003.
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まくことを計画している。計画では、グリッドワイズのビジョン実現のために活
動する業界団体であるグリッドワイズ･アライアンスを通じ、産業界との連携を重
点的に推進する。具体的には、グリッドワイズ計画では次の分野に投資する。
通信アーキテクチャと通信規格は、発電会社、送配電会社、エネルギーサービ
ス会社、需要家が情報を共有し、統合ネットワークを形成することを可能とする。
シミュレーション･分析ツールは、エネルギー市場とエネルギー･システムのシ
ミュレーションを行い、ビジョンの有効性を検証するのに必要なものである。コ
ンセプトの多くは有望ではあっても、十分深く掘り下げて検討あるいは試験され
ているとはいえない。こうしたツールは、影響を把握し、公平性を確保するため、
変革が実施されるのに伴い、活動と経済性を単独のモデルに取り込み、システム
の分析･監視を行うものである。136
変革の後押しをするためには、産業界と政府のスマートテクノロジーが必要で
ある。産業界は利益が見込めそうな分野に投資するが、連邦計画では、民間企業
がリスクをおそれて手をつけないような技術の種子を育てる。
テストベッドと実証プロジェクトは、大規模に実験を行い、こうした技術の価
値を確認し、あるいはその短所を調べるものである。テストベッドと実証プロジ
ェクトにより変革に弾みをつけ、リスク感を緩和し、変革電力系統のコンセプト
が一般に受け入れられることを目指す。
こうした技術の開発･発展に伴う革新的環境を支える新たな規制･制度･市場の
枠組みを検討する必要がある。
・CERTS
CERTS（Consortium for Electric Reliability Technology Solutions：電力信頼
性技術ソリューションに関するコンソーシアム）は、大学、企業、国研が参加して
1999 年に設立された産学官連携型の研究開発コンソーシアムであり、LBNL（ローレ
ンスバークレイ国立研究所）を事務局として、電力信頼性技術に関する研究開発を
行っている。CERTS では、以下のテーマを対象としている。
①電力信頼性問題とニーズの評価
②分散型電源と系統の統合を通じた系統信頼性の強化
③リアルタイムの信頼性マネジメント
④信頼性市場（卸売市場の設計･テストのためのツール）
⑤エネルギー源としての負荷（系統料金や系統の状態に対する負荷の応答性を評
価

136

SE, JM Roop, RT Gultromson, and Z Huang, 2004,“Simulating the Dynamic Coupling
of Market and Physical System Operations.” In Proceedings of IEEE Power
Engineering Society General Meeting, June 2004, Denver, Colorado, vol. 1, PP
108-113. IEEE, New York, NY.
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CERTS ではマイクログリッドに関する研究を行っており、これは上記の②に相当
する。CERTS のマイクログリッドに関する研究開発の状況（2003 年 12 月時点）を以
下に示す。
①マイクログリッドのコンセプトの検討、シミュレーションによる同コンセプト
の検証済み
②ウィスコンシン大学等におけるマイクログリッドの個々の要素技術のベンチマ
ーク研究を実施中。今後、ラボテストを実施予定。
③3 つの MGT を用いたマイクログリッドに関するベンチテストを 2004 年後半から
実施予定。（なお NPS 社も仕様設計に参画中）
④フィールド実証試験を 2005 年から開始する予定。
（3）EERE のプログラム
DOE の EERE では、主にエネルギー効率の向上、及び再生可能エネルギーの促進を目
的として、次図に示す 11 の R&D 導入促進プログラムを推進している。
最近のプログラム再編成によって、分散型エネルギー、及び電力信頼性プログラム
のうち電力信頼性プログラムが OETD の管轄下となり、EERE では分散型エネルギープ
ログラムのみを実施している。

①バイオマスプログラム
②建築技術プログラム
③分散型エネルギープログラム
④連邦エネルギー管理プログラム
⑤FreedomCar 及び車両プログラム
⑥地熱技術プログラム
⑦水素、燃料電池プログラム及びインフラ技術プログラム
⑧産業技術プログラム
⑨太陽エネルギー技術プログラム
⑩耐気候構造及び政府間プログラム
⑪風力及び水力プログラム
注）本表の内容は 2005 年 4 月時点のもの。

図 70 プログラム領域137
・分散型電源関連プログラム
このうち、分散型電源に最も深く関連しているのが、分散型エネルギープログラ
ムである。このほか、次表に示すプログラムも分散型電源に関連している。

137

http://www.eere.energy.gov/
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表 6

EERE の分散型電源関連プログラム
先進的変換プロセスの開発をミッションとする。加水分

a）バイオマス･プログ 解、発酵、化学変換、ガス化、熱分解、その他生物変換、
ラム

熱化学的方法などによる、バイオマスからの燃料、化学
物質、電力の抽出。
米国における電力供給基盤を強化すること、及び、電力

b）分散型エネルギープ 及び熱の発生、輸送、貯蔵、需要管理に関連するエネル
ログラム

ギー効率化技術の多彩な選択肢を事業者及び需要家に提
供することをミッションとする。
地熱エネルギーを経済的競争力のある熱及び電力供給の

c）地熱技術プログラム 米国における重要な担い手とすることをミッションとす
る。
d）水素、燃料電池及び よりエネルギー効率が高く、クリーンで、低コストな水
イ ン フ ラ 技 術 プ ロ 素製造、貯蔵、配給、燃料電池技術の開発をミッション
グラム

とする。

e）太陽エネルギー技術 米国、及び世界のエネルギー源として、太陽技術の開発
プログラム

を加速することをミッションとする。
風力資源の乏しい地域でも経済的運用が可能となる先進

f）風力及び水力プログ 的風力タービンの設計の研究開発の指揮、国内における
ラム

既存の水力発電能力の維持に必要となる、より環境に優
しい技術の開発をミッションとする。

注）本表の内容は 2005 年 4 月時点のもの。

分散型エネルギープログラムの構成を次表に示す。
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表 7

分散型エネルギープログラムの構成

分散型エネルギ

分散型エネルギー技術

ープログラム

（Distributed Energy Technologies） 産業用ガスタービン

（The

：小規模のモジュール技術

ガスレシプロエンジン

マイクロタービン

Distributed

技術ベース研究（コス

Energy Program）

ト、効率、信頼性の改
善）
熱活性技術
統合型エネルギーシステム

CHP 適用

（Integrated Energy System）

CHP 技術

注）本表の内容は 2005 年 4 月時点のもの。

①統合型エネルギーシステムの概要
統合型エネルギーシステム（Integrated Energy Systems：IES）はオンサイト発
電や分散型電源技術を熱活性技術（thermally activated technologies）と結合さ
せ、従来、捨てていた発電時の熱エネルギーを冷房、暖房、湿度制御、エネルギー
貯蔵などに利用するシステムを開発するもの。
②CHP 適用プログラム
CHP 適用プログラムは、CHP の理解を深め、基準及び制度上の障壁を除去するなど
CHP 市場および技術を開発するための広範囲の活動をカバーする。18 の競争的資金
プロジェクトおよび 6 つの CHP 広域適用センターがこれらの課題に対処している。
③CHP 技術
CHP システムの低コスト化、高効率化の R&D を実施。プラグ＆プレイ方式の CHP
デザインツールも開発している。
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１．４．５

電力供給状況
138

（1）電源構成

IEA 統計によると、2003 年の米国の総発電電力量は 3 兆 8,520 億 kWh であり、燃料
別の構成比は石炭 51.0%、原子力 19.3%、天然ガス 16.4%、水力 7.5%、石油 3.4%、バ
イオマス 1.1%、廃棄物 0.6%などとなっている。石炭火力は今後も引き続き主流の地位
を占めるものと予測されている。

太陽光, 0.0%
太陽熱, 0.0%

地熱, 0.4%

風力, 0.3%

水力, 7.5%

原子力, 19.3%
廃棄物, 0.6%
石炭, 51.0%

ﾊﾞｲｵﾏｽ, 1.1%
天然ｶﾞｽ, 16.4%

石油, 3.4%

図 71 米国の発電電力量構成（2003 年）139
近年、天然ガスのシェアが増加しており、エネルギー省（DOE）エネルギー情報局
（EIA）の「2005 年エネルギー見通し」によれば、将来的にもガス火力は、2003 年か
ら 2025 年までの期間に年率 3.7%で増大し、24%までシェアを伸ばすと予測されている。
ただし、これは今後の天然ガス需要の増大に対しどのように供給力を確保していくか、
あるいはガス価格がどのように推移するかによって大きく左右される。
一方、原子力発電は、二十数年来ストップしていた新規建設が、再始動に向けて動
きが活発化しているものの、具体的なプロジェクトがまだ明確になっていない。IAE
の報告書では、2025 年までは年率 0.4%の増大にとどまり、シェアは 14%まで縮小する
と予測されている。

138
139

海外電力調査会、海外情報、米国の電気事業
http://www.iea.org/Textbase/stats/electricityoecd.asp?oecd=United+States&Submi
tB=Submit
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（2）系統構成
電圧別送電線は次表のようになっており、総回線延長は 517,116 マイルである。

図 72 電圧別送電線（2000 年）140
電圧［kV］

回線延長［マイル］

22 未満

902

22-30

2,502

31-40

27,447

41-50

33,383

51-70

103,604

71-131

98,643

132-143

74,161

144-188

24,264

189-253

73,056

254-400

47,215

401-600

29,145

601-800

2,754

合計

517,116

北米系統は東部系統、西部系統、テキサス系統からなる 3 同期系統で構成されてい
る。1977 年に東西の系統が直流で結ばれ、テキサス系統も一応東西両系統と直流で結
ばれているが、系統容量などに限界があることから、実質的に米国本土の系統は 3 大
単独系統とみなすことができる。

140

海外電力調査会、諸外諸国の電気事業、第 1 篇、2003 年
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図 73 北米の連系系統区域 140
（3）需要家構成141
2002 年における需要家構成は、家庭用 35.1%、工業用 28.3%、その他 36.6%となっ
ている。
（4）電力供給構造
・エネルギー需給構造
米国は､一次エネルギー総供給量の 75.0%を自給しているが､石油については
68.7%を輸入に依存している｡
ガスの自給率（国内生産/一次供給）は 89.2%であり､石炭､原子力などのエネルギ
ーは､国内消費のほぼ全量を自給している｡

図 74

141
142

一次エネルギー需給バランス（2001 年、石油換算百万トン）142

http://www.jepic.or.jp/overseas/data/index06.html
日本エネルギー経済研究所、米国
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（5）電力供給構造143
2002 年現在、電気事業者の数は 3,133 社に上り、これらの電気事業者は所有形態に
よって、私営（230 社）、連邦営（9 社）、地方公営（2012 社）
、協同組合営（882 社）
に分類される。
米国では、1990 年代初めに卸電力市場が自由化され、1990 年代後半からは小売市
場の自由化も開始され、現在、半数近くの州で小売自由化が行われている。一方、残
りの州では、依然として大部分の事業者が特定の地域で独占的に電力供給を行ってお
り、州や連邦機関の規制を受けている。

図 75 米国の電気事業者の概要
事業者

概

要

全米の販売電力量の 75%は、私営事業者が供給しており、これ
ら私営事業者は、伝統的に発電･送電･配電･小売供給サービスを
私営事業者

一貫して提供してきたが、1990 年代に卸電力の自由化が始まっ
てから、発電事業を売却して送電事業に特化したりする事業者
も出てきた。

連邦営事業者

主に、水力発電と発電電力の卸販売に従事している。テネシー
渓谷開発公社（TVA）やボンネビル電力局（BPA）などがある。
州または地方自治体が所有しており、主に配電事業に従事して

地方公営

いる。但し、サクラメント電力公社（SMUD）やロサンゼルス水

事業者

道電力局（LADWP）など、一部の大手事業者は発電や送電事業も
行っている。

協同組合営

農村部の農民やコミュニティ住民が中心となって設立された組

事業者

合形態の事業者で、主に組合員を対象に電力供給を行っている。
自家消費用あるいは卸売を目的として発電事業を行う「非電気
事業者」と呼ばれる発電事業者が、2,800 社ほど存在している。

非電気事業者

「非電気事業者」は電力市場の自由化の進展に伴い IPP を中心
に 1990 年代後半から大幅に増加し、現在では全米の 3 分の 1
以上の電力を発電している。
小売市場における新たなプレーヤーとしては、従来の電力会社

その他

の需要家を獲得して小売供給サービスを専門に行う事業者も存
在し、総販売電力量の 5%程度を供給している。
〔出典〕海外電力調査会、海外情報、米国の電気事業

143

海外電力調査会、海外情報、米国の電気事業
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・地域送電機関（RTO）について
連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、1999 年に「オーダー2000」と呼ばれる法
律によって、送電線を所有するすべての電力会社に対し、近隣の電力会社と共同で
地域送電機関（RTO）を設立し、これに参加するよう勧告した。
RTO は、地域を代表して送電システムを運用する独立組織であり、送電線利用者
間の公平性を確保するために役立つと考えられている。また、地域によって異なっ
ていた市場ルールを統一することによって電力取引の効率性が高まるとも考えら
れている。
FERC は当初、北東部の独立系統運用事業者である PJM をモデルとして RTO を設立
することを望んでいたが、南東部では発送配電一貫体制の考え方が根強く、また、
北西部でもカリフォルニア電力危機の影響を大きく受けたため自由化には強く反
対している。
RTO 設立を促すために、FERC は全米を 4 つの RTO でまとめる構想や、標準市場設
計（SMD）と呼ばれる市場モデルを発表したが、何れも実現には至っていない。こ
のような FERC の積極的な動きは、州政府の権限を侵害しているとの批判もあり、
市場の統合は難航している。
2005 年 1 月現在、ミッドウェスト ISO、PJM、SPP、ISO ニューイングランドの 4
社が RTO として FERC から承認を受けている。

図 76 電力供給体制（PJM）
注：PJM（ペンシルベニア州、ニュージャージー州、メリーランド州他における送電系統の運用を行う事業者）

〔出典〕海外電力調査会、海外情報、米国の電気事業
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１．４．６

分散型電源導入状況

（1）導入目標
National CHP Roadmap（2001.3）では、CHP の容量を 2010 年に 1998 年の 46GW から
倍の 92GW まで高める目標を掲げている。
（2）普及状況
・再生可能エネルギー概要
発電リソース別のエネルギー消費量の推移をみると、再生可能エネルギーの占め
る割合は 6%前後で推移している。

図 77 発電リソース別エネルギー消費量推移（1999 年〜2003 年）（単位：兆 BTU）144

2003 年、再生可能エネルギーによる新規導入発電容量は正味 560MW 増加している。
内訳は、風力が 438MW、バイオマスが 110MW。再生可能エネルギーによる発電容量
の合計は約 97,000MW で、2003 年夏季発電量の 10%をまかなっている。
再生可能エネルギーの内訳比率においては、水力が減少し、バイオマス、太陽光･
風力、地熱の順に増加傾向を示している。

144

NEDO 海外レポート特別号
調査、2005 年度 No.8

新エネルギー海外情報
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米国における新エネルギー等実態

図 78

図 79

再生可能エネルギー生産量推移 144

再生可能エネルギー生成量の内訳比率 144

・風力発電
風力発電は全米 19 州で行われており、最大規模のカリフォルニア州（37%）を筆
頭に上位 5 州で全体の 85%をしめる。全米で、2000 年の 2,570MW から 2004 年の
6,740MW まで容量は 2.6 倍になっている。全米風力発電容量の 31.1%をしめるカリ
フォルニア州には、Altamont Pass, Pacheco Pass, San Gorgonio Pass, Solano
County & Vestas, Tehachapi といった 5 地域が代表的な風力発電地帯であり、こ
の 5 地帯でカリフォルニア州全体の 97%に相当する 2,030MW の電力容量を有してい
る。
図 80 風力 2002 年州別エネルギー生成量（単位 1,000kWh）144
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図 81

米国における風力発電容量推移 107

・太陽光発電
太陽エネルギーによるエネルギー生成量は、2002 年 554,841（千 kWh）、内 99.9%
が西海岸地帯で、一部山岳地域で生成されているが、太陽によるエネルギー生成量
は、再生可能エネルギー全体の 0.158%にすぎない（2002 年）。
・CHP
2004 年現在 80GW と目標に向かって順調に増加傾向を示している。
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１．５

日本

１．５．１

概要

我が国における分散型電源に関する現在の施策は、平成 14 年のエネルギー政策基本法、
及び平成 15 年のエネルギー基本計画が基本となっている。その中では安定供給の確保、環
境への適合、市場原理の活用について述べられており、分散型電源についてはエネルギー
の総合効率の向上、リスク回避のメリットなどから促進することとされており、環境への
適合という視点も留意した上で既存の大規模集中型供給システムと共存するものと位置づ
けている。
具体的な導入促進施策としては RPS 法の制定により、電気事業者に対して毎年一定量の
新エネ等利用を義務付けている。
一方で、欧州や米国と比較して連系する電力系統容量が少ない我が国においては分散型
電源、特に出力変動の大きい自然エネルギーの連系量増大による電力品質への影響が懸念
されており、様々な検討がなされると共に風力発電においては系統連系容量の制限が生じ
る地域も発生し始めている。
また、配電系統においても電力品質面への悪影響の懸念から系統連系ガイドラインが整
備された。
一方、国家目標としての新エネルギー導入目標の達成に向けて様々な技術開発が実施さ
れている。

1-180

１．５．２

エネルギー関連基本政策

・エネルギー政策基本法（2002 年 6 月）
公布：平成 14 年 6 月 14 日法律第 71 号
施行：平成 14 年 6 月 14 日

図 82 制定の経緯145
(1)目的（第 1 条）
この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持、及び発展に
欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影
響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、
並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関
する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長
期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとと
もに我が国、及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
(2)安定供給の確保（第 2 条）
エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安
定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特
定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源

145

資源エネルギー庁、”エネルギー政策基本法と最近のエネルギー情勢”, 総合資源エネ
ルギー調査会第１回基本計画部会, Apr.2003
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の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄、及びエネルギーの利用の効
率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エ
ネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上、及びエネルギーの分野におけ
る安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。
2

他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給につい

ては、特にその信頼性、及び安定性が確保されるよう施策が講じられなければならな
い。
(3)環境への適合（第 3 条）
エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風
力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換、及び化石燃料の効率的な利用を推
進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの
需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければなら
ない。
(4)市場原理の活用（第 4 条）
エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、
前二条の政策目的を十分考慮しつつ、事業者の自主性、及び創造性が十分に発揮され、
エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推
進されなければならない。
(5)国の責務（第 5 条）
国は、第 2 条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本
方針（以下「基本方針」という。）にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総
合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2

国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の

低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければなら
ない。
(6)エネルギー基本計画（第 12 条）
政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図る
ため、エネルギーの需給に関する基本的な計画（以下「エネルギー基本計画」という。）
を定めなければならない。
2

エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針

二

エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策

三

エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するた
めに重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及
びその施策

四

前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総
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合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3

経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー

調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ
ばならない。
4

経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本

計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5

政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策

の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6

第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。

7

政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金

の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等、そ
の円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
エネルギー政策基本法第 12 条の規定に基づき、次頁のエネルギー基本計画が閣議
決定･国会報告され平成 15 年 10 月 07 日に公表された。
・エネルギー基本計画146
平成 15 年 10 月 07 日公表
(1)エネルギー基本計画の骨子
ⅰ)安定供給の確保
省エネ、輸入エネルギー供給源の多角化や主要産出国との関係強化、国
産エネルギー等エネルギー源の多様化、備蓄の確保
ⅱ)環境への適合
省エネ、非化石エネルギーの利用、ガス体エネルギーへの転換、化石燃
料のクリーン化及び高効率利用技術の開発･導入
ⅲ)市場原理の活用
我が国の実情に適合する形での市場原理の活用策を設計
(2)分散型電源の位置づけ
「エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策」の中で、
「エネルギーの需給構造についての長期的展望を踏まえた取組」として、「分散型エ
ネルギーシステムの構築に向けた取組」を挙げ、以下の通り記している。

146

資源エネルギー庁,“エネルギー基本計画”, Oct.2003
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従来の大規模集中型供給システムと共存するものとして、その普及を促進
することは、将来の理想的なエネルギー像を考える上で重要な課題である。
分散型エネルギーは、需要地に隣接してエネルギー源を配置できるために、
発電の際にはコージェネレーションによる廃熱の有効利用が容易であり、そ
の結果、条件次第ではエネルギー変換の総合効率が高まる可能性がある。ま
た、国民がエネルギー技術に直接に接触しエネルギーの有効利用について理
解を深めることができる、地震等で輸送経路を断たれた場合に影響が広範囲
に及ぶリスクを回避できるといったメリットも期待できる。
このため、分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組を進めることが
重要であり、例えば、電力分野においては、燃料電池、コージェネレーショ
ン、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の分散型電源や新型電力貯蔵
装置の開発･普及を図ることが重要である。
その一方で、現状では、太陽光発電や風力発電のような自然エネルギーを
利用したシステムは、出力が変動しやすくバックアップ電源等が不可欠であ
り、また、現状では開発途上段階にあるためにコストが従来エネルギーに比
べて高いといった課題がある。一方で、分散型エネルギーのタイプによって
は「環境への適合」という観点から問題が生じる場合もある。
従って、こうした課題を克服しつつ、分散型エネルギーシステムの構築に
向けた取組を進めるため、分散型エネルギー及びこれを補完する装置やシス
テムの開発･普及を促進するための制度の在り方や支援策を検討する。また、
「環境への適合」という観点にも十分に留意するとともに、原子力発電等大
規模集中型の電源との適切な組合せを志向する。
そのほかにも分散型エネルギーに関して、以下の記述がなされている。
・ 新エネルギーは、エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策に資するほ
か、分散型エネルギーシステムとしてのメリットも期待できる貴重なエ
ネルギーである。
・ 都市ガス分野では、天然ガスコージェネレーション、燃料電池等の分散
型電源の導入促進に加え、競争環境の整備等を通じた販売価格の引下げ
を図る。
・ 分散型電源が系統に接続されることによる相互の影響を考慮しつつ、分
散型電源からの電力供給を容易化する。
・ 電力システムの信頼性向上に資する水素を利用した定置用の燃料電池の
開発が進めば、電気と熱のバランスの取れた併給により高効率の分散型
エネルギーシステムの構築が可能となる。
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・ 系統電力と分散型電力の調和のとれた低コストな電力ネットワークシス
テムや電力貯蔵の実現のための技術開発･実証を推進する。
・環境基本計画147
平成 12 年 12 月 22 日閣議決定
(1)前文
・ 産業公害に象徴される著しい公害を第一の環境の危機とするならば、現在、私た
ちは、大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした社会のあり方そのものを変え
ない限り解決のできない第二の環境の危機に直面している。
・ 私たちは、環境の制約を前提条件として受け入れ、その制約の中で資源やエネル
ギーを効率よく利用する努力を行いながら、これまでの生産と消費のパターンを
見直し、これを持続可能なものに変えていく道を選択する。
・ すなわち、これまでの資源･エネルギーの大量使用に依存した大量生産、大量消費、
大量廃棄型の生産と消費のパターンから脱却するため、生活様式や事業活動の態
様など社会全体にわたる変革を達成する。また、意識面の転換を図り、生活の豊
かさや社会の成長を環境への影響を踏まえて評価する姿勢を確立する。さらに、
世界全体を持続可能な姿に転換していく国際社会の試みに積極的な役割を担う。
・ こうした考えの下、本計画は、21 世紀半ばを見通しながら、持続可能な社会（環
境への負荷ができる限り低減された社会経済活動が営まれ、自然との豊かなふれ
あいが保たれた社会。すなわち、「循環」と「共生」を基調とし、現在世代、及
び将来世代が共に環境の恵沢を享受できる社会。）の構築のための環境面からの
戦略を示し、21 世紀初頭における環境政策の基本的な方向と取組の枠組みを明ら
かにする。
(2)地球温暖化対策
地球温暖化対策に関しては、国際交渉の進展を見定めながら、現行施策の評価も踏
まえ、京都議定書の締結に必要な国内制度に総力で取組としている。
(3)持続可能な社会のイメージ（エネルギー関連）
以下のような 21 世紀初頭における持続可能な社会のイメージ（エネルギー関連）
を挙げている。
・ 資源やエネルギーの使用が効率化され、生産活動や消費活動の単位当たりの環境
負荷が低減された社会
・ 資源やエネルギーの消費に伴う環境負荷の低減を図るため、物質の循環的利用を
基調とした社会経済システムや社会基盤が形成される社会

147

環境庁,“環境基本計画-環境の世紀への道しるべ-“, Dec.2000
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(4)持続可能な社会を実現するための長期的目標
現行計画の考え方を継承し、
「循環」、
「共生」、
「参加」、及び「国際的取組」の 4 つ
を長期的目標として掲げている。

【循環】

物質循環をできる限り確保することによって、環境への負荷をで
きる限り少なくし、循環を基調とする社会経済システムを実現
社会経済活動を自然環境に調和したものとしながら、自然と人と

【共生】

の間に豊かな交流を保つなど、健全な生態系を維持、回復し、自然
と人間との共生を確保

【参加】

【国際的取組】

あらゆる主体が環境への負荷の低減や賢明な利用などに自主的に
取り組み、環境保全に関する行動に主体的に参加する社会を実現
地球環境の保全のため、わが国が国際社会に占める地位にふさわ
しい国際的イニシアティブを発揮して、国際的取組を推進

(5)戦略的プログラム
11 の戦略的プログラムを掲げており、地球温暖化及びエネルギー関連では以下のよ
うな戦略を挙げている。
・ 京都議定書の締結に必要な国内制度への総力を挙げた取組。規制的手法や経済的
手法、自主的取組等あらゆる政策手法を組み合わせた対策の推進。
・ 規制的手法や税等の経済的手法、自主的取組などを用いる際の考え方を整理。そ
れらの最適な組み合わせ（政策のベスト･ミックスによる政策パッケージ）の形成
を推進。
・ あらゆる投資への環境配慮の織り込み。環境上の「負の遺産」の解消や省エネル
ギー、省資源を含む環境分野の投資を社会資本投資の重点分野として位置づけ。
IT の活用と森林の保全を特に重視する。
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１．５．３

分散型電源導入施策

・新エネルギー利用促進法（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法）148
1997 年 4 月に制定された本法は、「内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安
定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を
促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、
もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与すること」を目的としている。
国、地方自治体、民間企業等の役割を規定するとともに、「新エネルギー利用計画」
に基づく新エネルギーの導入支援策について規定している。
(1)内容
・ 新エネルギー利用等を促進するために政府が講ずべき施策
・ エネルギー使用者（国民、及び事業者）が講ずべき措置
・ エネルギー供給事業者（電力会社等）が講ずべき措置
・ 太陽光発電システム等の機械器具の製造･輸入事業者が講ずべき措置
(2)支援措置
・ 新エネルギー･産業技術総合開発機構（NEDO）による債務保証
認定事業者の資金調達の円滑化、調達コストの軽減を図る。
・ 中小企業近代化資金等助成法の特例
同法に基づく無利子融資の返済期間を 5 年から 7 年に延長。
・ 中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金 1 億円超の認定事業者に対し、中小企業投資育成株式会社が出資。
・ 予算措置による支援（非法律事項）
認定事業者に対し、設備費用等の 1/3 を補助。
・バイオマス･ニッポン総合戦略（2002 年 12 月閣議決定）149
農林水産省、環境省、文部科学省、経済産業省、国土交通省は、アドバイザリーグル
ープの意見も踏まえ、バイオマスの総合的な利活用に関する戦略（「バイオマス･ニッポ
ン総合戦略」）の骨子を取りまとめた。バイオマスの利用･活用の促進に向けて、以下の
戦略を提言している。

148
149

http://www.nef.or.jp/energypdf/seisaku02.html
“バイオマス・日本総合戦略”, Dec.2002, http://www.maff.go.jp/biomass/index.htm
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1）バイオマス利活用推進に向けた全般的事項に関する戦略
① 国民的理解の醸成
② システム全体の設計
③ 地域における創意工夫
④ 関係者の役割分担･協調
⑤ バイオマス利活用推進のための競争条件の整備
⑥ 国際的視点の考慮
2）バイオマスの生産、収集･輸送に関する戦略
① 経済性の向上
② 経済的要因以外のコスト高の是正
③ 生産に必要な環境の整備
3）バイオマスの変換に関する戦略
① 経済性の向上
② 革新的な変換技術の開発、他分野技術との連携
③ 経済的要因以外のコスト高の是正
4）バイオマスの変換後の利用に関する戦略
① 利用需要の創出、拡大
② 農林漁業、農山漁村の活性化
③ 利用に必要な環境の整備
未利用バイオマスに関しては、2010 年頃を見通せば、バイオマスの収集システム技術
の発達等によって低コストでの収集が可能となることにより、その利活用が進むことが
期待されるとしている。
また、未利用バイオマスの年間の賦存量としては、湿潤重量で約 1,600 万トン、乾燥
重量で約 1,200 万トンが見込まれ、これをエネルギーに換算すると約 210PJ（原油換算で
約 550 万キロリットル）
、炭素量に換算すると約 530 万トンに相当するとしている。
また、
「広く、薄く」存在するバイオマスの特性を活かすためには、地域で効率的にエ
ネルギーとして利用できる地域分散型の利用システムを開発し、我が国では普及が進ん
でいない熱利用の導入を促進することが必要であるとしている。
・分散型電源に関する主な政策検討
国内では、分散型電源の導入と系統連系問題について、これまで様々な検討（総合エ
ネルギー調査会新エネルギー部会電力系統影響評価検討小委員会、電力技術懇談会、新
電力ネットワークシステム検討会、NEDO 各種系統関連事業、及びフィールドテスト等）
が行なわれている。
以下にその概要を記載する。
(1)電力系統影響評価検討小委員会中間報告（2000 年 7 月）
①作成者：総合エネルギー調査会 新エネルギー部会 電力系統影響評価検討小委
員会
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②事務局：資源エネルギー庁電力･ガス事業部電力基盤整備課
③目

的：特に北海道における風力発電の状況を念頭に置き、電力系統に与える
影響を抑制しつつ、自然エネルギーの有効利用を可能とする技術的方
策及び今後の具体的取組みについて、検討することを目的とする。

④目

次：
電力系統影響評価検討小委員会中間報告の目次150
Ⅰ．はじめに（連系問題を巡る最近の状況）
Ⅱ．自然エネルギー電源の連系が系統に与える影響
1．自然エネルギー電源の特徴
2．電力系統への影響
Ⅲ．周波数変動問題と技術的対応策
1．周波数変動問題
(1) 周波数の特徴
(2) 周波数の制御目標
(3) 周波数の制御方法
① 短周期成分（数分内）（ガバナフリー運転）
② 中周期成分（数分〜十数分）（自動周波数制御（AFC 調整））
③ 長周期成分（十数分以上）
（運転基準出力制御）
(4) 風力発電の連系による周波数への影響
2．周波数変動問題の解決に向けた対応
(1) 周波数の許容変動幅の見直し
(2) 風力発電の出力変動への対応
① 風力発電の出力変動の抑制
② 電力系統の調整力の増大
Ⅳ．風力発電の連系可能容量の見極め
Ⅴ．まとめ（当面の取組み）

150

“電力系統影響評価検討小委員会中間報告”, 2000 年 7 月
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⑤今後の対策の進め方：
電力系統影響評価検討小委員会中間報告の「まとめ」
Ⅴ．まとめ（当面の取組み）
本小委員会の議論を通じて、自然エネルギー電源を電力系統に連系する際の技術的
課題について、以下のような点が確認された。
・ 系統への連系の規模や出力変動の特性等にかんがみ、当面、技術的対応が必要
な電源は風力発電であること（Ⅱ．1．）。
・ 連系に伴って発生する問題には、系統全体に波及する問題として周波数の変動
問題、連系点の近傍で発生する問題として電圧の変動問題、高調波の発生問題
等が存在するが、後者の問題については既に対応策が整理されており、改めて
対策を整理しなければならない問題は、前者の周波数変動問題であること（Ⅱ．
2．）。
・ 周波数変動問題への技術的対応策としては、風力発電所サイドでの対策として、
蓄電池、フライホイールの併設等による出力変動抑制策、系統サイドでの対策
として、調整電源の増設、会社間連系線の周波数調整機能の拡張等による調整
力の拡大策が考えられること（Ⅲ．2．）。
一方、これらの対応策について、以下のような課題及び課題に対応して検証･評価
を行うべき点があることも確認された。
・ 風力発電所サイドの対策については、蓄電池、フライホイール等を風車発電機
に併設した場合のシステム技術が未検証であり、今後、最適な運転パターン及
びそれを実現するためのシステム構成等について検証する必要がある（Ⅲ．2．）。
・ 現時点では、いずれの対策も大きな追加的コストを発生させる。ただし、具体
的なコスト水準については、追加する設備の容量に大きく依存し、また、追加
する設備の容量は、風力発電の変動をどう評価するかに大きく依存する。した
がって、追加的コストを抑制するためには、近年の風力発電の大規模化や風力
発電プロジェクトの急増等も念頭に置いて、風力発電の出力変動を適切に検証･
評価することが必要である（Ⅲ．2．）。
・ また、不必要な対策コストを発生させないためには、追加的な設備対策を要し
ない範囲で連系可能な風力発電容量を極力正確に見積もる必要があるが、その
ためにも、風力発電の出力変動についての適切な評価が必要である（Ⅳ．）。
・ さらに、北海道電力においては、フィールドでの検証や上述した風力発電の出
力変動の評価結果等を踏まえ、再度、風力発電の技術的な連系可能容量を算定
することが期待される（Ⅳ）。
Ⅳ．でも述べたとおり、上述した様々な検証･評価については、透明性の確保の観
点から、今回の小委員会における検討と同様、専門的見地から客観的に検討すること
とするのが適切である。また、風力発電の連系可能容量は風力発電事業者の将来構想
に大きな影響を与えるものであることにかんがみ、電気事業者が技術的な観点からこ
れを算定する場合には、算定の方法や前提等を公開し、透明な算定に努めることが期
待される。
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(2)風力発電系統連系対策小委員会中間報告（2004 年 7 月）
①作成者：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー部会 風力発電系統連系対策
小委員会
②事務局：資源エネルギー庁

省エネルギー･新エネルギー部

新エネルギー対策

課
③目

的：風力発電の大量導入に際しては、特にその出力変動に伴う系統周波数
への影響が懸念されている。本報告は、この導入限界を克服して、新
エネルギー導入目標及び RPS 法の利用目標を踏まえた風力発電の系統
連系を促進するための対策のあり方を検討･提示することを目的とし
ている。

④目

次：
風力発電系統連系対策小委員会の目次151
第1章

はじめに

第2章

風力発電の現状と系統連系上の課題

1．風力発電の導入及び系統連系を巡る状況
2．風力発電の系統連系対策の検討の必要性
3．風力発電の系統連系対策に係る審議会でのこれまでの検討状況
第3章

周波数変動対策について

1．周波数変動対策に係る基本的事項
2．周波数変動対策に係る考え方
3．周波数変動対策に係る本小委員会の検討事項
4．周波数変動対策オプションについて
（1）周波数変動の観点から見た風力発電連系可能量の正確な把握
（2）調整力拡大に向けた電源運用の検討
（3）解列枠の募集
（4）会社間連系線の活用に向けた検討
（5）蓄電池等の導入による風力発電連系量増加見込みの試算
（6）周波数変動制約のない地域への風力発電立地の誘導
（7）気象予測に基づく風力発電量予測システムの調査研究
第4章

送電容量等に係る対策について

1．風力発電の送電線利用に関する課題
2．送電容量等に係る対策について
対策 1：風況条件の良い風力発電機建設適地の送電能力を向上さ

151
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せるための対策
（1）連系可能量算定方式の工夫
（2）連系容量を超える発電容量の連系
（3）風力発電事業者保有のアクセス線･変電所の活用
（4）電力会社保有送変電設備の増強
（5）事業計画の変更の許容
対策 2：送電容量に係る情報の充実対策
（1）送電線熱容量･変電所バンク容量等に係る情報の随時提供
（2）周波数変動制約のない地域での風力発電系統接続受付随時
化
（3）連系可能性についての回答における理由の開示
（4）連系不可能時の代替案の提示
第5章

対策効果のレビューについて

【参考】風力発電系統連系対策小委員会において事業者より表明また
は試算された事項
⑤今後の対策の進め方：
風力発電系統連系対策小委員会中間報告の結論（要約）
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(3)総合資源エネルギー調査会需給部会「2030 年のエネルギー需給展望（中間とりまと
め）」（2004 年 10 月）
①概要
2004 年 10 月の総合資源エネルギー調査会･需給部会報告においては、分散型電源
の役割がより一層強調され、2010 年及び 2030 年までの定量的な導入見通しが示さ
れた。
②分散型電源に関する記載事項
1) 21 世紀の新潮流技術として P35 で以下のように記載している。
（電力技術）
多数の分散型電源が系統に連系された場合でも電圧等の電力品質に影響が及
ばないよう、系統制御機器やIT を用いた分散型電源の統合制御技術の開発が各
国で進められている。我が国においても、シミュレーションレベルで有効性が確
認されており、今後、2007 年度までに模擬系統や実系統を用いた実証試験が行
われる予定となっている。
2) 2030 年に向けて我が国の歩む道筋として P69、P72 で以下のように記載している。
（緩やかに変化するエネルギー供給構造）
分散型電源は系統制御技術の進展や発電効率と排熱の効率的な利用技術の向
上と相まって、今よりも普及が進展するものと見込まれる。
（脱化石燃料の進展と炭素隔離技術による影響）
分散型エネルギーに関しても、系統制御技術の進展や発電効率と排熱の効率的
利用技術の向上と相まって、環境面でメリットのある分散型エネルギーの導入が
加速し、電力･熱の効率的な供給体制の樹立にも資することとなろう。
3) 2030 年エネルギー需給見通しとして P82、P110 で以下のように記載している。
（エネルギー供給構造は緩やかに変化）
分散型電源は、総発電電力量の約2割程度まで拡大する可能性がある。天然ガ
スは、分散型電源の普及によって需要が拡大する。
分散型エネルギーは、技術進展や量産効果によりコスト低減が実現すれば、現
在の5倍近くまで導入が進む可能性がある。なかでもインフラ面で優位性のある
天然ガスを燃料源とする燃料電池の導入ポテンシャルが大きい。
小型で高効率な燃料電池の開発等が進めば、業務部門、家庭部門を中心に燃料
電池で電力を賄うような需要家が増加し、その結果、分散型電源が総発電電力量
の約2割程度まで拡大する可能性もある。
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(4)その他
系統連系に関連する主な政策検討（その他）
時期

検討主体

報告書

概

要

2001 年 燃 料 電 池 実

燃料電池実

1月

用化戦略研

用 化 戦 略 研 ・固体高分子形燃料電池の実用化には、燃料電

究会（事務

究会報告

○目的
池スタックや改質器等の高効率化、高耐久

局：資源エネ

性、低コスト化等の技術開発、燃料電池の

ルギー庁省

市場受容性を高めるために必要な標準･安

エネルギー･

全基準等の整備、現行制度の見直し、燃料

新エネルギ

供給をどうするかといった数々の大きな検

ー部新エネ

討課題が存在している。本報告は、固体高

ルギー対策

分子形燃料電池の実用化に向けてのこうし

課）

た課題の整理とその課題の解決に向けた基
本的な方向性を示すことを目的としてい
る。
○記述内容
・（電力業界では）一般的には、分散型電源に
ついては、出力変動調整やバックアップの
ため系統連系を行うことが現実的であると
の認識から、分散型電源の多数連系により
発生が予想される問題について検討を行う
とともに、分散型電源の普及の鍵は、総合
経済性の実現、環境負荷の抑制であること
から、経済性、環境コスト比較、CO2 排出
量等の比較検討を行っている。
・固体高分子形燃料電池の導入促進に当たって
は、安全確保を前提としつつ、各種現行規
制の見直しを行うことも重要である。例え
ば、家庭用燃料電池については、既に一般
家庭から系統連系されている太陽光発電の
実績なども踏まえ、状況の変化に応じた適
切な規制となるよう検討することも必要で
ある。
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時期

検討主体

報告書

概

要

2001 年 総 合 資 源 エ

新エネルギ

6月

ネルギー調

ー部会報告

査会新エネ

〜今後の新

び新エネルギーの長期需給見通しの提示を目

ルギー部会

エネルギー

的としている。

（事務局：資

対策のあり

○記述内容

源エネルギ

方について

ー庁省エネ

〜

○目的
今後の新エネルギー対策のあり方の検討、及

今後の風力発電の導入に伴って必要と考え
られる系統連系対策の費用規模について、一定

ルギー･新エ

の仮定の下に試算を行ったが、具体的な立地地

ネルギー部

点や接続される系統の状況にとって大きく変

新エネルギ

動し得るため、現在実施している風力発電の出

ー対策課）

力変動についての実証試験の結果や具体的な
立地可能地点の見通しの把握や費用対効果の
分析を踏まえ、今後、さらに精査を行うことが
必要である。
その上で、系統関係対策として今後必要とな
ると考えられる費用については、地域的偏在の
可能性や新エネルギー導入による国民的な意
義を考慮し、負担に偏りが生じないよう、国に
よる適切な支援を含め、公平かつ公正な負担の
あり方について検討を行う必要がある。
この他、太陽光発電や天然ガスコージェネレ
ーション、燃料電池についても、局地的に高密
度な系統連系を行う場合などでは、配電系統等
に影響を与える可能性も指摘されており、今
後、その影響の評価等について、同様に検討が
必要と考えられる。
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時期

検討主体

報告書

概

要

2001 年 総 合 資 源 エ

新市場拡大

12 月

ネルギー調

措置検討小

RPS 制度と系統連系対策費用の関係、及び今

査会新エネ

委員会報告

後の方向性について検討することを目的とし

ルギー部会

書

ている。

（事務局：資

国の実情に

源エネルギ

即 し た 新 た ・RPS 制度は、系統連系対策の費用を証書価格

ー庁省エネ

な市場拡大

に転嫁しうる場合には、証書取引を通じて、

ルギー･新エ

措置のあり

地域的な負担の偏りを補正するメカニズム

ネルギー部

方について

を有しているが、かかる費用負担額が高額な

政策課）

〜

場合には、風力発電コストを押し上げ、その

〜我が

○目的

○記述内容

導入促進の足枷となることも懸念される。し
たがってその費用負担のあり方について国
の関与の必要性も含め慎重に検討する必要
がある。
・今後、必要な系統連系対策の内容及び費用規
模、並びにその実施･負担のあり方等につい
て、引き続き検討を行う必要があるが、そう
した検討による方向性がまとまるまでの間
（3 年間を目途、新エネルギー等による電力
の導入目標量は、原則として、風力）発電の
連系に伴い特段の系統対策が生じない範囲
にとどめることが現実的である。
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時期

検討主体

報告書

概

要

2003 年 原子力安全･

系統連系に

○目的

5月

保安院電力

係る技術要

安全課

件に関する

内容について、分散型電源の普及にあたっての

検討報告書

安全確保を前提に、より明確化等を図る観点か

既存の「系統連系技術要件ガイドライン」の

ら検討を行うことを目的としている。
○記述内容
分散型電源を電力系統に連系する際の技術
要件に係る標準的な指針として「系統連系技術
要件ガイドライン」が定められている。新エネ
ルギー･産業技術総合開発機構への補助事業
「系統連系円滑化実証試験」及び、
（財）電気
安全環境研究所への委託事業「受動的方式単独
運転検出装置による保護継電器の代替に関す
る調査」において実施されたデジタルシミュレ
ーション結果等を踏まえ、当該ガイドラインの
内容について、分散型電源の普及に当たっての
安全確保を前提に、より明確化等を図る観点か
ら検討を行い、結果を「系統連系に係る技術要
件に関する検討報告書」として取りまとめた。
また、検討結果をより具体的に示すものとし
て、ガイドライン及び解説に沿って「別紙」と
して取りまとめた。

2004 年 総 合 資 源 エ
3月
ネルギー調
査会電気事
業分科会

電気事業分
科会報告「今
後の望まし
い電気事業
制度の詳細
設計につい
て」

○目的
中立機関ルールのうち、系統アクセスルール
に関する基本的な考え方を検討･提示すること
を目的としている。
○記述内容
系統アクセスルールに関する以下の点に関
する基本的な考え方：
①接続検討
・発電機側
・需要家設備側
・接続検討に関する紛争に関する中立機関
の対応
②接続時の要件
③系統連系を断る場合
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・RPS 制度
(1)概要
我が国の RPS 制度は、RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特
別措置法）に基づいて実施されている。同法は平成 14 年 6 月に公布され、平成 15 年
4 月より全面施行されている。
同法は「内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確
保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ず
ることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資すること」
を目的としている。
具体的には、経済産業大臣が総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて定めた「新
エネルギー等電気の利用目標」に沿って、電気事業者に対して毎年一定量（基準利用
量）以上の「新エネルギー等電気」の利用（自ら発電しても良いし、他者から購入し
ても良い。また電気事業者間で融通しても良い）を義務付けることを骨子としている。
本法に基づき、2010 年度には電気供給量の 1.35%以上を新エネルギーにする目標が
定められている。
(2)義務対象者
電力の小売を行う事業者（一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者）
(3)対象となる新エネルギー等電気
RPS 法の対象となり得るエネルギー源は、〔1〕風力、〔2〕太陽光、〔3〕地熱（熱水
を著しく減少させないもの）、〔4〕中小水力（水路式で 1000kW 以下）、
〔5〕バイオマ
スの 5 種類であり、経済産業大臣の認定を受ける必要がある。
(4)義務量
各電気事業者の毎年度の利用義務量は、経済産業大臣が 4 年毎に 8 年先まで定める
「電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標」をベースに決定され、利用義
務量の全国合計値は 2003 年度で 32.8 億 kWh（全国の販売電力量に対する比率で約
0.39%）、2010 年度で 122.0 億 kWh（全国の販売電力量に対する比率で 1.35%）となり、
8 年間で約 3.7 倍に拡大することが決定されている。
(5)義務達成方法
義務対象者（電気事業者）は、
〔1〕自ら新エネルギー等電気を発電する、
〔2〕他の
発電事業者から新エネルギー等電気を購入する、
〔3〕他の発電事業者等から「新エネ
ルギー等電気相当量」を購入する、のうちから最も有利な方法を選択して義務を履行
することができる。
(6)証書の発行と取引
「新エネルギー等電気相当量」とは新エネルギー等電気の量に応じて、事業者間で
取引することのできる量で、いわば新エネルギーの「価値」に相当するものである。
この取引により、市場機能を活かしつつ、新エネルギーの導入が困難な地域において
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も義務の履行が可能となる。
(7)設備認定
新エネルギー電気を発電し、または発電しようとする者は、当該発電設備が基準に
適合していることについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。なお、経済
産業大臣はバイオマスを利用する発電設備の認定に際しては、予め関係大臣に協議を
行うこととされている（RPS 法第九条）。
(8)RPS 制度の施行状況（実績）
ⅰ)設備認定の状況
平成 14 年 12 月 6 日より、新エネルギー等による発電設備の認定事務が開始さ
れ、平成 16 年 3 月 31 日までに 141,935 件の設備認定が完了している。

図 83

平成 16 年 3 月 31 日現在の設備認定状況152

ⅱ)新エネルギー等発電設備からの供給総量
平成 15 年度における新エネルギー等発電設備から電気事業者に供給された新エ
ネルギー等電気の総量は、以下の通りである。

図 84 平成 15 年度における新エネルギー等電気の総量 152
ⅲ)電気事業者による義務履行達成状況
平成 15 年度の RPS 法の義務が課せられた電気事業者は、10 電力会社、5 特定電

152

資源エネルギー庁、”電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の平
成１5 年度の施行状況について”, 平成 16 年 7 月
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気事業者、10 特定規模電気事業者の計 25 社であり、これらの事業者に課された平
成 15 年度の調整後の基準利用量（＝義務量）の総量は 3,276,767,000kWh であっ
た。
電気事業者 25 社すべてが平成 15 年度における RPS 法の義務を履行した。ただ
し、25 社のうち 1 社がボロウイング153を行った。他方、17 社が次年度にバンキン
グ154を行った。
なお、次年度へのバンキング総量は 785,980,000kWh （電気事業者 17 社分
711,681,000kWh 、発電事業者 8 社分：74,299,000kWh）であった。
ⅳ）課題
「電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標」の達成に向けては、特
に風力発電の順調な導入が鍵となる。しかしながら、その出力変動等に基因する
系統への影響が懸念されるため、風力発電の連系に制約を設ける一般電気事業者
があらわれており、風力発電の系統影響を抑制するための方策が、総合資源エネ
ルギー調査会･新エネルギー部会･風力発電系統連系対策小委員会（2004 年）にお
いて検討された。

図 85

153
154

RPS 法のスキーム

ボロウイングとは、年度の義務量の一部（義務量の 20 %以内）を次年度に持ち越すこと。
バンキングとは、年度義務量以上に新エネルギー等からの電気を供給した場合、義務超
過量を次年度の義務履行に充てるよう持ち越すこと。これらは、円滑な義務履行のため
RPS 法上、正当なものとして認められている仕組み。
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１．５．４

研究開発プログラム

分散型電源の系統連系について、これまでに国、NEDO 等の公的機関で実施された主な公
的技術開発の概要を整理した。
・過去に実施された代表的な系統連系関連技術開発
①太陽光発電の系統連系技術
系統連系技術に関する技術開発は、サンシャイン計画において 1978 年度から本格的
に開始され、旧工業技術院、及び NEDO の主導のもと、電力中央研究所、電力会社等が
参画して、神戸市･六甲アイランド、電力中央研究所（赤城試験センター、狛江研究所）
等において、
太陽光発電の系統連系に関する実証試験･研究が 2001 年度まで行われた。
この結果、以下の成果が得られた。
1)システム構成技術の開発
日本で初めて太陽電池の直流発電出力を交流に変換して配電線に供給する技術が
開発されるとともに、当初、3 畳間ほどの規模であった太陽光発電用インバータを壁
掛け型、エアコン屋外機程度（3kW）にまで縮小することに成功し、技術開発フェー
ズにおける大幅なコスト低減に寄与した。
2)配電線との連系運転技術の開発
赤城、六甲試験設備を中心に、配電線と連系運転するために必要な基礎技術が開
発された。これらの研究成果は「分散型電源系統連系技術要件ガイドライン」、及び
同「認証試験法」の作成に反映された。現在の太陽光発電システムの普及は、配電
線との連系技術の採用（国内システムの 90%以上）によるものであり、これらの研究
成果が果たした役割は高く評価されている。
3)周辺装置の試験･評価法の開発
太陽光発電の導入普及には、その性能と安全性を保証する必要があるため、周辺
装置として重要な太陽光発電用インバータと蓄電池の性能試験･評価法が開発され
た。この成果は国内外の標準規格（JIS、IEC）の作成に反映されるとともに、国際
エネルギー機構（IEA）活動を通じ、各国に技術提供するなど国際協力にも貢献した。
4)導入普及促進技術の研究開発
太陽光発電の導入普及促進を目的に、高速道路遮音壁、水上架台など、住宅用途
以外への 7 種の太陽電池設置工法が開発された。また、災害時の電力供給、海外村
落電化等に有効な自律分散制御形の AC モジュールシステム技術など、具体的かつ実
用的な技術開発が行われた。
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表

主な太陽光発電研究設備と研究内容

出所）電力中央研究所、太陽光発電システム技術の開発

②風力発電の系統連系技術
1990 年度から 1998 年度にかけて、サンシャイン計画（〜1992 年度）
、ニューサンシ
ャイン計画（1993 年度〜）のもと、
「大型風力発電システムの開発」、及び「集合型風
力発電システムの制御技術の開発」が行われ、系統連系関連では以下の成果が得られ
た。
1)大型風力発電システムの開発
性能検証試験において、系統併入時の突入電流の最大値は、定格電流（実効値 600A）
の 50%以下（275A）で大きな突入電流は生じていないこと、また、高調波電流につい
ても、総合電流歪率 1.05%で系統連系ガイドラインの 5%以内である事が確認された。
風力発電の大きな欠点の一つである出力変動を平滑化するために、すべり特性制御
発電機を実際に風力発電システムに搭載して部分可変速運転による発電試験が実施
された。その結果、定格出力以上での出力平滑効果が確認されるとともに、部分負
荷（例えば 400kW、300kW 等）領域でも設定負荷以上の出力を制限とする事ができ、
系統条件等による出力抑制が可能であることが確認された。
配電線の末端など電気的に弱い系統へ風力発電機を連系する場合の問題点の整理、
及び問題解決のための海外調査を含めた技術検討が行われた。また、誘導発電機を
搭載した風力発電システムを系統へ連系する際必要となる、電圧安定化装置が設計･
試作･実証試験され、その有効性が確認された。
さらに、誘導発電機の単独運転現象に関する実験的検討が行われ、実際に単独運
転となる条件の把握、及び従来の保護装置の単独運転検出限界が明らかになった。
さらに、誘導発電機の単独運転検出装置の概念設計とともに、同装置を試作して実
証試験が行われ、要求される時間内に単独運転が検出できることが確認された。
2)集合型風力発電システムの制御技術の開発
複数の風力発電システムを離島の小規模電力系統に連系し、電力品質を維持しつ
つ、風力エネルギーを最大限に利用するため、集合型風力発電システムについて、
複数の発電装置の配列方法･配置方法等の最適なシステム構成の検討、及び最適制御
方法の研究が行われ、小規模電力系統への連系を実用化するための制御技術が開発
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された。
・最近の系統連系関連技術開発
①概要
最近実施された主な系統連系関連技術開発プロジェクトを以下に示す。

最近実施された主な系統連系関連技術開発プロジェクト
時期
1997

実施主体
NEDO

〜

名称
高密度連系
技術の研究

概要
電力中央研究所等が実施している本研究では、PV
の高密度連系による電圧上昇、単独運転の発生など

2000

について、対策技術の確立などのためのシミュレー

年度

ション解析および実証試験を行っている。
具体的には、ACモジュールの多数台連系、及び住
宅地区に太陽光発電システムが高密度に連系した系
統を想定し、配電系統の縮小試験を目的として、高
圧配電線から低圧需要箇所に至る6.6kV高圧配電線
一回線をモデルとした縮小模擬配電系統を設計して
いる。
また、模擬配電系統の一部を用いて、一般家庭に
用いられる 3〜4kW 級の PV インバータ 1〜2 台を連
系させ、配電線事故による系統停止時の単独運転検
出機能検証試験を実施し、その挙動について報告し
ている。
検討の結果、予想される利点を以下に示す。
・省スペースで配電線全体の挙動を検証可能
・試験設備を安価に構成可能
・日射量･負荷容量などが自由に設定可能
・一定条件下での比較試験が可能
・一定条件を維持した繰り返し実験が可能
・多数インバータの干渉問題の検証が可能

1998

NEDO/(財)

系統連系円

分散型電源導入促進の観点から、太陽光発電、風

〜

電気安全

滑化実証試

力発電をはじめとする分散型電源を商用電力系統に

2003

環境研究

験

連系する際の技術的条件について、系統シミュレー

年度

所

タによる解析、検証試験等を実施し、その客観的な
技術評価を行う。

1-203

時期
2002

実施主体
NEDO

名称
集中連系型

概要
①出力抑制回避対策技術の開発とその実証研究

〜

太陽光発電

太陽光発電システムを集中連系した場合、配電系

2006

システム実

統の電圧上昇により発電出力が抑制される可能性が

年度

証研究

考えられる。このため太陽光発電システムの出力抑
制を回避する技術を開発し、その有効性を実証する。
②高調波対策技術の実証研究
太陽光発電システムを集中連系した場合、高調波
が増大し家電製品に影響を与える可能性が考えられ
る。このため、影響を与える太陽光発電システムの
設置量を明らかにし、その対策を検討する。
③単独運転防止装置の誤動作対策技術の実証研究
太陽光発電システムを集中連系した場合、停電時
に安全のため太陽光発電システムを系統から切り離
す単独運転防止装置が、相互干渉で誤動作する可能
性が考えられる。このため、誤動作する太陽光発電
システムの設置量を明らかにし、防止対策の検討と
その有効性を実証する。
④汎用性の高い応用シミュレーション手法の開発
上記 3 つの研究項目の実証データをもとに、他の
配電系統においても適用可能な汎用性の高い太陽光
発電システムの集中連系に関する応用シミュレーシ
ョン手法を開発する。

2003

NEDO

風力発電力

風力発電は風況によって発電出力が変動するた

年度

系統安定化

め、連系する電力系統に影響を及ぼすという課題が

〜

等技術開発

ある。このため、今後導入量の増大に伴って、電力
系統の品質（特に周波数）維持のため、出力変動対
策が必要になると指摘されている。
その方策の一つとして、風力発電所に蓄電設備を
併設する方法が考えられているが、この方法は発電
出力の短周期側の変動成分吸収に、より有効である
と考えられている。
本事業では、今後導入が加速すると想定される大
規模風力発電所（ウインドファーム）における出力
変動対策として、当該風力発電所に併設する蓄電技
術を開発し、又その有効性及び実用性について検証
する。
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時期
2003

実施主体
NEDO

名称

概要

新エネルギ

風力、太陽光といった自然エネルギーを利用した

年度

ー等地域集

分散型電源においては、発電量が安定しないため、

〜

中実証研究

系統側に影響を与える可能性があるという課題を抱
えており、本格的に導入が図られるためには、この
課題の克服が必要となる。
そこで、本開発事業では、変動電源である太陽光
発電、及び風力発電とその他の新エネルギー等を適
正に組み合わせ、必要に応じ省エネルギー技術も加
え、これらを制御するシステムを作ることにより、
実証研究地域内で安定した電力･熱供給を行うと同
時に、連系する電力系統へ極力影響を与えず、かつ
コスト的にも適正な「新エネルギーによる分散型エ
ネルギー供給システム」の開発を行う。このシステ
ムにより、新エネルギー導入の課題克服のために有
効な供給電力等の品質、コスト、その他のデータを
収集･分析する実証研究を実施する。

2004

NEDO

新電力ネッ

①電力ネットワーク技術実証研究

年度

トワークシ

新エネルギー等の分散型電源が大量に系統連系さ

〜

ステム実証

れた場合でも、系統制御機器の適切な制御により系

研究

統安定化を図り、系統電力の供給が円滑に行われる
ようなシステムの開発を行う。また、模擬配電系統
において対策機器の効果的な設置方法と効果に関す
る実証試験を行って有効性を検証する。
②品質別電力供給システム実証研究
現状の個々の需要家における無停電電源装置
（UPS）を用いた電力品質対策に代えて、新エネルギ
ー等の分散型電源と系統電力を相互補完的に活用す
る等により、需要家ニーズに対応する高品質の電力
供給を集中して行う品質別電力供給システムを開発
し、特定の地域内の実需要家に対する品質別の電力
供給の実証試験を行い、電力安定供給における有効
性を検証する。

注）本表では現在実施中の R&D の例のみ挙げたが、このほかに終了済みの R&D が存在する。
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②系統連系円滑化実証試験調査（NEDO、平成 10〜15 年度）
(財)電気安全環境研究所が実施している本実証試験調査では、系統連系技術要件ガイ
ドライン策定時に残された「今後の課題」のうち、シミュレーションによって検討す
ることが可能な課題に関する検討を行っている。
具体的には、「能動的単独運転検出機能」など各種単独運転検出機能の有効性を検討
している。この本実証試験においては、複数の能動的単独運転検出方式、及び発電機
種類を用いて、想定される連系環境を計算機上で再現し、配電用遮断器開放後に単独
運転検出装置で単独運転状態が検出されるまでの検出時間のシミュレーションを行っ
ている。検出時間は検出方式により差があり、比較的高速に検出可能な場合もあるが、
場合によっては電技解釈で求められる 1 秒または 2 秒以内でも検出できないケースや、
そもそも単独運転状態を検出できないケースもあった。
これらの結果を踏まえ、現時点において能動的方式単独運転検出機能を活用すること
により地絡過電圧継電器を省略することは現実的ではないが、検出速度の高速化や複
数台連系時における能動的方式単独運転検出装置に特有な干渉問題が解決されるなど
今後の技術進歩が期待されるとしている。

系統連系円滑化実証試験の実施項目
分類

実施項目

連系電圧

単独運転検出装置の有効性検討

高圧
低圧
高圧
低圧

複数台連系時の有効性評価手法確
立
単独運転検出
装置の有効性

異機種の発電装置混在時の影響評
価

高圧
低圧

単独運転検出機能の異方式の相互
干渉評価

内容
各種方式の検討を継続的に実施。
H10年に実施するが、必要なケースを追加し継続的に
実施。
１．逆変換装置を用いた発電設備と同期発電機が混在
した系統での単独運転検出機能の適用限界。
２．適用可能な発電機容量比と検出方式の違いの影
響。

いくつかの異なる方式の単独運転検出装置が混在する
ときにおける相互干渉の検証。
誘導発電機設置の場合における単独運転検出装置の
単独運転検出装置の省略要件
高圧
省略可能性の評価。
誘導発電機の
誘導発電機を用いた風力発電設備と同期発電機および
単独運転
単独運転発生条件
高圧
太陽光発電設備が混在し、さらに電力コンデンサ等の
影響で比較的安定に単独運転が継続する条件確認。
多数台連系した場合の単独運転検出装置への影響。
逆変換装置を用いた連系要件
低圧
異なる検出方式の相互干渉。
太陽光エネルギーの変動による一斉脱落および系統の
低圧
直流発電設備 一斉動作による影響程度の予測
位相変動等による一斉脱落の影響予測。
の配電線連系
１．特定エリアに集中設置した場合、低圧配電線の末端
電圧押し上げによる連系容量限界。
系統電圧上昇による適用限界
低圧
２．配電線亘長と連系可能な発電設備容量の限界予
測。
地絡過電圧線電器代替のための周波数線電器の有効
地絡過電圧線電器の省略要件
特別高圧 性の確認および周波数線電器で単独運転検出が難しく
逆電力線電器の省略要件
逆電力線電器を必要とするケースの確認のために、単
独系統となった時の周波数変動の検討。
解析その他 交流発電装置の逆潮流運転に必要な
交流発電機の逆潮流運転するうえで必要な負荷と発電
低圧
条件
（逆潮流）条件の検討。
単独運転検出装置および発電設備の標準的モデルの
高圧
解析の標準ツールと標準モデル作り
作成。複数の種類の汎用的なソフトが適用できるように
低圧
実証試験で作成した解析モデルとデータの公開。
高圧

出所）系統連系円滑化実証試験資料
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・主な調査研究の概要
分散型電源の系統連系について、これまでに国、NEDO、及び関連公益団体で実施され
た主な調査研究の概要を整理した。

これまでに実施された分散型電源及び系統連系に関連する主な調査研究
時期

実施主体

報告書

概要

2000

資源エネルギ

電力技術懇談会

・電力自由化時代の電力技術開発、電力

年度

ー庁/(財)エネ

報告書

技術と情報技術の融合、経済産業省の

ルギー総合工

産業技術政策と分散型電源を含む電力

学研究所

技術開発の見直し等

2001

資源エネルギ

新電力供給シス

・分散型電源と協調した新たな電力供給

年度

ー庁/(財)エネ

テム技術検討会

システムの将来像、技術開発課題、開

ルギー総合工

報告書

発体制等の調査･検討

学研究所

・具体的には、大規模電源と分散型電源
の適正配置等、これからの時代にふさ
わしい電力供給システムの構築に向け
て、効果的な技術開発の実施など技術
戦略を取りまとめた。

2002

資源エネルギ

①新電力ネット

年度

ー庁/(財)エネ

ワークシス

ルギー総合工

テム研究会

学研究所

報告書（本

＜検討項目＞
・分散型電源の普及進展による電力ネッ
トワークシステムへの影響整理
・シミュレーションに基づく新システム

編、資料編）

の評価と技術開発の進め方整理

②品質別電力供 ・ 新システムの実現のための課題の整理
給システム
に関する検

と解決の方向性検討
・時代に即した新システム実現のための

討報告書

基盤技術の動向分析と新システムへの

③分散型電源の
統合制御シ

反映
＜検討体制＞

ステムに関

新電力ネットワークシステム研究会の

する検討報

下に、新システム技術評価分科会（品質

告書

別電力供給 WG、分散型電源の統合制御

④電力系統制御
システムに

WG、電力系統制御 WG）、社会･経済性分科
会、基盤技術分科会を設けて検討。

関する検討
報告書
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時期

実施主体

報告書

概要

1998

NEDO/(財)電気

系統連系円滑化

①海外調査による情報収集

〜

安全環境研究

実証試験調査報

・海外における電力系統に関するガイド

2003

所、(株)三菱総

告書（①海外調

年度

合研究所

査による情報収

・欧米の連系要件を中心とした系統連系

集、②IEA 太陽

円滑化に関する動向を調査し、我が国

光発電に関する

における分散型電源普及と系統連系

情報収集）

問題を考える際の資料とする。調査方

ラインや系統連系に係る情報収集

法としては、文献調査に加え、欧米の
関連組織（発電事業者、配電事業者、
ガス会社、コンサルタント、規制当局、
NGO）を訪問しての現地調査や関連学
会への出席による情報収集を実施。
②IEA 太陽光発電に関する情報収集
・IAE の再生可能エネルギーに関するワ
ーキングパーティ（REWP）の中の、太
陽光発電システム研究協力実施協定
（PVPS）のうち、タスクⅤ（建物設置
等の分散型太陽光発電システムの系
統連系）において、太陽光発電が多数
連系された場合の技術課題の抽出対
策の検討を行うと共に、研究協力実施
協定参加国の太陽光発電システムそ
の系統連系に関する技術情報を収集。
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時期

実施主体

報告書

概要

2003

NEDO/(財)エネ

新エネルギー等 ・
「新エネルギー等地域集中実証研究」に

年度

ルギー総合工

地域集中実証研

類似する技術に関する国の政策動向

学研究所

究に係る技術動

並びに規制、及び技術基準の動向調

向調査

査。
①国内外における新エネルギー等地域集
中実証に類似する技術動向
②新エネルギー等地域集中実証研究に類
似する技術に関する国の関与、及び政
策の動向
③新エネルギー等地域集中実証研究に類
似する技術に係る規制、及び技術基準
等の動向
④小型風力･MCFC に関連する調査
⑤我が国のマイクログリッド等の実現の
ための提言
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１．５．５

電力供給状況

（1）電源構成
2002 年における電源容量は、原子力 20%、水力 19%、石炭 14%、LNG25%、石油 19%
となっている。また、発電電力量は原子力 27.1%、石炭 26.8%、LNG 22.5%、石油 13.4%、
水力他 7.6%となっている。

図 86

電源種別別設備構成比（年度末）［10 電力計（受電を含む）］155

（2）系統構成

図 87

155

会社間連系線と周波数変換設備 155

東京電力、日本の電気事業制度について、平成 16 年 6 月 18 日,
http://www.yuseimineika.go.jp/dai4/4siryou2.pdf
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（3）需要家構成
2002 年における需要家構成は、家庭用 26.7%、工業用 42.7%、その他 30.6%となっ
ている。最大需要発生日のロードカーブ（10 電力計）を次図に示す。

図 88

最大需要発生日のロードカーブ（10 電力計）155

（4）電力供給構造
・エネルギー需給構造
日本の一次エネルギー構成（2003 年）は、石油 49%、天然ガス 14%、石炭 22%、
原子力 10%、水力 5%となっている。原子力を含む輸入依存度は 81%（2002 年）とな
っている。
・電力供給構造
わが国の電力 10 社の供給エリアと販売電力量（2003 年度）を次図に示す。
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図 89 10 電力会社の供給エリアと販売電力量（2003 年度）155
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１．５．６

分散型電源導入状況

（1）導入目標
・分散電源
総合資源エネルギー調査会･需給部会報告（2004）においては、2030 年における
分散電源（コージェネレーション）の具体的な導入目標を示している。

図 90

2010 年に向けたコージェネレーション（含む燃料電池）の導入見通し156

・新エネルギー電源
総合資源エネルギー調査会･需給部会報告（2004）においては、2010 年、及び 2030
年における分散電源の具体的な導入目標を示している。

156

総合資源エネルギー調査会・需給部会報告（2004）（パブリックコメント用）

1-213

図 91

2010 年に向けた新エネルギーの導入見通し 156

（2）普及状況
・常用自家発
内発協（(財）日本内燃力発電設備協会）は、平成 15 年度の常用自家発の設置状
況をとりまとめている（図 92）。同調査･集計は、ディーゼル機関、ガス機関、ガス
タービンを原動機とする自家発電設備で、常時自ら使用するものを対象としており、
電力会社等の電気事業用や卸電気事業用、及び特定卸電気事業用等のように事業と
して他の者へ電気を供給することを目的とした発電設備や非常専用の発電設備、並
びに家庭用発電設備は対象外としている。
同集計結果によると、平成 15 年度に国内で設置された常用自家発電設備の設置
台数は、2,716 台（14 年度 2,664 台）で前年度に比べて 2.0%増加した。施設数は、
1,460 施設（同 1,312 施設）で 11.3%増加した。しかしながら、設備容量は、907,824.1kW
（同 1,063,534.3kW）で 14.6%減少した。
常用の自家発電設備は年々増加の一途をたどってきたが、15 年度は設置台数も施
設数も伸び悩みの状況で、設備容量にいたっては逆に 15.6 万 kW の減少となった。
この原因としては、電気料金の値下げ、燃料費の高騰、設備投資の抑制、並びに維
持管理費の問題、環境規制等が考えられる。また、100kW 以上の中･大型が減少傾向
にある反面、100kW 未満の小型が増加傾向にある。
(a)出力別の状況
10kW 未満のものは、614 台（14 年度 409 台）で約 50%の増加であった。マイ
クロガス機関が小規模店舗等に普及してきている。なお、15 年度よりマイクロ
ディーゼル機関も設置され始めた。
10kW 以上 100kW 未満のものは、236 台（同 150 台）で約 57%の増加であった。
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これまでは、20kW、50kW、80kW クラスのマイクロガスタービンが主流であった
が、15 年度はガス機関が 20kW クラスを中心に 27 台から 117 台へと約 4 倍の増
加となっている。
100kW 以上 300kW 未満のものは、970 台（同 1,178 台）で約 18%の減少であっ
た。このクラスは、ほとんどが燃料の燃焼能力が重油換算で 1 時間当たり 50 リ
ットル未満のディーゼル機関であり、ばい煙の排出基準の遵守義務の対象外で
あったことから、ここ数年増加の一途をたどっていたが、15 年度ではじめての
減少となった。
埼玉県の小規模ディーゼル機関の窒素酸化物排出規制強化により、これらの
ディーゼル機関を 2 台以上設置して 50 リットル以上となる場合には、100ppm 以
下の基準が適用されることとなったため、今後どのような傾向を示すのか注目
されるところである。
一方で、ボイラー･タービン主任技術者の選任対象となっていない 300kW 未満
のガスタービンについては、やや増加傾向にある。
300kW 以上 500kW 未満のものは、446 台（同 426 台）で約 5%の増加であった。
このクラスは、電気事業法上の電気主任技術者の委託が可能な発電所出力
（1,000kW 未満）とするために、495kW の発電設備を 2 台設置するのが主流と
なっている。
500kW 以上 1,000kW 未満のものは、349 台（同 361 台）で約 3%の減少であっ
た。
1,000kW 以上については、台数が少ないこともあり、顕著な傾向は特にないが、
3,000kW 以上の設置台数が減少した分が 15 年度の総設備容量の減少に相当して
いるものと考えられる。

1-215

図 92

常用自家発の設置台数及び設備容量（フローベース）の推移
〔出典〕財団法人

日本内燃力発電設備協会

(b)原動機種別の状況
ディーゼル機関を使用した発電設備は、1,657 台（14 年度 1,825 台）で 9.2%
の減少、設備容量では 636,687kW（同 662,027kW）で 3.8%の減少であった。
ディーゼル機関のうち、ばい煙発生施設の対象外の発電設備の減少が大きく
影響している。ばい煙発生施設の対象外の発電設備を 10 台以上並べて設置して
いる工場等が 5 か所あり、495kW を 10 台以上並べて設置している工場等も 3 か
所あった。
ガス機関を使用した発電設備は、883 台（同 660 台）で約 34%、748 施設（同
525 施設）で約 43%の増加でしたが、設備容量では 158,125kW（同 223,324kW）
で約 29%の減少であった。
10kW 未満、及び 20kW クラスのマイクロガス機関が大幅に増加した反面、100kW
以上のガス機関が大幅に減少しており、設備投資や燃料等の維持管理費が影響
している可能性がある。
100kW 未満のマイクロガス機関は、
台数で 66%、
施設数で 63%の増加であった。
ガスタービンを使用した発電設備は、176 台（同 179 台）でほぼ同じだが、設
備容量では 113,012kW（同 178,183kW）で約 37%の減少であった。
ガス機関と同様に、2,000kW 以上の大型のガスタービンが大幅に減少しており、
設備投資や燃料等の維持管理費が影響している可能性がある。
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(c)施設種類別の状況
工場等は 556 施設（14 年度 436 施設）で 1,454 台（同 1,215 台）、設備容量で
725,137kW（同 701,732kW）であり、いずれも 14 年度より小幅な増加であった。
店舗等は 352 施設（同 384 施設）で 504 台（同 660 台）と小幅な減少であっ
たが、設備容量にあっては 64,982kW（同 139,239kW）と 53%の大幅な減少であっ
た。
100kW 以下のマイクロガス機関を設置する店舗等は増加したものの、100〜
500kW のディーゼル機関を設置する店舗等が大幅に減少したことによるもので
ある。
福祉施設等は、14 年度に比べて施設数で 75%、台数で 27%増加した。これは
10kW 未満のガス機関の設置による増加である。
(d)コジェネ/モノジェネ別の状況
15 年度の常用自家発電設備のうち、排熱回収設備のあるコージェネシステム
については、1,917 台（コージェネ比率 70.6%）、1,179 施設（同 80.8%）、669,612kW
（同 73.8%）となり、これら発電設備では電気と熱を供給している。
原動機別に見ると、ディーゼル機関の場合は 304 施設（同 52.5%）、399,682kW
（同 62.8%）であった。省エネ法改正により、火力発電専用設備の平均的な受電
端発電効率（高発熱量）36.6%より、低い発電効率のものは敬遠され、コジェネ
化が進むものと思われていた予想通り、15 年度は、14 年度のコジェネ比率（施
設で 39.3%、設備容量で 51.7%）を上回った。
ガス機関の場合は 745 施設（同 99.6%）、157,289kW（同 99.5%）で、ガスター
ビンの場合は 130 施設（同 97.7%）、112,642kW（同 99.7%）で、ほぼ 100%コジェ
ネとして設置されている。
・非常用自家発
平成 15 年度の防災用自家発電装置は、前年度に比べて、設置台数が 6.6%増の
5,644 台となったが、設備容量では 8.4%減の 731,066.3kW となったことから、小出
力の発電設備が多く設置されたことがうかがわれる。一方、常用防災兼用発電装置
（以下兼用機）については、12 社による設置実績が報告されており、設置台数は
13.2%減の 105 台、設備容量では 2.0%減の 57,500kW と、いずれもマイナスを示した。
(a)防災用自家発電装置の設置状況
・施設種類別状況
施設種類別に見た場合、設置台数の 1 位はその他事業場が 2,012 台で圧倒
的に多く、2 位は福祉施設等の 902 台、3 位は百貨店･店舗の 824 台、4 位は
病院等の 539 台、5 位は工場･作業場の 293 台と前年度の順位と同様でした。
設置台数が多い施設のうち、百貨店･店舗が約 35%増、工場･作業場で約 31%
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増と大幅に増加した。
設置容量では、1 位はその他事業場 375,867.4kW、
2 位は病院等 81,862.1kW、
3 位は百貨店･店舗 64,632.0kW、4 位は工場･作業場 49,245.2kW、5 位は福祉
施設等 45,492.1kW という順であった。
(b)常用防災兼用発電装置の設置状況
・施設種類別状況
施設別にみると、設置台数では、1 位が百貨店･店舗で 45 台、2 位は病院等
で 22 台、3 位はその他事業場で 14 台、4 位は旅館･ホテルで 9 台、5 位が学
校類の 5 台となっている。
設置容量では、1 位が百貨店･店舗、2 位が病院等、3 位がその他事業場、4
位が学校類、5 位が旅館･ホテルの順となっている。
・コージェネレーション
日本コージェネレーションセンターでは、我が国におけるコージェネレーション
の導入状況をとりまとめている。
(a)年度別導入状況

図 93 発電容量･設置件数（ストックベース）
〔出典〕日本コージェネレーションセンター
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図 94 発電容量･設置件数（フローベース）
〔出典〕日本コージェネレーションセンター

2003 年 3 月末（見込み含む）の時点で、コージェネレーションは 4,515 件の
施設で 7,425 台、合計 6,504MW が稼働している。これは日本全国の電力用発電設
備の約 2.5%を占めている。コージェネレーションの導入は 1986 年頃より増加し
ており、近年では毎年コンスタントに 400〜450MW の導入がなされている。
(b)原動機別の設置件数･発電容量比率
民生用では件数比率でみると、導入されるコージェネレーションは DE と GE
で全体の 93%を超えている。また、産業用では蒸気の熱負荷が多いため大型のガ
スタービンの導入比率が高く、発電容量でみると 50%を超えている。
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図 95 原動機別の設置件数･発電容量比率
〔出典〕日本コージェネレーションセンター

(c)民生部門への導入状況
民生用においては、コージェネレーションの電力を建物内で使用するとともに、
排熱を温水または蒸気として回収して給湯や暖房に利用し、また吸収式冷凍機を
介して冷房にも利用するのが一般的である。民生用では、発電容量が比較的小さ
く、発電効率の高いガスエンジンやディーゼルエンジンのコージェネレーション
が多く用いられている。
ホテルや病院、店舗、事務所をはじめ、主に空調負荷･給湯負荷などの熱需要
の多い施設にコージェネレーションシステムは導入され、その件数は平成 15 年
3 月末現在、2,915 件に上がっている。

図 96 民生部門への導入状況
業種別設置件数割合（合計 2,915 件）

業種別発電容量割合（合計 1,429MW）

〔出典〕日本コージェネレーションセンター
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(d)産業部門への導入状況
産業用においてはコージェネレーションの電力を構内電力として使用すると
ともに、排熱を蒸気として回収し、生産工程で利用するケースが一般的である。
産業用では、一般的にエネルギー需要量が大きく、特に熱需要の比率が高いこと
が多いため、発電容量が大きく排熱回収率の高いガスタービンコージェネレーシ
ョンが多く用いられている。
化学、食品、機械、金属、電気機器など業種を問わず、幅広く導入されており、
導入件数は平成 15 年 3 月末現在、1,600 件となっている。

図 97 産業部門への導入状況
業種別設置件数割合（合計 1,600 件）

業種別発電容量割合（合計 5,074MW）

〔出典〕日本コージェネレーションセンター
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１．６

分散型電源を活用したシステム

本節においては、国内外における分散型電源を活用した様々なシステムの研究開発状況
について調査する。

１．６．１

国外における分散型電源を活用したシステム

（1）MICROGRIDS（2003.1〜2005.12）157
第 5 次フレームワークプログラム（FP5：1998-2002）のクラスタープログラムで実
施されたマイクログリッドに関する研究開発である。集中制御が DISPOWER で研究して
いるシステムであるのに対し、MICROGRIDS は分散制御である。FP5 ではソフト的な検
討を実施し FP6 では実証を行う。
（現状）
マイクログリッドは中圧系統に連系される低圧（200〜300V）のグリッドで、現在は、
静的なシミュレーションを終了した段階である。これから動的なシミュレーションを
行い、2006 年 1 月に 6 ヶ所で実証試験を開始する予定である。候補地の一つはアイス
ランドで、PV、風力、CHP、マイクログリッドがある。また別の候補地は（ギリシャと
推定される）燃料電池、PV、フライホイールを使ったオフィスビルが対象となってい
る。
（目標）
マイクロ発電の低電圧送電網に対する大規模統合
（概要）
・RES、及びその他のマイクロ電源の導入を向上
・マイクログリッド運用を本土および島々の状況と平行して研究
・マイクログリッド管理戦略の定義、開発、及び実証
・運用の安全性を確保するための適切な保護、及び基礎政策を定義
・ニーズを識別し、通信基盤及び必要なコミュニケーション･プロトコルを開発
・経済上の利益を判別し、系統的な方法、及びツールを提案
（目的）
・GHG 排出量の削減に貢献するために再生可能エネルギー源（RES）やその他のマイ
クロ電源の市場浸透度を引き上げること
・マイクログリッドの幹線との並列運転、及び障害発生後のアイランド状況の下で
のマイクログリッドの運転に関する主要な問題を調査すること
・最も効率的で、信頼度が高く、経済的なマイクログリッドの運転を保証する制御
戦略を定義し、策定し、実証すること

157

http://microgrids.power.ece.ntua.gr/
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・運転の安全性及び障害検出能力、アイソレーション及びアイランド状況での運転
を保証する適切な保護、及び接地方針を定義すること
・ニーズを確認し、必要な電気通信インフラ基盤および通信プロトコルを整備する
こと
・マイクログリッド運転の経済的便益を測定し、当該便益を定量化する体系的方法
及びツールを提案し、適切な規制措置を提案すること
（マイルストーンおよび予想される成果）
本プロジェクトでは、マイクログリッドの運転、制御、保護、安全性、及び電気通
信インフラ基盤の調査、整備、実証、それらの経済的便益の測定、定量化を行う。実
験用マイクログリッドに基づく自立型モードと系統連系モードの双方での運転及び制
御概念を実証する。マイクログリッド形成が RES やその他のマイクロ電源のシェアの
拡大（目標 15%）、年間損失の削減（目標 10%）、信頼度レベルの向上（目標 30%）、及
び最終利用者にとってのエネルギーコストの削減（目標 10%）に及ぼす影響は、参加
電力会社が提供する配電系統上でのシミュレーションによって研究するとしている。
（2）EU-DEEP
FP6 の枠内で、EU-DEEP（新しい需要管理プログラム）というプログラムがスタート
した。2003 年 12 月に参加者が調印し、2004 年 1 月からスタートしている。EU 域内の
大手電力 8 社が主な提案者で、コーディネータは Gaz de France である。GDF 他 8 事
業者が 1 億件の顧客情報を集め、DG の市場がどこかをセグメント化する手法を編み出
す。
EU-DEEP は市場アプローチで技術的なものではない。例えば、天候の影響による分
析から、最適なシステムを考え、ビジネスチャンスを探すような研究である。
（現状）
開始されたばかりで詳細な報告はまだ存在しない。VPP が将来のネットワークを意識
したものであるのに対し、EU-DEEP は現状のネットワークを前提に実施する需要管理
プログラムである。
分散型電源を大量導入する際に障壁となる技術的、非技術的要因を排除することが
目的である。以下の手順（Work Package）で実施している158。これらの WP は互いに密
接に関連している。
①需要のモデル化
8 電力会社の顧客データを基に 8000 万件の顧客データを DB 化する。それをもと
に市場の細分化･解析を実施し、オンサイトでのデータ測定も行う。また、これらの
データから需要構造のモデル化も行う。

158

http://www.powerqualitylab.ece.ufl.edu/proposal/EU-DEEPdocproposal.pdf
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②電力系統と市場の統合
③地域トレーディング戦略
地域トレーディング戦略とディマンド･レスポンスについて検討する。顧客の負荷
パターンを推定しコミュニケーションツールなどを使用し、電力を必要な場所に必
要なだけ供給する地域トレーディングシステム構築などを検討。
④技術の研究開発
⑤開発された技術の実用化
⑥トレーニング
①〜⑤で開発された技術やシステムを訓練する。
⑦普及･促進
①〜⑤で開発された技術やシステムを普及･促進する。
⑧European Competence Group の創造
8 電力会社が中心となり、本プロジェクトで蓄積された知識･ノウハウ･技術を保
有するグループを創造する。分散型電源導入における先進的な知識集団である。
⑨プロジェクト管理
（3）IRED159
（Integration of Renewable Energy Sources and Distributed Generation into the
European Electricity Grid）
現在実施中の FP5 のクラスタープログラムを効果的に発展させることを目的とした
FP6 におけるプログラムである。新たなコンセプトがあるというよりは、現存する 7
プロジェクトを発展させる方策を検討するといった位置づけである。
研究情報のネットワークを拡充する、基準･テスト法･トレーニング法の欧州共通化
を図るなど。
なお、FP7 のスマートエネルギーネットワークは FP6 から継続するもので、国際流
通を意識して送電により重点を置く方向である。UCTE と 8 つの TSO を中心に R&D を実
施する予定となっている。
（現状）
開始されたばかりで詳細な報告はない。ISET から最新の情報が近々公開されるとの
情報もあったが、2006 年 1 月現在、新たな情報は公開されていない。
（参加機関）
コーディネータ：ISET（独）
：Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik e.V
その他 ECN など。
（4）英国の Active Network Management（能動的な系統制御）プロジェクト
技術動向調査に記載。

159

http://www.ired-cluster.org/
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（5）VPP（バーチャル･パワー･プラント）
（現状）
2005 年 10 月から 4 年間の期間で実施する。詳細は不明であるが、技術シーズから
将来のネットワークを構築するシーズオリエンテッドな研究開発のようである。小型
燃料電池による VPP 研究なども実施されている模様。
（6）EDISON プロジェクト
技術動向調査に記載。
（7）CERTS コンソーシアム160
（Consortium for Electric Reliability Technology Solutions：電力信頼性技術ソ
リューションに関するコンソーシアム）
（現状）
2005 年 7 月に東京大学で行われた Dr.Chris Marnay（ローレンスバークレイ国立研
究所）の講演会によると、現在マイクログリッドに関するシミュレーション、及び実
証研究を進めている。
LBNL のモデル分析によると、2025 年まででは、内燃機関、マイクロタービンなど既
存技術の浸透が支配的である。排熱回収で冷房も行うことにより、病院など熱需要の
多い部門のみならず、熱需要の少ない事務所でも分散型電源が導入され、分散型電源
の研究開発が支援される場合、業務部門での分散型電源設置容量は 23.6GW（2025 年）
に達し、政府支援がない場合より 6.6GW 普及が促進されるとしている。
（CERTS の概要と参加機関）
CERTS ではマイクログリッドを設計するためのガイドラインの作成を最終目標にし
ており、マイクログリッドに関するシミュレーション、及び実証研究を進めている。
マイクログリッドは配電系統に接続する負荷とコージェネレーションや再生可能エネ
ルギーを利用した分散型資源（主に 500kW 以下の小型電源）からなるクラスターであ
る。系統連系モード、自立運転モードで運用可能であり、両モードを高速で切り替え
られることが要件である。米国では主に信頼度、電力品質向上の観点からマイクログ
リッドの導入が図られようとしており、通信、制御方式の開発が進められている。
現時点では電気事業の系統連系ルールにより、マイクログリッドからの系統貢献は
困難であるが、将来は電圧維持や予備力供給などアンシラリーサービスを提供するこ
とを目指している。
CERTS は電力信頼性技術を研究･開発･普及するために 1999 年に設立された。スポン
サーは DOE（送電信頼性プログラム：TRP＝Transmission Reliability Program）と CEC
（PIER 公益エネルギー研究プログラム）である。メンバーは 4 つの国研（LBNL-事務

160

http://mechasys.jp/activity/seminar/2005̲07̲12.html
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局を兼務、ORNL、PNNL、SNL）、15 の大学から成る NSF の支援による PSEC（Power System
Engineering Center）コンソーシアム、及び Electric Power Group（エネルギーコン
サルタント）である。その他の機関（SCE 等の企業等）との共同研究･支援も行ってい
る。
参加メンバーのうち特に中心となっているのは、LBNL（ローレンスバークレイ国立
研究所）のほか、ウィスコンシン大学、ジョージア工科大学（パワーフローやマイク
ログリッド）
、SNL（サンディア国立研究所）（系統連系保護）などである。LBNL は、
カリフォルニア州バークレイに立地し、分散電源やその他のエネルギー技術など多様
な研究開発を行っている国立研究機関であり、CERTS における研究の中心となってい
る。
このほか NPS 社（Northern Power Systems（現 Proton Energy Systems））は CERTS
の正式メンバーではないが、共同研究先という形で参加している。
（CERTS の研究内容）
CERTS は主に以下のテーマを研究対象としている。
・電力信頼性問題とニーズの評価
・分散電源と系統の統合を通じた系統信頼性の強化
→

マイクログリッド研究はこれに相当

・リアルタイムの信頼性マネジメント
・信頼性市場（卸売市場の設計･テストのためのツール）
・エネルギー源としての負荷（系統料金や系統の状態に対する負荷の応答性を評価）
（分散型電源の必要性に関する認識）
・分散電源に関する DOE の 10 年ビジョン
DOE は分散電源について以下の目標を掲げている。
−2010 年までに米国における新規電力設備容量のうち 20%を分散電源にする。
（本目標値は DOE の分散電源戦略計画（2000 年 9 月）によるもの。本計画、及
び目標値は現在厳密には失効しているが、同計画の基本的コンセプトは生き
ている）
→

これは年間 4GW（1 台 400kW とすると 1 万台）の新規分散電源の設置を意
味する。

−それにより電力系統の信頼性を強化する。
・分散電源の必要性
LBNL では分散電源の必要性などを以下のように考えている。
−電力需要が系統の発電･送配電能力を上回る速度で増加している
−電力品質と信頼性に対するヘテロジニアスな（多様な）要求
−ヴォラタイル（移り気な、変動する）卸売市場の圧力
−コージェネレーションはエネルギー効率を改善する
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−吸収式冷温水器が一つのキーテクノロジーである
（マイクログリッドの必要性）
マイクログリッドの主な目的は、電力信頼性確保、エネルギー利用効率の最適化、
エネルギーコストの最小化、自然エネルギーの普及である。適用する地域特性、需要
家のニーズに応じて目的を柔軟に適応可能であるが、特に電力信頼性確保、エネルギ
ー利用効率の最適化を重視している。
（CERTS のマイクログリッドのコンセプト･定義･特徴）
CERTS のマイクログリッドの定義･特徴は以下の通りである。
・需要家が、自らの必要条件（技術的、経済的、規制面での機会や制約）に基づ
き、自ら管理する
・熱と電力の両方を提供し、多様な電力品質･信頼性を提供するために設計･運用
される（品質別供給も可能）
・小規模電源（例：500kW 以下）、電力貯蔵装置、及び負荷のクラスター（集合体）
であり、電力系統に対してレジティメイトな（合法の、正当な）実体、すなわ
ち「良き市民」（系統に悪い影響を与えない）として存在する（ふるまう）
（CERTS ではマイクログリッドを、系統の品質･信頼性を強化しアンシラリーサ
ービスを提供するために使うことは、現時点ではあまり考えていないとのこ
と。その理由は、規制や技術、状況が流動的であるためである）
・系統に連系されるが、系統から分離することも可能（系統から影響を受けずに
ローカルなパワーエレクトロニクスを使うとのこと）
・パワーエレクトロニクス･デバイスなどを用いたローカルなインテリジェント･
インバータによって制御される
CERTS のマイクログリッドは、CERTS ならではのスペシフィックなコンセプトを有し
ており、（ビジネス面や事業面ではなく）テクニカルな問題に焦点を当てている。
NPS 社は「MicroGrid」（G が大文字）を商標としているが、Microgrid、MICROGRID
等は商標ではない。
（システム構成）
CERTS マイクログリッドのアーキテクチャを以下に示す。
・このように公共の電力系統と PCC（Point of Common Coupling：系統連系点）を
介して 1 点で連系し、マイクログリッドの内部では、SD（分離器）によって複数
のフィーダー（通常 460V 以下）に分離される。一部のフィーダには特に信頼性
を要する負荷とマイクロ電源が接続され、別のフィーダは通常の負荷系統である。
・1 つのフィーダには複数のブレーカーと電力･電圧コントローラがあり、これらに
より複数のゾーンに分かれる。コントローラはエネルギー･マネージャー（ソフ
トか）により制御され、マイクロ電源（マイクロガスタービン、燃料電池等）の
電力･電圧を制御する。
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図 98

マイクログリッドのアーキテクチャ161

CERTS マイクログリッドには放射状、ネットワーク型の 2 種類がある。
（制御方法）
ⅰ）系統事故時
系統停電時に遮断器（半導体スイッチを含む）を開放し、分散型電源を自立運
転へ移行させる。
ⅱ）マイクログリッド独立運転時
それぞれの分散型電源の負荷分担をパワーフローコントローラが実現する。構
成機器はパワーエレクトロニクス機器で構成されていることから、負荷変動時の
慣性モーメントによる瞬間的なエネルギー供給源がなく、何らかの電力貯蔵でエ
ネルギーの均衡を保つ必要がある。
ⅲ）通常時
・善良な市民としてのシステムの振る舞い
マイクログリッドの構成要素（制御性のよい、パワーエレクトロニクス機器
で構成）を制御することにより、固定インピーダンス負荷、調整可能負荷、切
161

Robert Lasseter, Abbas Akhil, Chris Marnay, John Stephens, Jeff Dagle, Ross
Guttromson, A. Sakis Meliopoulous, Robert Yinger, and Joe Eto, White Paper on
Integration of Distributed Energy Resources - The CERTS MicroGrid Concept, April
2002
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断可能負荷としての性格を持たせる。
・エネルギー利用効率の最大化
エネルギーマネージャは系統からの情報（料金、異常など）、マイクログリッ
ド内の電力、熱需要などの情報により分散型電源に電力指令をパワーフローコ
ントローラへ指令し、パワーフローコントローラは各分散型電源を制御する。
・マイクログリッド内配電線電圧維持
エネルギーマネージャーは、パワーフローコントローラへ電圧指令を出力し
パワーフローコントローラはシステムへの負荷変動に応じて各分散型電源の電
圧を制御する。
ⅳ）自然エネルギーの需給制御
自然エネルギーは、
（マイクログリッドにとって）ごく普通の技術であり、制御
は容易で特別なことは考えていない。
（注：自然エネルギーを多く組み込んだマイ
クログリッドについては CERTS の一員であるサンディア国立研究所で研究してい
る）
ⅴ）短絡容量について
サンディア国立研究所で研究している。
（キーテクノロジー）
・パワーエレクトロニクス技術
系統事故時の分散型電源へ高速、シームレスな自立運転への移行、自立運転時の
制御性の確保からパワーエレクトロニクス技術が重要視されている。
・DER-CAM
電力需要、熱需要から最適（コストミニマム）な機器選択、運転スケジュールを
作成する最適な技術、但し、1 つの需要家内のみでありマイクログリッドまでは対
象となっていない。混合整数線形最適化法を使用。
（マイクログリッドの設置場所例）
いろいろありうるが、例えば、典型的な例として、最低 200〜400kW 以上の負荷を持
つビル（1 つ〜複数）が考えられる。大きいものでは、サウスカロライナ州の軍事基
地（110MW 相当）やショッピングモールも考えられる。
（将来的な方向性）
将来的には系統側へのアンシラリーサービス（ローカル配電系統の電圧維持、供給
予備力の提供）の提供が考えられている。このような付加機能を具備したものを「模
範市民」
（Modern Citizen）という言葉で表現しているが、現在は規制、技術等の状況
が流動的なために、将来的な取り組みとなる。
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（8）CEIDS コンソーシアム
Consortium for Electric Infrastructure to Support a Digital Society
（現状）
CEIDS の研究開発は基本構想検討と要素技術開発の基本研究レベルであり、マイク
ログリッドに関しても実証試験段階に入った CERTS に比べ進捗はやや遅れている。
CEIDS マイクログリッドの特徴として直流（DC）マイクログリッドの提案も行われて
いる。
（定義）
EPRI のデジタル社会をサポートする電気的インフラのためのコンソーシアム。米国
の将来の電力システム像として、Self-Healing Grid を提示。これは自律分散型の自
動化された電力と通信の双方向ネットワークであり、系統に異常が生じた場合はより
速やかに自動的･自律的に修復するようなシステム像。
（目的）
・デジタル化社会に必要な高品質な電気エネルギー確保のための長期戦略策定
・資産の有効活用、システム信頼度･電源品質の改善による価値の増大
・ローコストで顧客満足度の高いディジタル･インフラの実現
・分散形発電、DC 給電などによる付加価値サービスの創出や電力品質改善のための
機器の開発による新しいマーケットの開拓
（マイクログリッドの概念）
マイクログリッドは、Self-Healing Grid のうち ADA（先進的配電自動化：Advanced
Distribution Automation）の一構成要素であり、マイクログリッドや分散電源と系統、
需要家など様々な要素間の双方向通信と双方向電力潮流をいかに実現していくかが大
きな鍵となる。
CEIDS の ADA/DER プロジェクトにおけるマイクログリッドの大きな特徴は、アダプ
タブルである点。アダプタブル･マイクログリッドの全体は 1 つのマイクログリッドで
あると同時に、同期式の分離スイッチで複数のサブ･マイクログリッドに分割され、1
つのサブグリッドがダウンしても他のサブグリッドが生き残ることにより、信頼性を
確保。
（参考）IntelliGrid
米国における大きな課題は、インテリジェントな電力システムが数多く導入･活用
されていく中でそれらのシステムの統合を図っていくこととしている。通信プロト
コルの標準化がまず必要とのこと（出張報告より）。
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（9）BPA（Energy Web）162
分散型電源や負荷管理を活用したヴァーチャルパワーシステムの開発であるが、BPA
は VPP にとどまらず、より広い構想を指向している。
（現状）
Olympic Peninsula にて、冬季の 5MW ピークカットを目的としたパイロットプロジ
ェクトとして 2500 世帯の電気温水器、空調の無線機器による負荷制御を実施している。
その他、4 地点で同様のプロジェクトを実施している。
（コンセプト）
既存の技術と市場原理に基づき、今後のエネルギー市場を卸売、産業、住居用レベ
ルで革新し続ける。再生可能性が Energy Web の主題の一部。インターネットと同様、
個人のエネルギーユーザの選択と貢献が Energy Web を動かす。
（プロジェクト概要）
上記のコンセプトのもと、以下のプロジェクトを展開。
①分散型電源の遠隔統合制御
分散型電源（非常用発電機）をピークカットに活用
②制御･ディスパッチ可能な需要管理
③再生可能エネルギーの需給制御
（10）Celerity Energy163
（現状）
BPA で記載した Olympic Peninsula プロジェクトを共同で実施している。また、病
院や空港の予備電源を利用したヴァーチャルパワーシステムも実施している。
（概要）
分散型電源や負荷管理を活用したヴァーチャルパワーシステムの開発。
顧客とエネルギー事業者の間にたち、分散電源の電力や負荷削減によるメガワット
をアグリゲートしてエネルギー事業者が利用できるようなシステムを提供する。同社
はエネルギー事業者から、パフォーマンス（＝給電能力）に応じてお金をもらい、そ
れが同社の収入となる。

162

163

http://www.bpa.gov/Energy/N/tech/energyweb/slides̲pubs.cfm
http://www.bpa.gov/Energy/N/tech/energyweb/docs/SlidesPubs/Keynote.pdf
http://www.transmission.bpa.gov/PlanProj/Non-Wires̲round̲table/nonwiredocs/Ju
ly2005NonWiresUpdate.pdf
http://www.celerityenergy.com/
http://www.transmission.bpa.gov/PlanProj/Non-Wires̲round̲table/nonwiredocs/Ju
ly2005NonWiresUpdate.pdf
http://www.portlandtribune.com/archview.cgi?id=24049
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（11）6th Dimension（現 Comverge）164
分散型電源や負荷管理を活用したヴァーチャルパワーシステムの開発。
（現状）
Newsweek 誌のトップ 10 エコ企業に選出されている。米国だけでなく欧州にも進出
している。

図 99

Comverge のシステム165

（VPC（Virtual Peaking Capacity））
複数の需要家におけるエアコンなどの電力負荷をコントロールするコンセプト。数
百 MW をディスパッチして、電気事業者、ISO、その他のエネルギー事業者（アグリゲ
ータ、電力協同組合等）に提供することが可能。
VPC の場合、電力会社からキャパシティー･ペイメントの一部を需要家は受け取るこ
とができる（実際には電気料金の請求書から差し引きする形で）。
（VPP（Virtual Peaking Power））
複数の需要家（分散電源設置者）における分散電源（各 1MW 程度以下）を 6DiNET
でコントロールすることにより、アグリゲートされた電力を生み出すコンセプト。例
えば、電力アグリゲータ事業者が、複数の分散電源に制御機器を取り付けて、生み出
された電力を電力会社に販売する。VPP の場合、電力会社から需要家はエネルギー･ペ
イメントの一部を受け取ることができる。
（同社の役割）
同社は顧客（電力需要家）を獲得し、必要な機器（通信･制御機器）の設置、メンテ
ナンスを行う。電力会社等は、VPC 、VPP の見返りとして、Comverge 社に費用を払う。
164

165

http://enertechcapital.com/enertech/news/releases.asp?archive=0&id=9
http://www.msnbc.msn.com/id/10020271/site/newsweek/page/10/
http://livepowernews.com/stories03/0612/062.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/10020271/site/newsweek/page/10/
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（12）PPP（Premium Power Park）
（現状）
現在はコスト的な問題もあり殆ど実施されていない。ウエブ検索での情報もほとん
どが 2000 年以前のものである。
（概要）
EPRI は、1999 年よりオハイオ州のデラウェア工業団地において、AEP 社（American
Electric Power）、S&C Electric Company 社の Power Electronics Division（元 Siemens
社の FACTS and PQ Division）、及びフロリダ大学と共同で、品質別電力供給に関する
実証プロジェクトである PPP（Premium Power Park）を展開してきた。
PPP は 2002 年 3 月に完成し、同年 5 月からはフェーズ 3 としてパフォーマンス評価
が行われ、現在は終了している。
工業団地の 25 の顧客のうち、電圧低下や停電に対する品質向上要求の強い 2 つの需
要家（PPG Industries、The Nippert Company）に対するソリューション提供として実
証試験が行われた（両社で電力需要の 2/3 を占める）。PPG Industries には直列補償
装置と高速遮断器の組み合わせにより瞬低、及び電圧変動に対応し、The Nippert
Company には系統品質改善により長時間停電に対応する、という品質別電力供給ソリ
ューションが提供された。
・フェーズ 1（モニタリング）：2 件の需要家の電源実態（瞬低や停電の実態）を計測
調査
・フェーズ 2（モデリング）
：モニタリング結果から、ソリューションとなるシステム
を立案し、モデリングして、その効果をシミュレーショ
ンによって検証。
・フェーズ 3（システム設置）
：フェーズ 2 でモデリングしたシステムを実際に設置し
て、システム動作およびその効果を検証。
（高品質供給を行っている需要家と品質要求）
同工業団地の電力需要の 2/3 を 2 社（PPG Industries、The Nippert Company）が占
めており、前者には直列補償装置（DVR）と高速遮断器の組み合わせにより瞬低、及び
電圧変動に対応し、後者には高速スイッチによる主フィーダから補助フィーダへの切
り替えにより長時間停電に対応する、という品質別電力供給システムが開発された。
需要家と、それぞれからの電力品質への要求は以下の通りである。
・プラスチック製造メーカ：PPG Industries 瞬時電圧低下 70%−8 サイクル以内
・銅のメーカ：The Nippert Company

停電 20 分以内

（システム構成）
品質別供給システムは以下の 3 つのデバイスから構成されている。
・DVR（Dynamic Voltage Restorer）（直列補償装置）
−60%電圧（40%低下）を 30 秒補償
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・HSATS（High Speed Automatic Transfer Switch）
−高速切替スイッチで遮断時間は 1.5 サイクル
−DVR が対応できない場合に予備回線へスイッチング
・SVC（Static Var Compensator）
−回線切替え時の過渡電圧変動抑制
−常時は予備回線の調相装置として機能
−4MVar（顧客負荷 5〜6MW）
（システム制御方法）
・電圧低下が 40%以内の時は、DVR で補償できる時間（30 秒）まで DVR が補償。電圧
低下が継続すると、高速スイッチを切替えて予備回線から給電を継続。
・電圧低下が 40%以上のときは高速スイッチにより予備回線に切替えて給電を継続。
・SVC は予備回線に設置されており、高速スイッチ切替え時の過渡電圧変動を抑制す
る。また、常時は予備回線の一般負荷に対する調相装置として機能している。
（効果）
・瞬低（sag）の大きさと回数が減少
瞬低回数に対する規格外事象の割合：対策前 50%→対策後 33%
・経済的効果
これまでの瞬低による損害：7 万ドル/回、140 万〜200 万ドル/年
→システムを設置した 2002 年 5 月 31 日〜2003 年 4 月 30 日までの 1 年間で、顧
客におけるシステムによる損害回避額は 200 万ドル程度。
（系統障害 123 回、
うち規格値逸脱事象 58 回、うちシステムによる補償 50%）
UPS 設置による顧客対応の場合の 1/3 のコスト（150 万ドル）で済む。
（13）DUA（Distributed Utility Associates）の DUIT プロジェクト
技術動向調査に記載。
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１．６．２

国内における分散型電源を活用したシステム

国内における分散型電源を活用したシステムに関する論文等文献を下記の分類で整理を
行った。
①ループ系統（需要地系統）
②ループ系統（その他）
③FRIENDS
④マイクログリッド
⑤その他
以下、整理結果を表形式で記載する。
①ループ系統（需要地系統）
学会
No.
題 目
著 者
概 要
技術誌名
電気学会研究 PE-02-153 自律分散的な手法 辻隆男･大 自律分散的な手法により需要地
会−電力技
PSE-02-16 による需要地系統 山力（横浜 系統の電圧分布適正化について
術･電力系統 3
の電圧分布制御
国立大学） 検討し、需要地系統を構成する
技術 合同研
各機器が必要に応じて信号を送
究会
出し、互いの状態を推定し合う
（2002）
ような制御手法を提案。限られ
た情報をもとに、電圧固定点が
適切に移動する方式によって、
柔 軟な 制御の 可能 性が示 され
た。
H14 電気学会 10
需要地系統運用制 大谷哲夫･ 分散型電源のフリーアクセスを
可能とする需要地系統に対し、
電力･エネル
御のためのモバイ 三沢雅一
ギー部門大会
ルエージェントシ （電中研） モバイルエージェントベースの
情報通信システムで、平常時の
（2002）
ステムにおける優
処理と事故時の処理を統合的に
先処理方式
扱うため、事故時処理を優先的
に扱うための方式を提案。
H14 電気学会 157
電力･エネル
ギー部門大会
（2002）

配電系統のループ 松田勝弘･
運用に関する基礎 上村敏（電
検討（その 2）−供 中研）
給地域別の傾向−

ループコントローラの制御量を
各評価項目の重み付けにより決
定する手法を提案。また、各評
価項目に対して最適となる制御
量、及びこれらの重み付けにあ
たっての地域別傾向を明らかに
するとともに、ループコントロ
ーラの必要容量などを容易に推
定できることを示した。

H16 電気学会 124-3
論文誌 B
（2004）

自律的な分散方式 辻隆男･大
による需要地系統 山力（横浜
の電圧制御
国立大学）･
熊野照久
（電中研）･
河野良之
（三菱電
機）･伊与田
功（TMT&D）

分散型電源の導入に対応した自
律分散的な電圧分布制御手法を
提案し、需要地系統を対象とし
たシミュレーションでその動作
状況を検討。基本制御方式によ
り適正範囲内に電圧分布を調整
し、マルチエージェントシステ
ムによってさらに電圧分布の最
適 化が 図れる こと が確認 され
た。
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学会
No.
技術誌名
IEEJ Journal 125-3
（2005）

H17 電気学会 191
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

題

目

著

新たな電力供給シ
ステムの実証プロ
ジェクト−2 新電
力ネットワークシ
ステム実証研究
（需要地系統）
需要地系統におけ
る保護制御システ
ムの実証検討−事
故区間の高速分離
と単独運転防止手
法−

者

概

要

小林広武
電中研が実施している新電力ネ
（電中研） ットワークシステム技術関連の
研究概要について紹介。

小林広武･
上村敏･岡
田有功･大
谷哲夫（電
中研）

通信を活用し、事故の検出、分
離、および単独運転停止を含め
た事故除去を区間単位で実施す
る自律分散型の保護制御方式の
確立に向け、実証試験により、
事故の検出･除去の確実性と処
理時間に焦点を当てた同制御方
式の妥当性の検証、ならびに制
御不全時などのバックアップ保
護方式について明らかにした。
電気学会研究 PE-05-129 需要地系統の事故 大谷哲夫･ 需要地系統の運用管理システム
会−電力技
PSE-05-13 区間分離に関する 小林広武
について、実際の電力機器を用
術･電力系統 6
運用管理システム （電中研）･ いた事故区間分離試験の結果を
示し、それに基づいて本運用管
技術 合同研
の性能評価
幸田賀之
（東北電
理システムの実用化に関する考
究会
察を行った。
（2005）
力）
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②ループ系統（その他）
学会
No.
題 目
技術誌名
電気学会研究 PE-03-132 配電系統における
会−電力技
PSE-03-1 ループ運用システ
術･電力系統 43
ム導入に関する基
技術 合同研
礎検討
究会
（2003）

H16 電気学会 434
電力･エネル
ギー部門大会
（2004）

配電系統のループ
運用システム向け
故障検出装置の試
作

H17 電気学会 7-128
全国大会
（2005）

配電系統における
ループ運用につい
て

H17 電気学会 6-161
全国大会
（2005）

お客さま用低圧潮
流制御装置の開発

電気学会研究 PE-05-66
会−電力技
PSE-05-73
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2005）

ループ状配電系統
への三相繰返潮流
計算手法の適用に
関する基礎検討

著

者

本郷保二･
和田勝･二
階堂吉穂
（東北電
力）･西島一
夫･島村秀
彦･小川謙
治（日立製
作所）
本郷保二･
和田勝･齊
藤武彦（東
北電力）･
島村秀彦･
小川謙治
（日立製作
所）
上田玄･塚
原潔（中部
電力）･石橋
千尋（石橋
技術士事務
所）･山田安
二（中央製
作所）
石田雅宏･
上田玄（中
部電力）･
勝崎将典
（デンソー
ファシリテ
ィーズ）･
紺屋憲（石
橋技術士事
務所）･山田
安二（中央
製作所）
林泰弘･松
木純也･細
川慎平（福
井大学）･
多田泰之
（東京電
力）
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概

要

ループ運用時における問題点を
整理し、その対策案、ループ運
用システムの系統構成案、及び
保護要素について検討。また、
シミュレーションによる検証、
ループ運用時のロスミニ効果を
評価。

複数の検出端末と通信線を組み
合わせて、配電系統ループ運用
に対応した事故区間判定、事故
区間切離しシステムを試作し、
ディジタルシミュレータを用い
て、地絡事故および短絡事故の
試験ケースについて動作検証を
実施。
6ｋV 配電系統で潮流制御装置を
用い、実用的なループ運用が可
能であることを実験的に示し
た。

低圧配電線の常時ループ運用方
式を可能とする低圧潮流制御装
置を開発。

ループ状配電系統の潮流計算を
簡便な三相繰返潮流計算手法を
用いて実施する方法を提案し、
分散型電源が連系された樹枝状
配電系統の一部をループ運用し
たモデル上で、N-R 法との計算精
度の比較を実施し、提案法が N-R
法と同程度の計算精度でループ
系統の潮流計算を行えることを
確認。また、系統モデルで採用
可能な二つのループ構成につい
て、最低電圧と配電損失の観点
から比較を実施。

③FRIENDS
学会
No.
技術誌名
H14 電気学会 6-022
全国大会
（2002）

題

目

著

FRIENDS における
電圧適正化を考慮
した QCC の自律分
散運用

電気学会研究 PSE-04-10 集中･分散ハイブリ
会−電力系統
ッド型電力システ
技術研究会
ムにおける分散電
（2004）
源群のマネージメ
ントに関する検討

者

竹本巨人･
原亮一･北
裕幸･田中
英一･長谷
川淳（北海
道大学）

田中浩一･
金沢拓朗･
北裕幸･田
中英一･長
谷川淳（北
海道大学）

電気学会研究 PE-04-113 FRIENDS における
会−電力技
PSE-04-11 DSM に関する一検
術･電力系統 3
討
技術 合同研
究会
（2004）

吉川茂樹･
北裕幸･田
中英一（北
海道大学）･
長谷川淳
（函館工業
高等専門学
校）
電気学会研究 PE-04-112 既存電源と分散電 金沢拓朗･
会−電力技
PSE-04-11 源群との協調によ 北裕幸･田
術･電力系統 2
る周波数制御に関 中英一（北
技術 合同研
する検討
海道大学）･
長谷川淳
究会
（2004）
（函館工業
高等専門学
校）
電気学会誌
125-3
高柔軟･高信頼電気 大山力･原
（2005）
エネルギー流通シ 亮一（横浜
ステム（FRIENDS） 国立大学）
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概

要

今後、分散型電源の導入促進に
伴い深刻化してくるであろう電
圧適正化に焦点を当て、マルチ
エージェントの概念に基づいた
FRIENDS ネットワークにおける
QCC の自律分散運用を提案。さら
に、シミュレーションを通して
その妥当性を確認。
多品質電力供給や市場を通した
相互融通、システム運用責任の
地域分散化などの観点から、DG
群をマネージメントするための
システムの枠組みについて検
討。また、設備された DG の運用
方法の違いが、システム全体の
経済性にどのような影響を及ぼ
すかについても検討。
FRIENDS が備える情報ネットワ
ークを用いて需要家にリアルタ
イムに料金を提示し、コスト意
識の向上を通じた間接型 DSM に
関する一手法を提案。

DG（分散電源）を制御する主体
として QCC（電力改質センター：
Quality Control Center）を想
定し、さらに系統運用における
周波数制御を取り上げ、3 種類の
モデルにおいて QCC が需給調整
に貢献することによる効果につ
いて検討。
将来の電気エネルギー流通シス
テムとして提案されている
FRIENDS の構成･機能について、
最新の研究動向を交えながら概
説。

④マイクログリッド
学会
No.
技術誌名
H14 電気学会 122-11
論文誌 B
（2002）

題

目

著

者

マイクログリッド 高野浩二
実証「新エネルギー （NEDO）
等地域集中実証研
究」について

電気学会研究 PSE-04-12 マイクログリッド
会−電力系統
導入による電力供
技術研究会
給信頼度の考察
（2004）

進士誉夫･
秋澤淳･柏
木孝夫（東
京農工大
学）

H16 電気学会 467
電力･エネル
ギー部門大会
（2004）

田村豊一･
壁村克樹
（エネ総工
研）

分散型電源を活用
した新しい供給シ
ステムの最新技術
動向−マイクログ
リッドを中心とし
て−

電気学会研究 PE-04-109 MicroGrid の経済
会−電力技
PSE-04-10 性評価に関する一
術･電力系統 9
考察
技術 合同研
究会
（2004）

概

要

マイクログリッドの実証を目的
とする NEDO の「新エネルギー等
地域集中実証研究」の概要を紹
介。
統計学的な手法により、数学的
モデルを用いマイクログリッド
に一基の電源から供給する場合
と多数の小型分散型電源から供
給する場合の信頼性の比較を行
い、マイクログリッドの構成の
指標とした。

NEDO の調査委託により、
「新エネ
ルギー等地域集中実証研究」の
効果的な実施に資することを目
的に、当研究に類似するエネル
ギー供給形態として、国内外の
マイクログリッド等の技術動向
調査を実施した結果を報告。
杉本明寛･ 需要家の立場から、MicroGrid
造賀芳文･ を構成することが経済的である
餘利野直人 かどうかを検討。
（広島大
学）･川原耕
治（福山大
学）･佐々木
博司（中国
電力）

H17 電気学会 189
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

分散型電源で構成
されるマイクログ
リッドの需給制御
シミュレーション
−三相瞬時値シミ
ュレータの構築−

志岐明･横
山明彦･合
田忠弘･泉
井良夫･高
野富裕

三相瞬時値配電系統シミュレー
タのための系統要素のモデル化
を行い、系統の自律運転を可能
とした。

H17 電気学会 190
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

マイクログリッド
の電力品質維持制
御に関する検討

天満耕司･
河野良之･
合田忠弘･
片岡道雄･
下村勝（三
菱電機）

マイクログリッド系統の単独運
転時において、系統内の電圧や
周波数など電力品質を向上する
ための手段として二次電池の出
力制御による補償を提案し、そ
の制御導入による効果について
検討を行った。

H17 電気学会 187
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

マイクログリッド
における新エネル
ギー導入評価

松原正芳･
藤田吾郎
（芝浦工業
大学）･進士
誉夫･山上
哲雄（東京
農工大学）

新エネルギー導入評価を行うた
めに、マイクログリッドと連系
系統の間の連系線潮流（Ptie）
と周波数変動の正あるいは負の
成分のみを標本する 30 分積算平
均値を求めることにより評価を
行った。
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学会
No.
技術誌名
H17 電気学会 7-026
全国大会
（2005）

H17 電気学会 7-027
全国大会
（2005）

題

目

著

実負荷を含む小規
模マイクログリッ
ド試験設備の構築
〜分散型電源の有
効電力周波数応答
特性計測〜

実負荷を含む小規
模マイクログリッ
ド試験設備の構築
〜建物の電力負荷
計測と試験設備の
概要〜

電気学会研究 PE-05-101 分散型電源で構成
会−電力技
PSE-05-10 されるマイクログ
術･電力系統 8
リッドの需給制御
技術 合同研
シミュレーション
究会
−三相瞬時値シミ
（2005）
ュレータの構築−

電気学会研究
会−電力技
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2005）
電気学会研究
会−電力技
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2005）

PE-05-102 分散型電源による
PSE-05-10 マイクログリッド
9
内の電力変動抑制
に関する考察

PE-05-98 分散型電源モデル
PSE-05-10 を用いた複数種類
5
分散型電源統合制
御有効電力計算機
シミュレーション
と実測結果の比較
例

者

馬場旬平･
米津武則･
仁田旦三
（東京大
学）･沼田茂
生･傅田篤
（清水建
設）･鈴木
聡･草川慎
一･正田英
介（東京理
科大学）
沼田茂生･
傅田篤（清
水建設）･
馬場旬平･
米津武則･
仁田旦三
（東京大
学）･鈴木
聡･草川慎
一･正田英
介（東京理
科大学）
志岐明･横
山明彦（東
京大学）･
合田忠弘･
泉井良夫･
高野富裕
（三菱電
機）
進士誉夫･
山上哲雄･
秋澤淳･柏
木孝夫･藤
田吾郎･松
原正芳
馬場旬平･
米津武則･
仁田旦三
（東京大
学）･沼田茂
生･傅田篤
（清水建
設）･関根大
祐･草川慎
一･正田英
介（東京理
科大学）

1-240

概

要

清水建設㈱技術研究所に構築さ
れた小規模マイクログリッド試
験設備に、設置された出力制御
可能な分散型電源の電力指令値
に対する周波数応答特性を最も
条件が厳しい最大定格出力と最
低定格出力の間を正弦波状に変
動させる指令値を用いることで
計測。

清水建設㈱技術研究所の実験棟
を対象にして、負荷追従制御を
試行する分散型電源によるエネ
ルギー供給システムを構成する
分散型電源の仕様決定を目的に
電力計測を実施。

MATLAB/SIMULINK を用いて三相
瞬時値インバータ発電機 PQ 指定
モデル、三相瞬時値インバータ
負荷 PQ 指定モデル、三相瞬時値
インバータ発電機 CVCF モデル、
配電線モデルを作製･連系し、三
相瞬時値シミュレータを構築。
さらに、集中制御方式による発
電機の制御方式を検討。
需給制御モデルを構築し、マイ
クログリッドにおける好ましい
需給制御のあり方について検
討。

分散型電源に正弦波信号を入力
し、周波数特性を計測した結果
を基に多項式近似でモデル化を
行った簡易モデルについて単
体、及び統合制御時のシミュレ
ーション結果からモデルの有効
性を検証。

⑤その他
学会
技術誌名
電気評論
（2003.10）

No.

題

目

著

系統電力と分散型
電源の協調時代に
おける新たな電力
ネットワークシス
テムの構築に向け
て
H16 電気学会 59
超分散型エネルギ
電力･エネル
ーシステムにおけ
ギー部門大会
る需要家の振る舞
（2004）
いに関する基礎的
検討
電気学会研究 PE-04-110 超分散型エネルギ
会−電力技
PSE-04-11 ーシステムにおけ
術･電力系統 0
る需要家間の相互
技術 合同研
作用
究会
（2004）
電気学会研究 PE-04-111 超分散型エネルギ
会−電力技
PSE-04-11 ーシステムにおけ
術･電力系統 1
る需要家の多様な
技術 合同研
振る舞いに関する
究会
基礎的検討
（2004）

電気学会誌
（2005）

125-3

新たな電力供給シ
ステムの動向と将
来展望
電気学会研究 PE-05-56 マルチエージェン
会−電力技
PSE-05-63 トによる電圧制御
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2005）

電気学会研究 PE-05-135 マルチエージェン
会−電力技
PSE-05-14 トを用いた超分散
型エネルギーシス
術･電力系統 2
テムの自律分散型
技術 合同研
究会
運用制御
（2005）

者

概

要

前田秀（経 平成 15 年 6 月に取りまとめられ
済産業省） た「新電力ネットワークシステ
ム研究会」
（委員長：正田英介東
京理科大学教授）の報告書の概
要を紹介。
安田恵一
郎･河合弘
志（東京都
立大学）

これまでの協力型システムを対
象とした研究成果を踏まえ、需
要家の振る舞いの多様性に着目
し、需要家の振る舞いに関する
基礎的検討を行った。
石井綱吉
超分散型エネルギーシステムに
（東京電
おいて需要家間には自由度の高
力）･安田恵 い相互作用によってシステムの
一郎（東京 構造や振る舞いが決まることを
都立大学） 明らかにした。
佐古田恭
庸･安田恵
一郎（東京
都立大学）

超分散型エネルギーシステムに
おける需要家の振る舞いの多様
性に関して基礎的検討を行うこ
とを目的とし、需要家の振る舞
いに着目して需要家を「協力型
需要家」と「非協力型需要家」
の 2 つに大別し、非協力型需要
家の取り扱いについて検討し
た。
横山明彦
新たな電力供給システムに係わ
（東京大
る背景･動向･課題や将来展望に
学）
ついて総説。
甲斐稔久･ 電力システムの電圧制御にマル
定丸英治･ チエージェントを用いた自律分
永田武（広 散協調型電圧制御方式を提案。
島工業大
学）･歌谷昌
弘（広島国
際学院大
学）･藤田秀
紀･久世夜
泰人･岩間
真也（中部
電力）
辻隆男･原 マルチエージェントシステムの
亮一･大山 適用にいおる超分散型エネルギ
力（横浜国 ーシステムの電圧分布制御の検
立大学）･ 討を実施。
安田恵一郎
（首都大学
東京）
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１．７

まとめ

本章では分散型電源に係る各国の取組状況を調査した。結果の一覧を次頁にまとめる。
基本政策面から言えることは、各国共にエネルギーセキュリティ、及び環境の視点を持っ
て施策立案を行っている。
また、具体的な分散型電源導入促進施策としては、接続義務及び固定価格、RPS 制度など
の違いはあるものの、各国で整備され運用を始めている。
（米国では州レベルの取り組みが
先行している。）
分散型電源の導入量増加に伴う既存の電力系統への影響については、各国で意識され始
めており様々な検討が実施されている。
分散型電源の系統連系に伴う費用負担に関しては、各国共に連系点までの費用負担は接
続する分散型電源保有者が負担することとなっているが、連系に伴う配電系統強化費用の
最終的な負担者は様々な形態となっている。
分散型電源に係る研究開発は各国共に国レベルのプロジェクトとして実行されているが、
分散型電源の導入促進を劇的に推進する技術開発実績は未だいずれも得られていない模様
である。
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各国における電力ネットワーク技術に関わる施策について

エネルギーに関する基本政策

再生可能エネルギー導入目標

法制度
（RPS 制度）

欧州連合（EU）

英国

ドイツ

米国

日本

GREEN PAPER（2000）
EU におけるｴﾈﾙｷﾞｰ輸入依存度の高ま
りを背景に、自給率悪化の抑制、地球
温暖化防止に貢献するｴﾈﾙｷﾞｰの利用促
進の戦略目標を設定。

エネルギー白書（2003）
温室効果ｶﾞｽを 2050 年までに 60%削減
を提言。安定したｴﾈﾙｷﾞｰ供給体制の確
立、ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗの再構築などを基本目
標としている。

エネルギー政策（2001）
「確実に供給でき、環境を保全し、
経済性がある」ことを前提にした政府
見解を報告。

エネルギー政策基本法（2002）
安定供給の確保、環境への適合、市
場原理の活用などを念頭にｴﾈﾙｷﾞｰ基本
計画を定めることを規定。

全発電量に占める再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの
再生可能エネルギー発電指令（2001）
ｸﾞﾘｰﾝ電力の総電力消費量に対する 割合を 2010 年に 10%とする。
比率を 2010 年に 22%とする目標を提示。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
全電力に占める再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの割
合を 2010 年までに 12.5%、2020 年まで
に 20%まで引き上げることを目的とし
ている。

再生可能エネルギー発電指令（2001）
・国別目標値の設定
・国単位の支援計画の整備
・行政手続の簡素化
・送配電ｱｸｾｽの保証
を加盟各国に求める指令。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
系統運用者に対する再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
優先接続、固定価格買取を義務付けた
法律。

国家エネルギー政策（2001）
省ｴﾈ、ｲﾝﾌﾗの近代化、環境水準の向
上、ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの向上などを基本的
な方向性として提示。
エネルギー政策法（2005）
国家ｴﾈﾙｷﾞｰ政策を実行。
各州が独自に制定
ﾃｷｻｽ州の例：2009 年に 2,880MW
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州の例：販売電力量に占める
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰからの購入電力量の
割合を 2017 年に 20%にすると義務付
け。
PURPA（1978）
公益事業者に対し一定条件を満たす
ｺｼﾞｪﾈや再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰからの電力購
入を義務付けた法律。価格は回避可能
価格。
各州が独自に制定
ﾃｷｻｽ州、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州など
生産税控除（PTC）制度（1992）
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰから発電された電力
に対し、一定額の税控除を行う。
（ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ政策法により 2007 年末まで延長）

税金優遇
分散型電源導入施策

その他

分散型電源に
関わる研究開
発支援制度

分散型電源に関わる
技術開発支援策

電力ネットワ
ーク技術に関
わる研究開発

分散型電源接続時の費用負担

CHP 指令（2002）
ｴﾈﾙｷﾞｰ効率 75%以上の CHP の導入を促
進するために各国の支援スキーム、系
統連系規定の統一化を指令。
建築物指令
住宅･建築物の省ｴﾈの一環として、再
生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの利用、CHP の利用の検討
を行うことを要求。

フレームワークプログラム（FP）
FP5 クラスタープログラム
（〜2005.12）
・DISPOWER:分散型電源の導入促進に
資する各種検討を実施。
・DGFACTS:分散型電源の導入拡大に
資する FACTS 機器の検討。
FP6
・IRED：ｸﾗｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの効果的発展
のための検討。
・EU-DEEP：分散型電源大量導入時に
障壁となる技術的、非技術的要因
の排除を目的としたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。
FP7
2007 年予算増で審議中。高機能（ｽﾏ
ｰﾄ）ｴﾈﾙｷﾞｰ網が提案される見通し。
再生可能エネルギー発電指令（2001）
系統運用者に対して、系統連系時に
必要となるｺｽﾄ要件、電力系統強化要件
を公開することを要求。
各国政府に対し系統連系時の費用負
担の仕組みを明確にするように要求。
DISPOWER の検討の中で各国の費用負
担の現状をﾚﾋﾞｭｰ。

ROC 制度（2002）
電力供給･小売事業者に対する再生
可能ｴﾈﾙｷﾞｰ使用義務制度。
目標未達者から徴収したﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを
目標達成者に報奨として配分する。

LECs 制度（2001）
家庭需要以外の需要家に課されてい
る気候変動税（CCL）の免税証明書を効
率の良い CHP 又は再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰから
の発電に発行する。
系統連系インセンティブ（2005）
KWK イニシアチブ（2002 年）
分散型電源の系統連系量（連系出力）
ｺｼﾞｪﾈを用いて二酸化炭素排出量を
に比例したｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを配電事業者に支 削減することを目的とした法律。
給。
IFI（2005）
配電事業者の売上の一定額（0.5%）
を上限とした研究開発費用の支援策。
RPZ（2005）
分散型電源の連系のために何らかの
革新的技術を含む対策を実施する特区
の設定により、特区内への分散型電源
系統連系量（連系出力）に比例したｲﾝｾ
ﾝﾃｨﾌﾞを支給。
再生可能エネルギー支援プログラム
未来投資プログラム
第 4 次エネルギー研究とエネルギー･テ
クノロジー
EDISON プロジェクト
DGCG
分散型電源及び CHP の接続、及び普
分散型電源と通信、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
及を妨げていると考えられる様々な障 （DEMS）を統合して新しい電力系統に
害を除去する目的で実施された検討。
関する検討を行う。
技術面、制度面での解決策を提示し、
実証研究を実施したが、現在は研究
現在は活動を終了。2005 年 2 月からは が終了している。
ENSG と呼ばれるｸﾞﾙｰﾌﾟに活動を引き継
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの一環として、BTB 機器であ
いでいる。
る SIPLINK を開発。
Active Network Management
配電系統の状態を把握し、主に変電
所ﾀｯﾌﾟ切替器を適切に制御して配電系
統内の電力品質を保つ研究。
実証研究を実施したが、現在は研究
が終了している。
配電価格統制（2005）
従来、英国の分散型電源の系統連系
費用負担は深い（Deep）費用といわれ、
導入促進を阻害していると批判されて
いたが、2005 年 4 月に上記のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
で 系 統 連 系 費 用 を 浅 め の
（Shallow-ish）費用に変更し、一部は
連系する分散型電源設置者が、一部は
その他の分散型電源設置者から広く浅
く回収している。

改正再生可能エネルギー法（2004 年）
接続点までの接続費用、及び電力計
量器は設備所有者が負担し、電力系統
を増強する費用は系統運用者が負担し
て電気料金に転嫁。
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RPS 法（2003）
2010 年度に新ｴﾈﾙｷﾞｰを 1,910 万 kl
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰ比 3%程度）とする。

RPS 法（2003）
国内各電気事業者に対して一定量の
電力を新ｴﾈﾙｷﾞｰから調達することを義
務付けた法律。

ネットメータリング制度（各州で制定）
小規模 な発電 施設を 有する 消費者
が、余剰発電電力を配電系統に戻す制
度。
FERC Order 2006（SGIP、SGIA）
（2005）
小規模（20MW 以下）の分散型電源が
系統連系する際の標準的な手続き及び
標準契約書を制定。
* SGIP：標準的な手続き
* SGIA：標準契約書

新エネルギー利用促進法（1997）
新ｴﾈの利用促進のため、政府、ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ使用者、ｴﾈﾙｷﾞｰ供給事業者（電力会社
等）
、PV の製造･輸入業者が講じるべき
措置を規定。
NEDO 技術開発機構を通じた導入促進事
業

DOE、OEDER のプログラム
PIER（CA 州）

NEDO 技術開発機構のプロジェクト

配電プログラム（DOE、OEDER）
・GRIDWISE ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他
DUIT
分散型電源の導入による電力系統へ
の影響を実証試験。
EPRI
電力用ﾊﾟﾜｴﾚ機器などの研究開発を
実施。

NEDO 技術開発機構のプロジェクト
・系統連系円滑化実証試験調査
・新電力ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ実証研究
・集中連系型太陽光発電ｼｽﾃﾑ実証研究
・風力発電電力系統安定化等技術開発
など

FERC Order 2006（SGIP、SGIA）
（2005） 各系統運用者が発電事業者と個別契約
配電系統ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞの費用は連系要
基本的に分散型電源連系に伴う系統
求者が負担。
改造費用については原因者負担の原則
ルール 21（CA 州）（2002）
としている。
連系設備並びに配電系統改善に必要
となる費用は発電事業者が負担。
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分散型電源の導入影響調査
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配電系統への影響

分散型電源の大量導入を想定した場合に発生することが懸念される影響については、
「電
力系統制御システム技術検討会」報告書（H18 年 6 月）において抽出･体系化されている（図
2-1-1）。本項では、この分類を踏まえつつ現状において新たな懸念が抽出されている可能
性も考慮し、網羅的に現状における分散型電源の配電系統に対する影響を抽出するもので
ある。
（大項目）
電力品質

（中項目）
電圧

（小項目）
◎電圧上昇
◎電圧調整機器の不正動作
◎瞬時電圧変動
フリッカ
不平衡

運用･計画

周波数

◎周波数変動

高調波

電圧･電流ひずみ

高周波

ノイズ

直流電流

系統流出

系統安定

回転型発電機

系統管理

◎潮流
◎電圧

機器管理
系統運用

電圧調整機器管理
系統切替
電力損失

設備計画

◎設備計画困難化･設備利用率低下
◎対策機器設置コスト･設置困難化
◎審査業務複雑化

保護･保安

短絡容量

◎短絡容量増大

保護リレー

◎変電所過電流継電器（OCR）
◎分散型電源単独運転検出
バンク越え

＊◎は重要な問題と考えられるもの

図 2-1-1

分散型電源の普及により懸念される問題点分類体系（現行の樹枝状系統の場合）
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２．１．１

学会発表等

実証システムの実系統適用時には電圧上昇問題以外にも、様々な影響が発生することが
懸念される。本項においては、それら電圧上昇問題も含めた各種影響について網羅的に調
査を行った。調査対象は 2004 年度以降の国内における各種学会、論文誌、研究会資料など
を中心に文献を抽出し、懸念される影響毎に整理を実施した。また、配電系統への影響評
価手法についても同時に整理した。
整理した項目および対応する表は下記のとおり。
① 電圧上昇･電圧調整器の不正動作：表 2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-1-4
②

瞬時電圧変動：表 2-1-5

③ フリッカ：表 2-1-6
④

電圧不平衡：表 2-1-7

⑤

高調波、及び直流分の流出：表 2-1-8

⑥

系統･機器管理、及び運用：表 2-1-9

⑦

設備計画：表 2-1-10

⑧

短絡容量：表 2-1-11

⑨ 保護リレー：表 2-1-12、2-1-13
⑩

系統解析･シミュレーション手法：表 2-1-14

⑪

系統解析支援、及び運用支援システム：表 2-1-15
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表 2-1-1 電圧上昇･電圧調整器の不正動作に関する文献 1（パワエレ応用系統側対策機器）
No.
1

学会
技術誌名
H14 電気学会全
国大会
（2002/3/26〜
29）

巻、号

題

目

著

6-224

SVR 協調型配電
線電圧変動補
償装置（直列
型）の実線路試
験

2

H14 電気学会全
国大会
（2002/3/26〜
29）

6-225

SVR 協調型配電
線電圧変動補
償装置（並列
型）の開発及び
実線路試験

3

H14 電気学会全
国大会
（2002/3/26〜
29）

6-227

サイリスタ電
圧調整器を用
いた電圧補償
の高速化

4

H14 電気学会電 14
力･エネルギー部
門大会
（2002）

配電線電圧変
動補償装置（直
列型）の実践路
検証

5

H15 電気学会論
文誌 B
（2003）

高速応答を可
能 に し た TVR
とその実証試
験

6

H16 電気学会電 50
力･エネルギー部
門大会
（2004）

太陽光発電が
多数導入され
た配電系統の
FACTS 機器を用
いた電圧制御

7

H16 電気学会論
文誌 B
（2004）

UPFC のディジ
タルリアルタ
イムモデルの
開発

8

電気評論
（2005.1）

123-9

124-9

分散型電源普
及拡大対応機
器の開発−電
圧維持管理装
置

2-3

者

概

要

上 野 雅 史 ･ 深 津 75kVA 直列型電圧変動補償装
尚 明 ･ 藤 原 信 行 置を装柱し、実線路試験にて
（ 東 京 電 力 ） ･ 性能検証を実施。ポンプ負荷
佐 藤 達 則 ･ 前 川 による電圧低下を整定値 5%以
英 洋 ･ 中 田 篤 史 内に抑え、実線路にて本装置
（明電舎）
の補償性能の有効性を確認。
上 野 雅 史 ･ 深 津 SVR 協調型電圧変動補償装置
尚 明 ･ 藤 原 信 行 を開発し、実線路試験で瞬間
（ 東 京 電 力 ） ･ 的な電圧変動を SVC が補償
福 田 康 彦 ･ 原 田 し、その電圧調整量を SVR に
光 一 ･ 三 宅 修 司 移行する協調制御が妥当であ
（ダイヘン）
ることを確認。
吉田隆彦（北海 第 1.5 世代 TVR は、第 1 世代
道電力）･渡辺敏 TVR に対して高速応答特性ほ
之･齊藤裕治･関 かいくつかの機能向上を図っ
長隆（北芝電機） た。北海道電力管内で行った
フィールド試験の中から、主
に高速応答特性について紹
介。
上 野 雅 史 ･ 深 津 単柱装柱、かつ効果的な電圧
尚 明 ･ 藤 原 信 行 補償を目指して開発した装置
（ 東 京 電 力 ） ･ 容量 75kVA の直列型電圧変動
佐 藤 達 則 ･ 前 川 補償装置について装柱方法、
英 洋 ･ 中 田 篤 史 ならびに実線路試験の評価を
実施。
（明電舎）
佐 々 木 裕 治 ･ 吉 TVR の諸特性の改良、とりわ
田隆彦（北海道 け瞬時電圧変動に対する追従
電力）･関長隆･ 性能等の改良を行った結果を
渡 辺 敏 之 ･ 齊 藤 フィールドで検証し、そこで
裕治（北芝電機） 得られた知見を基に更なる改
良を図る。
近 藤 太 郎 ･ 横 山 太陽光発電が大量導入された
明 彦 ･ 馬 場 旬 平 住宅地域配電系統の FACTS 機
（東京大学）
器を用いた電圧制御におい
て、複数の FACTS 機器をその
コストに直結すると考えられ
るインバータの必要最小容量
を指標として比較。ループ化
を含めた様々な配電系統の運
用ケースを解析し各機器を評
価。
木 村 操 ･ 宮 崎 保 実用化されているパワエレ機
幸･野呂康宏（東 器 の 中 で 最 も 多 機 能 で あ る
芝）･高橋長衛･ UPFC のリアルタイムモデルの
岸部英人（東北 開発と RTDSTM と接続した場合
電力）･飯尾尚隆 の解析精度について報告。
（TMT&D）
東京電力
太陽光発電の集中連系に対す
る電力系統側の対策の一方策
として開発した電圧維持管理
装置を概説。

No.
9

学会
巻、号
技術誌名
H17 電気学会電 154
力･エネルギー部
門大会
（2005）

題

目

著

者

風力発電が連
系された配電
系統における
FACTS 機器によ
る電圧制御
インバータ故
障診断技術の
研究

都留大和･横山
明彦（東京大
学）･川上仁志･
和田大志郎（四
国総研）
森田祐志（きん
でん）

概

要

電圧制御に用いる FACTS 機器
について、インバータの設備
容量の観点から、シミュレー
ションによって複数の FACTS
機器の比較検討を実施。
インバータ故障の主要因であ
る平滑コンデンサの劣化とイ
ンバータ二次側の電圧との相
関関係から、劣化状況の予測
ができることを確認。さらに、
この方法を取り入れた劣化診
断装置を試作。
低圧需要家内の電圧を適正範
囲 101±6V に維持するため
に、PV を有する低圧需要家内
に無効電力補償装置（SVC）を
設置することを検討。需要家
内電圧を適正範囲に維持する
ために必要な SVC の定格容量
PSVC およびスロープリアクタ
ンス Xｓを求めた。
「階調制御」を SVG に適用す
るにあたっての課題と、それ
に対して考案した制御手法に
ついて概説。シミュレーショ
ンによる検証の結果、考案し
た手法が良好に動作している
ことを確認。
新しい SVG を提案し、モデル
実験から良好な結果が得られ
ることを確認。

10

H17 電気学会電 F-3
力･エネルギー部
門大会
（2005）

11

H17 電気学会電 6-034
力･エネルギー部
門大会
（2005）

低圧需要家内
電圧の適正維
持に必要な低
圧 側 設 置 SVC
の定格容量、及
びスロープリ
アクタンス

榊原邦晃･飯岡
大輔･横水康伸･
松村年郎（名古
屋大学）･出原範
久（中部電力）

12

H17 電気学会電 6-033
力･エネルギー部
門大会
（2005）

階調制御型自
励式無効電力
補償装置の提
案

羽田野伸彦（関
西電力）･岸田行
盛･岩田明彦（三
菱電機）

13

H17 電気学会電 4-168
力･エネルギー部
門大会
（2005）

14

H17 電気学会電 4-166
力･エネルギー部
門大会
（2005）

15

H17 電気学会電 4-171
力･エネルギー部
門大会
（2005）

オープン巻線
変圧器と 2 台
のインバータ
を用いた新し
い SVG
単相 PWM コン
バータをベー
スにしたトラ
ン ス レ ス
STATCOM−始動
法と直流コン
デンサ電圧の
均一制御−
STATCOM におけ
る部分的アク
ティブフィル
タ動作

16

H17 電気学会全
国大会
（2005）

藤井洋介･八幡
直樹･堀井美和･
川畑良尚･川畑
隆夫（立命館大
学）
三 宅 靖 彦 ･ 赤 木 単相電圧形 PWM コンバータを
泰文（東京工業 ベースにした 6.6kV、1MVA の
大学）
トランスレス STATCOM につい
て検討。始動法を検討し、さ
らに直流コンデンサ電圧の不
均一を抑制する制御を提案
し、シミュレーションによっ
て有効性を確認。
小 島 広 雄 ･ 中 村 STATCOM に機能を追加し、系
峻 輔 ･ 松 井 景 樹 統で問題とされる 5･7 次調波
（中部大学）
のような低次調波などコンバ
ータ等の動作に伴って発生す
る高調波を低減させることを
検討。
滝祥治･吉永淳･ 太陽光発電多数台集中連系に
望月一寿（東京 おける電力系統側の対策の一
電 力 ） ･ 島 村 秀 方策として、電圧調整変圧器
彦･小川謙治（日 と単独運転防止装置を開発。
立製作所）･平井
義浩（東北電機
製造）

6-009

分散型電源集
中連系に対応
した電圧調整
変圧器･単独運
転防止装置の
開発

2-4

No.
17

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究会 PE-05-44
−電力技術･電力 PSE-05-51
系統技術合同研
究会
（2005）

題

目

著

者

2 層近傍タブサ 前 田 幸 宏 ･ 森 啓
ー チ を 用 い た 之（明治大学）
送電容量増加
のための UPFC
最適配置問題
への解法

2-5

概

要

送電容量増加のための UPFC
（ Unified
Power
Flow
Controller）最適配置問題に
対し、2 層近傍タブサーチ
（TLTS）を用いた手法を提案。

表 2-1-2
No.
1

電圧上昇･電圧調整器の不正動作に関する文献 2（パワエレ機器以外の系統側対策機器）

学会
巻、号
題 目
著 者
概 要
技術誌名
電気学会研究会 MAG-01-231 可変インダク 一 之 倉 理 ･ 中 村 直交磁心型可変インダクタを用
−マグネティッ
タとその応用 健 二 （ 東 北 大 いた電力系統機器、積層平行型可
クス研究会
学）･前田満･大 変インダクタや磁束制御型変圧
（2001）
日 向 敬 ･ 赤 塚 重 器など大容量化、高性能化、及び
昭･佐藤博道（東 多機能化を志向した可変インダ
北電）
クタについて紹介。

2

H14 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2002）

12

分散電源の連
系を考慮した
電圧制御機器
の高速最適整
定方式の開発

大森俊也･元治
祟･由良俊樹（関
西電力）･高山信
一･渡辺拓也･福
山良和（富士電
機）

分散電源及び負荷の状態に関わ
らず電圧を規定範囲に収めるた
めの整定方式を開発。実配電系統
を模擬したモデル系統において、
複数台の電圧制御機器の最適整
定数値を従来最適整定方式より
高速に求める事が可能である事
を確認。

3

H14 電気学会全
国大会
（2002）

6-226

分散型電源連
系に対応した
新制御方式
SVR の開発に
ついて

平野伸一郎･唯
野幸雄･佐藤文
彦（東北電力）･
白石喜一･村越
潤･平井義浩（東
北電機製造）

実測データを用いて、インピーダ
ンス判定法により SVR からみた
変電所側と負荷側を正常に判定
できることを確認。

4

H14 電気学会論
文誌 B
（2002）

122-4

田形磁路によ 前 田 満 ･ 大 日 向 可変インダクタの性能を更に高
る可変インダ 敬･葵木智之･赤 め、電流歪み改善のための楔形間
クタの特性
塚 重 昭 ･ 川 上 峰 隙を必要としない簡単な構成で、
夫･佐藤博道･一 直列回路にも使用可能な田形磁
之倉理（東北大） 路による可変インダクタを開発。

5

H14 電気学会全
国大会
（2002）

6-026

SVR とパワエ
レ機器を用い
た協調制御方
式の配電シミ
ュレータによ
る検証

窪 田 善 之 ･ 元 治 急峻な出力変動に伴う電圧変動
祟･宮里健司（関 の制御方式である、逆潮流対応の
西 電 力 ） ･ 林 巨 SVR と新設パワエレ機器の協調
己･徳田寛和･福 制御方式について、実回路モデル
山良和（富士電） による検証実験結果を報告。

6

H14 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2002）

269

鈴木晶弘･門間
栄吉･皆川保（東
北学院大学）･
佐々木賢一（東
北大）

変圧器タップの不必要な動作を
軽減し、且つハンチングを防止す
る制御パラメータ決定手法の基
礎検討を実施。

7

H15 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2003）

306

電圧無効電力
（AVQC）ファ
ジーエキスパ
ート制御方式
における機能
向上対策の検
討
分散型電源に
対応した新型
高圧自動電圧
調整器の開発

松浦進･大場達
也（北陸電力）･
松嶋学（北陸電
機製造）

分散型電源の連系に対応した新
型 SVR を開発。制御装置をディジ
タル化し複数の制御方式をコン
パクトに低コストで組み込み、従
来型と同等な価格を実現。

8

H15 電気学会全
国大会
（2003）

6-185

分散型電源に
対応した新制
御方式 SVR の
実証試験結果

平 野 伸 一 郎 ･ 安 逆潮流が流れ込む場合でも、適正
孫子堅二（東北 に電圧調整を行う「新制御方式
電力）･村越潤･ SVR」を開発。
平井義浩（東北
電機製造）
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No.
9

学会
技術誌名
H15 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2003）

巻、号

題

目

著

者

概

要

167

配電線の最適 壁 村 克 樹 ･ 吉 武
電圧管理手法 淳 一 （ 九 州 電
検討
力）･橋本圭一
郎･高浪隆･菅井
信輔（キュー
キ）･中西要祐
（富士電機）

配電線の最適電圧管理手法の 1
手法として、実測値を用いたシミ
ュレーションをベースとした送
出電圧、SVR の整定方法について
検討し、シミュレーションにより
例証。

10

電気学会研究会
−電力系統技術
研究会
（2004）

PSE-04-5

分散電源導入
を考慮したリ
アクティブタ
ブー探索法に
よる SVR 最適
配置

杉本淳司郎･横
山隆一（東京都
立大学）･福山良
和（富士電機ア
ドバンストテク
ノロジ）

高圧配電線の途中に設置可能と
いう自由度を有する電圧調整器
（SVR）に着目し、Reactive Tabu
Search（RTS）に基づき最適配置
する配電系統拡張計画手法を提
案。

11

H16 電気学会全
国大会
（2004）

6-005

新型 SVR の開
発〜分散型電
源に対応した
電圧調整機能
の高度化

佐々木裕治･長
谷川聖（北海道
電力）･安保均
（北海道電気技
術サービス）

新型 SVR、及び遠制機能と電圧調
整機能を一体化･高度化した SVR
制御装置を開発し、これらを組み
合わせてフィールドテストを実
施し、良好な結果が得た。

12

H16 電気学会論
文誌 B
（2004）

124-7

SVC と SVR の協
調のための時
間スケール分
割による電圧
制御方式

餘利野直人･三
木祟裕･大和右
季･造賀芳文･
佐々木博司（広
島大学）

電圧制御機器群の応動時間を考
慮して特異摂動理論を適用し、時
間スケール分割に基づく協調制
御法を提案。SVC や分散電源の装
置に外付け回路を追加設置する
だけで実現可能。

13

H16 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2004）

396

磁束制御によ
る
6.6kV300KVA
級無効電力調
整装置の開発

大日向敬･赤塚
重昭･川上峰夫･
皆澤和男（東北
電力）･佐々木
彰･平野准一･関
長隆（北芝電
機）･一之倉理
（東北大）

磁束制御による無効電力調整装
置を開発し、無効電力制御特性や
制御応答特性など良好な基本特
性を確認。

14

H16 電気学会全
国大会
（2004）

416

内 田 晶 人 ･ 大 高 逆潮流に係わる問題の対策とし
聡 也 ･ 岩 本 伸 一 て、「NAS 電池を用いた電圧制御
（早稲田大学） 手法」を提案。

15

H16 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2004）

432

分散型電源の
系統連系を考
慮した NAS 電
池システムに
よる電圧制御
手法
分散型電源の
出力変動を考
慮した RTS 法
による SVR 最
適配置

16

H17 電気学会論
文誌 B
（2005）

125-5

杉本淳司郎･横
山隆一（東京都
立大学）･福山良
和（富士電機ア
ドバンストテク
ノロジ）
配 電 系 統 用 清水慶一･元治
SVC の安定性 祟（関西電力）･
評価に関する 中 沢 親 志 ･ 中 西
検討
要祐（富士電機
アドバンストテ
クノロジー）

2-7

配電系統拡充計画における SVR
の最適配置手法について提案。提
案手法を用いることで、他の調相
設備にも適用することが可能。

配電系統における単機 SVC、2 機
SVC の不安定現象、SVC と SVR の
相互干渉問題を検討し、特に SVC
を含む系統のサドル･ノード分岐
点とホップ分岐点（局所分岐）に
注目し SVC が安定に動作できる
領域を明確化した。

No.
17

学会
技術誌名
電気評論
（2005．1）

巻、号

題

目

著

者

磁束制御型無 東北電力
効電力調整装
置の開発

概

要

磁束制御技術を適用し電圧変動
の抑制機能を持つ 6.6kV、300KVA
無効電力調整装置の実証器を開
発。

18

H17 電気学会全
国大会
（2005）

5-239

磁束制御によ
る
6.6kV300KVA
無効電力調整
装置の実証試
験

赤 塚 重 昭 ･ 有 松 開発した 6.6kV300KVA 無効電力
健司･大日向敬･ 調整装置（MFCR 実証器）につい
皆澤和男（東北 て、実系統での実証試験に関し報
電 力 ） ･ 平 野 准 告。
一･佐々木彰･我
妻幸博･関長隆
（北芝電機）･一
之倉理（東北大）

19

H17 電気学会全
国大会
（2005）

6-011

分散型電源多
数台連系時の
低圧配電線の
電圧適正化機
器に関する検
討

松 田 勝 弘 ･ 和 田 分散電源多数台連系時における
勝（東北電力）･ 低圧配電線の電圧上昇抑制に資
内 藤 慎 也 ･ 平 井 する対策機器について検討。
義浩（東北電機
製造）

20

H17 電気学会全
国大会
（2005）

6-164

配電系統にお 内 田 晶 人 ･ 岩 本 供給信頼度向上対策として「NAS
ける供給信頼 伸一（早稲田大 電池を用いた電圧制御手法」を提
度向上を目的 学）
案。
とした NAS 電
池システムに
よる電圧制御

21

H17 電気学会全
国大会
（2005）

6-165

配電系統への
SVR 及び SVC の
協調的最適配
置手法

杉本淳司郎･横
山隆一（東京都
立大学）･福山良
和（富士電機ア
ドバンストテク
ノロジ）

SVR、及び SVC の協調的最適配置
手法としてリアクティブタブサ
ーチ（RTS）を用いた手法を提案
し、その有用性を検証。

22

H17 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2005）

14

電力密度モデ 窪 田 善 之 ･ 元 治
ル を 用 い た 祟（関西電力）
SVR の最適配
置決定の解析
的検討

SVR が設置された系統において
負荷を電力密度モデルで表現す
ることにより、SVR の動作状態も
考慮した系統の電圧プロフィー
ルを求める方程式を導出し、この
方程式を用いて SVR（1 台設定）
の最適配置位置を決定する方法
を検討。

23

電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術合同
研究会
（2005）

PE-05-134 配電系統にお 内 田 晶 人 ･ 岩 本
PSE-05-141 ける分散型電 伸一（早稲田大
源の系統連系 学）
を考慮した送
り出し電圧決
定手法

配電系統に分散型電源が連系し
てできたときの問題点を分散型
電源の連系の仕方で場合分けし
た上で問題点を考察し、分散型電
源の連系に対応できる提案手法
を示し、シミュレーションにより
検証し、有効性を確認。
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No.
24

25

26

27

学会
技術誌名
電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術合同
研究会
（2005）

電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術合同
研究会
（2005）
電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術 合
同研究会
（2005）
電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術 合
同研究会
（2005）

巻、号

題

目

著

者

概

要

PE-05-100 SVR 設置系統 窪 田 善 之 ･ 元 治
PSE-05-107 における電力 崇（関西電力）
密度モデルに
よる分散型電
源の連系可能
容量の検討

DG の連系系統における各種要因
の電圧分布への影響を体系的に
把握するため、分散性が強い状態
の連系形態に適用する解析法と
して、電力密度モデルを使った解
析手法を開発。系統内に SVR が設
置された場合についても電力密
度モデルを使った電圧プロフィ
ールの解析法を検討し、DG の連
系可能容量を求め、各種パラメー
タの影響を評価。
PE-05-106 分散電源導入 長 谷 川 巧 ･ 青 木 電圧調整器（SVR）について遺伝
PSE-05-113 による SVR の 秀 憲 ･ 水 谷 芳 史 的アルゴリズム（GA）を用いて解
最適配置につ （東海大学）
析し、配電系統における SVR の最
いて
適配置問題を検討。
PE-05-55
PSE-05-62

電圧適正範囲 片 岡 佳 史 ･ 岩 本
を考慮した電 伸一（早稲田大
圧安定性指標 学）
の提案

PE-05-57
PSE-05-64

配電系統にお
ける SVR およ
び SVC の協調
配置手法

杉本淳司郎･横
山隆一（東京都
立大学）･福山良
和（富士電機ア
ドバンストテク
ノロジ）

2-9

電圧適正範囲、特に電圧下限制約
点を考慮した電圧安定性指標
VMPI を提案。さらに、VMPI を用
いた電圧安定運用および電圧安
定化対策に対する電圧制御手法
を提案。
ステップ式自動電圧調整機
（SVR）
、及び静止型無効電力補償
装置（SVC）の協調配置手法を提
案。

表 2-1-3 電圧上昇･電圧調整器の不正動作に関する文献 3（系統側対策システム）
No.
1

学会
巻、号
技術誌名
H7 電気学会電
32
力･エネルギー部
門大会
（1995）

題

目

著

者

概

要

高圧配電線電圧管 副裕宣･矢加部 安定した電圧を供給するた
理システムの開発 秀雄･柿本仁
めに、負荷変動や系統変更に
司･林武博（九 対して常時演算を行い配電
州電力）･叶井 線用の電圧調製機器を統合
実（日立製作 して制御し適正な電圧を維
所）
持することで、柱上変圧器の
タップ変更を不要な「高圧電
圧管理システム」を開発。

2

H12 電気学会電 280
力･エネルギー部
門大会
（2000）

変電所 LRT フィー 壁村克樹･粟屋 配電線の実測データを活用
ドバック制御シス 茂（九州電力）･ し、配電線電圧管理の適正
テムの開発
原雅則（九州大 化、送出電圧調整業務の省力
学）
化を目的とした配電変電所
LRT フィードバック制御シ
ステムを開発。

3

H14 電気学会電 13
力･エネルギー部
門大会
（2002）

自律分散型電圧調 壁村克樹･米倉 ピーク時での配電線の電圧
整装置の実高圧配 和彦･塚本孝徳 降下が顕著な長亘長配電線、
電線路への適用
（九州電力）･ 及びオフピーク時での配電
橋本圭一郎（キ 線のフェランチ現象が顕著
ューキ）･原雅 な工場地区へ供給する配電
則（九州大学） 線による実線路での自律分
散型電圧制御の有効性を検
証。

4

H14 電気学会全
国大会
（2002）

タップ平衡点に基 餘利野直人･森 電力系統において多数分散
づく自律分散形電 洋一郎･三木祟 設置された電圧制御機器の
圧制御
裕･佐々木博司 協調制御問題に関し、自律分
（広島大学） 散形電圧制御方式を提案す
るとともにその有効性を提
示。

5

電気学会研究会 PE-02-143
−電力技術･電力 PSE-02-153
系統技術 合同研
究会
（2002）

分散電源連系可能
容量への配電系統
電圧制御方式の影
響評価

6

H15 電気学会全
国大会
（2003）

分散型電源連系時 松田勝弘･上村 系統連系時の電圧管理上の
の配電系統電圧管 敏（電力中央研 問題点を抽出し、配電系統の
理手法の検討−
究所）
電圧を適正に維持するため
SVC による制御と
の一方策として、SVC による
柱上変圧器タップ
制御と柱上変圧器タップ変
変更の見直し−
更の見直しについてモデル
配電線を用いた計算機シミ
ュレーションにより検討。

6-017

6-043

2-10

窪田善之･元治
崇･宮里健司
（関西電力）･
高山信一･福山
良和（富士電
機）

発電機容量、電圧制御方式、
系統構成、負荷状態、発電機
の運転特性といった諸要因
の変化に対して、1 配電線で
許容できる分散電源の連系
容量を潮流計算により求め
た。

No.
7

学会
巻、号
技術誌名
H16 電気学会電 61
力･エネルギー部
門大会
（2004）

8

H16 電気学会電 30
力･エネルギー部
門大会
（2004）

9

H16 電気学会論
文誌 B
（2004）

124-1

10

IEEJ Trans. PE
（2005）

125-9

11

H17 電気学会全
国大会
（2005）

6-167

12

H17 電気学会電 15
力･エネルギー部
門大会
（2005）

題

目

著

者

概

要

分散型電源を含む 近藤潤次･安芸 分散型電源の大量導入を可
配電系統の電圧調 裕久･山口浩･ 能とする将来の配電システ
整法に関する考察 村田晃伸･石井 ムについて、電圧調節のため
格（産業技術総 の分散型電源の無効電力制
合研究所）
御と需給バランス調節のた
めの負荷制御を提案。上記の
提案が実現した電力システ
ムの制御法として、独立制御
と協調制御を提案。さらに、
アナログシミュレータを用
いて、配電系統の電圧調整の
実験を実施。
配電系統における 吉永淳･平井祟 配電系統における通信イン
集中型電圧制御方 夫･本橋準（東 フラの普及･整備を背景に、
式の開発
京電力）･高野 配電網に電圧/電流センサー
富裕･渡辺峰生 を適宜設置し、その計測情報
（三菱電機）･ を基に、変電所バンクの LRT
小和田靖之
や配電線上に設置された
（TMT&D）
SVR のタップを集中制御す
る電圧制御方式を提案。
分散電源連系可能 窪田善之･元治 現状の配電系統への風力発
容量への配電系統 祟･宮里健司
電等の連系に伴い現実的に
電圧制御方式の影 （関西電力）･ 想定される電圧制御方式を
響評価
高山信一･福山 複数想定し、負荷条件と DG
良和（富士電 連系条件を統一して、その条
機）
件に対する各電圧制御方式
の制御性を評価。
分散型電源が連系 林泰弘･松木純 配電線各点の電圧を許容範
された配電ネット 也･鈴木良治
囲内に収めるという制約の
ワークにおける最 （福井大学）･ もとで、配電用変圧器の長寿
適送り出し電圧の 武藤英司（東京 命化と電圧変動余裕の最大
決定手法
電力）
化を目指し、タップ切替回数
の総和と電圧目標値誤差二
乗和が最小となるような送
出電圧の 24 時間プロフィー
ルを効率良く決定する手法
を提案。
分散型電源が連系 林泰弘･松木純 分散型電源が連系された配
電系統の高圧配電線の三相
された配電ネット 也･鈴木良治
ワークにおける最 （福井大学）･ 電圧が適正範囲内であり、か
適送り出し電圧決 武藤英司（東京 つ、配電用変圧器の長寿命化
定手法
電力）
と電圧変動余裕の最大化を
踏まえた最適な送出電圧プ
ロフィールを厳密な組合せ
最適化のアプローチに基づ
き決定する手法を提案し、負
荷想定誤差許容範囲を算出。
自律分散型電圧無 鈴木修･皆川保 より高度な電圧無効電力制
効電力制御システ （東北学院大 御を行うために以下の 2 手
ム高度化を目指し 学）
法を提案。
た NN 法による地
・電気所の高度化を目的とし
域需要予測法の開
た自律分散型電圧無効電
力制御方式
発
・短絡容量を把握するため
の、地域需要予測システム
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No.
13

14

学会
技術誌名
電気学会研究会
−電力技術･電力
系統技術 合同研
究会
（2005）
電気学会研究会
−電力技術･電力
系統技術 合同研
究会
（2005）

巻、号
PE-05-52
PSE-05-59

PE-05-53
PSE-05-60

題

目

著

者

概

要

階層的最適化を用
いた配電系統にお
ける電圧無効電力
制御アルゴリズム
の開発
Particle Swarm
Optimization を用
いたキャパシタ最
適配置による電圧
無効電力制御に関
する検討

古田篤広･森啓 階層的最適化を用いた配電
之（明治大学） 系統における電圧･無効電力
制御アルゴリズムを提案。

餘利野直人･造
賀芳文･甲斐雅
行･小林美奈
（広島大学）･
杉原弘章（中国
電力）
古川健太･佐々 小規模電力貯蔵装置が配電
木直樹･斎藤浩 系統に多数連系した場合に、
海（東北大学） 貯蔵装置を有効活用するた
めの制御方法の一つとして、
モバイルエージェントによ
る貯蔵装置の分散制御の方
法を提案。
福田陽一･古澤 電力貯蔵装置を導入する需
健･杉原英治･ 要家に対して電気事業者が
辻毅一郎（大阪 補助金を支払う代わりに、電
気事業者は貯蔵装置の一部
大学）
を配電系統の制御に利用で
きることを想定し、電圧適正
化の効果について評価を実
施。

15

電気学会研究会 PE-05-54
−電力技術･電力 PSE-05-61
系統技術 合同研
究会
（2005）

配電系統における
自律的な電圧制御
方式に関する一研
究

16

電気学会研究会 PE-05-91
−電力技術･電力 PSE-05-98
系統技術 合同研
究会
（2005）

最適潮流パターン
実現のための需要
側電力貯蔵装置用
制御エージェント

17

電気学会研究会 PE-05-93
−電力技術･電力 PSE-05-100
系統技術 合同研
究会
（2005）

需要家設置の電力
貯蔵装置による配
電系統の電圧適正
化〜協調運用のた
めのインセンティ
ブに関する考察〜
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山本宗義･柳田
将臣･石亀篤司
（大阪府立大
学）

PSO（Particle Swarm
Optimization）のアルゴリズ
ムに改良を施すことにより、
解空間探索において局所的
探索と大域的探索−エージ
ェントの集中化と多様化の
バランスを考慮した
Balance 型 PSO を提案。従来
型 PSO だけでなく、GA（遺伝
的アルゴリズム）とも比較を
行うことで有効性を検証。
自律型小規模ネットワーク
を考え、その課題である電圧
制御方式について、マルチエ
ージェントシステムを用い
た新しい制御方式を提案。

表 2-1-4 電圧上昇･電圧調整器の不正動作に関する文献 4（分散型電源側対策）
No.
1

学会
巻、号
技術誌名
H11 電気学会電 115
力･エネルギー
部門大会
（1999）

題

目

著

太陽光発電用イン
バータの電圧上昇
抑制機能が運転特
性に与える影響に
ついて

者

山本文雄･松
岡武彦･宮島
勝利･本郷
徹･松田弘･
北村章夫（関
西電力）
石川崇･黒川
浩助（東京農
工大学）･岡
田有功･滝川
清（電力中央
研究所）

2

H12 年度日本太
陽エネルギー
学会講演論文
（2000）

太陽光発電システ
ム複数台連系時に
おける運転特性評
価−電圧上昇抑制
機能の検討−

3

H14 電気学会全 6-229
国大会
（2002）

分散型電源を含む
配電ネットワーク
での自律分散型電
圧制御

辻隆男･大山
力（横浜国立
大学）

4

電気学会研究 PE-02-152 分散電源の自律制
会−電力技術･ PSE-02-16 御による需要地系
電力系統技術 2
統の負荷平準化〜
合同研究会
電圧変動への影響
（2002）
〜

奥山賢治･杉
原英治･加藤
丈佳･鈴置保
雄（名古屋大
学）･舟橋俊
久（明電舎）

5

H14 電気学会電 164
力･エネルギー
部門大会
（2002）

分散型電源の無効
電力容量を活用し
た時の系統電圧維
持効果

植村正隆･川
田明･林重雄
（関西電力）

6

明電舎 月電時 292
報
（2003.No.5）

集中連系形太陽光
発電システム実証
研究

7

H16 電気学会電 48
力･エネルギー
部門大会
（2004）

系統に導入された
分散型電源の協調
的な制御に関する
検討

田邊隆之･北
村清之･田中
哲司（明電
舎）
山本公宏･原
亮一･大山力
（横浜国立
大学）

8

電気学会研究 PE-04-104 需要家設置の電力
会−電力技術･ PSE-04-10 貯蔵装置と配電系
電力系統技術 4
統の協力システム
合同研究会
に関する研究
（2004）
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福田陽一･古
澤健･杉原栄
治･辻毅一郎
（大阪大学）

概

要

数社のガイドライン認証 PV イン
バータに対し、無効電力、及び出
力抑制制御の特性について実証試
験を通して評価し、PV インバータ
の電圧上昇抑制機能の問題点を整
理。
1 フィーダを想定した配電系統モ
デルに電圧上昇抑制機能を持った
PV システムを複数台連系させた
時の運転特性を解析。また、抑制
機能の制御速度を変えて解析を行
い、連系位置による制御量の差を
低減する手法を検討。
ループコントローラを含む需要地
系統を対象とし、限られた情報の
中で、系統を構成する各運営者が
自律的に情報をやり取りしながら
解決を目指す、自律分散型制御の
検討を実施。
提案した負荷平準化を目的とした
各分散電源の自律的な出力制御に
よる電圧制御機器設置点の下流側
の系統における電圧変動への影響
を評価。また、電圧変動を抑制す
るために分散電源の出力を制限
し、逆潮流電力を制限する場合に
ついて逆潮流電力の制限値と負荷
平準化効果との関係を算定。
横流補償を有する電圧制御運転時
と力率 100%の定力率運転時にお
ける末端電圧の変化を比較。横流
補償付電圧制御運転を行うことに
より、分散型電源の横流許容制限
内において電圧制御能力を活用
し、より良い電圧維持特性が得ら
れることを確認。
NEDO 公募事業「集中連系形太陽光
発電システム実証研究」の実施計
画と取組みについて概説。
集中制御と自律分散制御の中間的
な制御形態として、トークンを使
った協調的な制御を提案し、ロー
カルな地域において各分散型電源
の出力を制御可能であるかを経済
的な要素も含めて検討。
配電用変電所における送出電圧の
調整も考慮した上で、需要家設置
の電力貯蔵装置の電圧適正化への
効果を検討。電力貯蔵装置の無効
電力出力の制御により電力貯蔵装
置を設置した母線のみではなく、
他のフィーダにも影響を与えるこ

No.

学会
技術誌名

巻、号
PSE-04-8

題

目

著

要

とができることを確認。
多数の分散型電源の集中制御によ
る配電電圧制御の効果をさまざま
な条件のシミュレーションにより
検討。

電気学会研究
会−電力系統
技術研究会
（2004）

10

H16 電気学会電 415
力･エネルギー
部門大会
（2004）

分散型電源の自律
分散制御による配
電系統電圧制御効
果

11

電気学会研究
会−電力系統
技術研究会
（2004）

分散型電源の力率
制御による配電系
統の電圧調整効果

12

H16 電気学会電 418
力･エネルギー
部門大会
（2004）

需要家設置の電力
貯蔵装置と配電ネ
ットワークの協力
システムに関する
基礎的研究−電圧
適正化と配電損失
低減効果−

13

H16 電気学会電 449
力･エネルギー
部門大会
（2004）

集中連系型太陽光
発電システム実証
研究におけるシス
テム運転性能の測
定評価手法

植田譲･大関
崇･黒川浩助
（東京農工
大学）･伊藤
孝充･北村清
之（明電舎）･
宮本裕介･横
田昌治･杉原
裕征（関電
工）

14

H16 電気学会全 7-036
国大会
（2004）

集中連系型太陽光
発電システム実証
研究の概要

宮本裕介･横 NEDO 事業「集中連系型太陽光発電
田昌治･西川 システム実証研究」の全体計画の
省吾･杉原裕 概要を紹介。
征（関電工）

15

H17 電気学会電 52
力･エネルギー
部門大会
（2005）

系統連系型太陽光
発電システムにお
ける出力抑制によ
る発電量損失の定
量化手法

植田譲･大関
祟･黒川浩助
（東京農工
大学）･伊藤
孝充･北村清
之（明電舎）･
宮本祐介･横
田昌治･杉原
裕征（関電
工）
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菅原健作･石
津正太･三島
裕樹･佐藤泰
司･奈良宏一
（茨城大学）
菅原健作･石
津正太･三島
裕樹･佐藤泰
司･奈良宏一
（茨城大学）
内山倫行･楯
身優･大野康
則･中村知治
（日立製作
所）･村上純
一（エネルギ
ー総合工学
研究所）
福田陽一･古
澤健･杉原栄
治･辻毅一郎
（大阪大学）

概

9

PSE-04-7

分散型電源による
配電電圧制御の効
果

者

多数の分散型電源の自律分散制御
による配電電圧制御の効果をさま
ざまな条件のシミュレーションに
より検討。
住宅地域の配電系統に多数の太陽
光発電システム（PV）が連系した
場合を想定し、これらの力率を統
合的に制御した時の受電点の電圧
調整効果、及び配電線で生じる電
力損失への影響についてシミュレ
ーションにより検討。
需要家設置の電力貯蔵装置を用い
た配電系統の電圧適正化と配電損
失低減の効果を検討。無効電力出
力だけではなく、無効電力の出力
を適度に調整することによって効
果が大きくなるが、需要家に生じ
るデメリットも大きいことを確
認。
蓄電池付き PV システムを出力抑
制回避技術の一例として用いるこ
とにより、実証実験サイトに多数
台連系された PV システムの運転
特性の評価、及び出力抑制回避機
能の効果等を検証するために必要
なデータ収集方法の検討と評価手
法の開発、特に、Sophisticated
Verification（SV）法を用いた損
失分離を実施。

住宅用 PV システムが配電系統に
局所集中的に連系された場合に、
懸念事項となる出力抑制機能によ
る発電量の低下について、発電量
の損失を定量的に評価できる手法
を開発。今までの 1 時間値を基本
とした評価手法では難しかった動
作点が最大電力点からずれる事に
よる損失を、1 分値を用いてデー
タごとに動作点を推定し、抑制状
態かどうかを判断する事により定

No.

学会
技術誌名

巻、号

題

目

著

者

概

要

量化。
電力貯蔵装置を導入する需要家に
対して、電気事業者が補助金を支
払う代わりに、電気事業者は貯蔵
装置の一部を配電系統の制御に利
用できることを想定し、分散型電
源が多数導入される配電系統にお
ける、電圧適正化の効果について
評価。

16

H17 電気学会全 7-127
国大会
（2005）

需要家設置の電力
貯蔵装置による配
電系統の電圧適正
化に関する研究

福田陽一･古
澤健･杉原英
治･辻毅一郎
（大阪大学）

17

H17 電気学会全 7-023
国大会
（2005）

小規模分散ネット
ワーク構成の太陽
光発電システムに
おけるオンライン
電圧制御手法の検
討

若尾真治･田
邨文人･三上
朋之（早稲田
大学）

分散ネットワーク PV システムに
おいて、システム内電圧の適正範
囲への維持、特に逆潮流時におけ
る電圧上昇の抑制を目指し、オン
ラインモニタリングに基づいた蓄
電装置の充放電制御アルゴリズム
を開発し、基礎的な検証実験を実
施。

18

H17 電気学会全 6-149
国大会
（2005）

分散型電源の無効
電力制御による電
圧制御効果

石津正太･三
島裕樹･佐藤
泰司･奈良宏
一（茨城大
学）

地域に広がる多数のフィーダがあ
る場合に、特定のフィーダに、多
数の分散型電源が接続された場合
について、分散型電源の電圧制御
の効果を検証。

19

H17 電気学会全 6-037
国大会
（2005）

自端情報による分
散型電源の無効電
力分担制御に関す
る実験的検討

八太啓行･小 電圧上昇抑制制御時の分散型電源
林広武（電力 間の出力不均等化を防ぐため、自
中央研究所） 端情報による分散型電源間の無効
電力分担制御手法を提案。この制
御手法を実験的に検討し、有効性
を確認。

20

H17 電気学会電 171
力･エネルギー
部門大会
（2005）

自端情報による分
散型電源の無効電
力分担制御の実証
検討−適用範囲の
検討−

八太啓行･小 分散型電源の電圧上昇抑制制御に
林広武（電力 起因する有効電力の不均等を改善
中央研究所） するため、自端情報による無効電
力の分担手法について検討。

21

太陽/風力エネ 53
ルギー講演論
文集
（2005）

配電系統の電圧変
動からみた分散型
電源の導入可能性
に関する統計的評
価

加藤丈佳･杉
本寛幸･鈴置
保雄（名古屋
大学）

地域メッシュ統計データを用い
て、1km×1km の地域単位で分散型
電源の最大導入可能量を算出し、
電圧上昇との関係を評価。その結
果に基づき、需要家規模･構成およ
びこれに伴う分散型電源の導入容
量が異なる 11 種類の配電系統モ
デルを構築し、分散型電源の導入
潜在量について、その出力によっ
て発生する電圧上昇によって評
価。

22

H17 電気学会論 125-11
文誌 B
（2005）

MPPT 制御の調整に
よる PV システム出
力平準化の経済性
評価

加藤丈佳･伊
奈信彦･鈴置
保雄（名古屋
大学）

MPPT（最大電力追従制御）におい
て出力造花速度に上限を設けるこ
とによって、出力を平準化するこ
とに着目し、経済性の観点から蓄
電池を用いて平準化を行う場合と
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No.

学会
技術誌名

巻、号

23

H17 電気学会電 106
力･エネルギー
部門大会
（2005）

24

電気学会研究
会−電力技術･
電力系統技術
合同研究会
（2005）
H17 電気学会電
力･エネルギー
部門大会
（2005）

25

題

目

著

需要家設置の電力
貯蔵装置

PE-05-133 分散型電源による
PSE-05-14 配電系統の電圧制
0
御効果

117

需給インターフェ
イスによる太陽光
逆潮流時の電圧上
昇抑制手法

2-16

者

福田陽一･古
澤健･杉原英
治･辻毅一郎
（大阪大学）

概

要

の比較を実施。
需要家に電力貯蔵装置が導入され
る場合に、電気事業者が補助を与
えてより大きな容量を導入させる
ことで、配電系統内の電圧適正化
に利用できる可能性について評
価。試算の結果、需要家の負荷パ
ターンによって効果が異なり、特
に、電圧制御の時間帯と負荷ピー
クの発生する時間帯が異なる需要
家の場合には、従来より経済的に
電圧変動を抑制することができる
ことを示した。
分散型電源を自律分散制御する場
合に、無効電力に加え、有効電力
も制御したときの電圧調整効果に
ついて基礎的な検討を実施。

石津正太･三
島裕樹･佐藤
泰司･奈良宏
一（茨城大
学）
浅利真宏･小 電中研が提案している需給インタ
林広武（電力 ーフェイス（需給 IF）を用いた電
中央研究所） 圧抑制手法について概説。

表 2-1-5 瞬時電圧変動に関する文献
学会
No.
技術誌名
1
H16 電気設備学会
全国大会
（2004）

巻、号

題

目

著

者

概

要

電力会社にお 祖川二郎（関西 瞬低に対する電力系統側での
ける瞬時電圧 電力）
対策から、お客さまへのコンサ
低下への取り
ルティングまで電力会社が実
組み
施している取り組みを概説。

2

電気学会研究会 PE-02-154
−電力技術･電力 PSE-02-164
系統技術 合同研
究会
（2002）

並列形瞬時電
圧低下･停電
補償措置の新
しい回路方式

高内俊彦･伊瀬
敏史･辻毅一郎
（大阪大学）･
伊与田功（三菱
電機）･有吉吾一
（九州電力）

並列機器である STATCOM（自励
式 SVC、SVG）と半導体や機械
式の高速スイッチを組み合わ
せ、瞬停時には STATCOM をコー
ジェネレーションの発電機の
代役をさせ、系統回復後はただ
ちに系統と再連系するシステ
ムを検討。

3

H14 電気学会電
291
力･エネルギー部
門大会
（2002）

キャパシタ内
蔵型電力品質
補償装置の系
統瞬停事故時
の制御方式

杉本重幸･中地
芳紀･小川重明
（中部電力）･
小西博雄（日立
製作所）

大容量キャパシタを内蔵した
電力品質補償装置（PQC）の補
償方式として、系統に直列に挿
入される直列補償方式と並列
に接続される並列補償方式を
比較。系統瞬停事故時の並列型
補償装置の制御方式を検討し
解析で補償効果を検証。

4

H16 電気学会全国 6-002
大会
（2004）

電気二重層キ
ャパシタ内蔵
電力品質補償
装置の制御方
法の検討

高木輝夫･杉本
重幸･小川重明
（中部電力）･
小西博雄（日立
製作所）

電気二重層キャパシタを内蔵
した電力品質補償装置（PQC）
を配電系統に適用した場合に、
タップ付き柱状変圧器（SVR）
のタップ制御と PQC 制御の協
調を取った制御方式を検討し、
ディジタルシミュレーション
により解析･評価。

5

H16 電気学会電
41
力･エネルギー部
門大会
（2004）

最小分散制御
を用いた風力
発電機のピッ
チ角制御によ
る出力電力変
動の抑制

千住智信･坂本
良成･浦崎直光･
比嘉広樹･上里
勝実（琉球大）･
舟橋俊久（明電
舎）

大型風力発電機の出力電力変
動抑制に、有効なピッチ角制御
の補償に最小分散制御を用い
た風力発電機のピッチ角制御
法を提案。提案手法は出力偏差
を同定器を用いてオンライン
同定し、常に制御偏差を小さく
するように MVC により制御入
力を補償。パラメータ測定誤差
が生じた場合でも、出力偏差を
補償できる。

6

電気学会研究会 PE-04-88
−電力技術･電力 PSE-04-88
系統技術 合同研
究会
（2004）

回転形位相調
整機の実風力
発電設備端試
験による性能
検証結果

野倉宏茂･宮崎
保幸･影山隆久･
南波聡･石月照
之･工藤俊明･阿
曽俊幸･野呂康
宏･戸根洋一（東
芝）･嶋田隆一
（東京工業大
学）

回転形位相調整機（RPS）を風
力発電設備の電力変動補償装
置として並列型構成で検証し
たシステム構成、組合せ試験結
果を報告。
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No.
7

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究会 PE-04-73
−電力技術･電力 PSE-04-73
系統技術 合同研
究会
（2004）

題

目

著

者

概

要

風力発電シス 分島毅･林敏之
テムの可変速 （東北大学）
制御に関する
検討

かご型誘導機を DC リンク方式
にした風力発電システムをベ
クトル制御により可変速運転
した場合について、
MATLAB/SIMULINK を用いてシ
ミュレーションを行い、風速の
変動に対しても風車の高効率
な運転を維持できるか検討。

8

H16 電気学会電
272
力･エネルギー部
門大会
（2004）

瞬停補償無停
電フライホイ
ール電源シス
テムの開発

長屋重夫･古村
清司･中林寛明･
岡本雅祐（中部
電力）･河島裕･
杉本志郎･垣内
洋平（三菱重工
業）

フライホイール電源システム
の主要構成機器について、その
用途に対し、仕様･構成の最適
化と、モジュール化を図った。
システム全体の小型、高効率化
が図れるだけでなく、信頼性、
工期及び保守性などに有利な
構造を実現。

9

H16 電気学会電
273
力･エネルギー部
門大会
（2004）

電気二重層キ
ャパシタ式無
停電電源装置
の開発

杉本重幸･波多
野亮介･小川重
明（中部電力）･
安藤保雄･奈良
秀隆（明電舎）

蓄電部に電気二重層キャパシ
タを適用した無停電電源装置
として、2 秒補償器と 60 秒補
償器を開発し、基本特性検証試
験により無停電電源装置とし
ての機能･性能を満足している
ことを確認。

10

H16 電気学会電
274
力･エネルギー部
門大会
（2004）

高力率整流回
路によりキャ
パシタ容量を
低減した並列
形瞬時電圧低
下補償装置〜
RL 負荷に対す
る実験結果〜

小島鉄也･高内
俊彦･伊瀬敏史
（大阪大学）･
伊与田功
（TMT&D）･笹尾
博之･河野良之･
天満耕司･井上
順介（三菱電
機）･川本晃（中
国電力）

瞬低時も充電回路によって残
留電圧を利用してキャパシタ
を充電することにより、補償に
必要となるキャパシタの容量
を小さくすることができた。ま
た、PR 制御を用いることによ
り、RL 負荷に対しても瞬低を
補償することができた。

11

H16 電気設備学会
全国大会
（2004）

電力品質問題 鈴木胖（兵庫県 電力品質に係わる諸問題と対
と対策〜瞬
立大学）
策について、瞬低･瞬断を中心
低･瞬断を中
に概説。
心に

12

H17 電気学会論文 125-1
誌B
（2005）

高力率整流回
路によりキャ
パシタ容量を
低減した並列
形瞬時電圧低
下補償装置

小島鉄也･高内
俊彦･伊瀬敏史･
山崎清美･井上
順介･武内保憲
（大阪大学）･
伊与田功
（TMT&D）･河野
良之･天満耕司･
笹尾博之（三菱
電機）
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並列形の瞬時電圧低下補償装
置に短時間容量の高力率整流
回路を充電回路として設け、瞬
低時に高力率整流回路により
残留電圧を利用して直流キャ
パシタを充電することにより
補償に必要な電力貯蔵用キャ
パシタの容量を小さくするこ
とができる新しい回路方式を
提案。その特徴および補償特性
について理論的に検討し、シミ
ュレーションと実験によって
その妥当性を確認。

No.
13

学会
巻、号
技術誌名
H17 電気学会全国 4-027
大会
（2005）

14

H17 電気学会全国 4-025
大会
（2005）

15

H17 電気学会全国 7-131
大会
（2005）

題

目

著

高圧大容量電
気二重層キャ
パシタ式瞬停
補償装置の開
発

者

杉本重幸･波多
野亮介･山本信
幸（中部電力）･
下村潤一･材津
寛･奈良秀隆･大
辺実（明電舎）

概

要

蓄電部に電気二重層キャパシ
タを適用した高圧大容量瞬低
補償装置を開発し、基本機能検
証試験により瞬低補償装置と
しての機能･性能を十分満足し
ていることを確認。また、現在
実施中のフィールド試験によ
り、実際の瞬低における本装置
の補償効果を確認。
6.6kV トラン 小島鉄也･伊瀬 6.6kV トランスレス並列形瞬
スレス並列形 敏史（大阪大
時低補償装置用のインバータ
瞬停補償装置 学）･伊与田功 と電力貯蔵システムについて、
用マルチレベ （TMT&D）･河野 2 つの回路方式を提案し、シミ
ルインバータ 良之･笹尾博之･ ュレーションによってその特
の主回路構成 天満耕司（三菱 性を検討。
の検討
電機）･井上順
介･川本晃（中国
電力）
電気二重層キ 小西博雄（日立 電気二重層キャパシタを内蔵
ャパシタ内蔵 製作所）･黒沢浩 した電力品質補償装置（PQC）
型電力品質補 一（日立エンジ による分散電源の出力電力変
償装置の試作 ニアリング）･ 動抑制、及び高調波抑制機能を
装置による効 高木輝夫･山本 検討。高調波抑制機能検証のた
果解析
信幸･杉本重幸 め 7.1kVA の PQC 縮小モデルを
（中部電力）
試作し、模擬送と組み合わせて
検証試験を実施。解析結果と試
験結果はよく一致した。
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表 2-1-6 フリッカに関する文献
No.
1

2

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究会 PE-02-82
−電力技術･電力 PSE-02-92
系統技術 合同研
究会
（2002）

H12 電気学会電
232
力･エネルギー部
門大会
（2000）

題

目

著

電圧･無効電力制
御のための配電
系統における SVR
と SVC の協調制御

配電系に連系さ
れる風力発電機
の電圧フリッカ
解析

2-20

者

餘利野直人･三
木祟裕･佐々木
博司（広島大
学）･森洋一郎
（日立製作所）

概

要

これまでの自律分散形電圧制御
では考慮していなかった、過渡
的な電圧変動（フリッカ成分）
に対する制御方式として、既存
の電圧制御機器（SVR）と FACTS
機器（SVC）における協調制御方
式を提案。提案法は、高速制御
器の設計に一般的に適用可能。
清水慶一･元治 誘導発電機の機械的入力と電気
祟･由良俊樹
的出力の関係を伝達関数として
（関西電力）･ モデル化することにより、潮流
藤田超徹･中西 計算を用いて風力発電による電
要祐（富士電機 圧フリッカの目安を算定する手
総合研究所）
法を提案。

表 2-1-7 電圧不平衡に関する文献
No.
1

学会
技術誌名
電気学会研究会
−電力系統技術
研究会
（2004）

巻、号

題

目

PSE-04-11 分散型電源を含
む三相不平衡配
電系統の損失最
小化手法

著

者

概

要

三島裕樹･菅原
健作･佐藤泰司･
奈良宏一（茨城
大学）･田邊隆
之･乙黒ひとみ
（明電舎）

配電系統が三相不平衡状
態である場合にも、損失
最小な開放開閉器の位置
を決定可能な手法を提案
し、数値計算を通して解
法の妥当性を検証。

2

H16 電気学会電
397
力･エネルギー部
門大会
（2004）

単相負荷のつな
ぎ換えによる三
相電圧不平衡の
改善

大橋正芳･林泰
弘･松木純也（福
井大学）･多田泰
之（東京電力）

送出電圧、負荷、ならび
に分散型電源出力が変動
する複数の時間断面にお
いて、全ノードの三相電
圧不平衡率を指定値以下
に抑えるという制約条件
下で、単相負荷のつなぎ
換えの回数が最小となる
単相負荷の接続状態を決
定できるように、従来手
法を拡張。

3

H16 電気設備学会 P-9
全国大会
（2004）

不平衡電圧下に
おける三相かご
形誘導電動機の
振動性トルク特
性

廣塚功･本田哲
也･坪井和男（中
部大学）･上田玄
（中部電力）

不平衡電圧下における IM
（三相かご形誘導電動
機）の振動性トルクを含
めた諸特性を、提案する
算定法により精度良く算
定できることを示す。

4

中部電力 技術開 109
発ニュース
（2004.7）

GPS を活用した
センス調査装置
の開発

猪飼龍哉（中部 「相が確認できる地点」
電力）
と「相を確認したい地点」
の各相の対地電圧立上が
り時刻を、GPS の時刻情報
を活用し比較すること
で、簡易かつ正確な相識
別が可能なセンス調査装
置を開発。

5

H16 電気設備学会 C-14
全国大会
（2004）

CGS 系統連系中
の保護継電器不
要動作事例に関
する原因と防止
対策

小澤正一･水野
克美･小川仁義･
酒井重嘉（関電
工）
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系統連系する分散電源の
計画に際し、①電力不平
衡を考慮した保護継電器
の採用、②三相不平衡化
させる電気設備の構築、
③設備の運転方法･特性
を考慮した発電機の運転
制御方法、を総合的に検
討し、各施設に適した設
備の構築を提案。

No.
6

学会
巻、号
技術誌名
H17 電気学会論文 125-4
誌B
（2005）

題

目

著

者

単相負荷の接続
替えによる三相
電圧不平衡の改
善支援手法

林泰弘･松木純
也･大橋正芳（福
井大学）･多田泰
之（東京電力）

7

H17 電気学会全国 6-170
大会
（2005）

分散型電源が連
系された配電系
統での単相負荷
の接続替えによ
る三相電圧不平
衡の改善手法

大橋正芳･林泰
弘･松木純也（福
井大学）･多田泰
之（東京電力）

8

H17 電気学会全国 4-167
大会
（2005）

無効電力補償機
能を有する単相
三線式配電系統
用電流バランサ

藤田崇之･飯田
祥二（東京電機
大学）

9

H17 電気学会電
113
力･エネルギー部
門大会
（2005）

電圧不平衡率面
から見た配電ネ
ットワーク構成
の評価

酒井重和･川崎
章司･林泰弘･松
木純也（福井大
学）･宮崎輝･小
林直樹（東京電
力）
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概

要

分散型電源が連系された
配電系統の三相電圧不平
衡を単相負荷の接続替え
によって改善する際の、
計画者の意思決定支援手
法を提案。送出電圧、負
荷、分散型電源出力が変
動する複数の時間断面に
おいて、全ノードの三相
電圧不平衡率を指定値以
下とするという制約条件
で、単相負荷の接続替え
の回数が最小となる接続
状態を決定する。
単相負荷の接続替えによ
り配電系統の三相電圧不
平衡を改善する従来の手
法を、分散型電源の連系
を考慮できるように拡
張。拡張手法の有用性を、
分散型電源が連系できる
配電系統モデル上で数値
計算により確認。
単相 3 線式配電系統に接
続する電流バランサシス
テムに、無効電力補償機
能を追加し、負荷電流が
遅れから進みまで広い範
囲で変化しても、その無
効分が補償され、2 つの系
統電流はほぼ力率 100%で
平衡することを確認。
配電ネットワークの標準
解析モデルにおいて、電
圧不平衡面から最適な系
統構成を決定。最適な系
統構成と最大電圧不平衡
率が最大となる系統構成
候補では、0.35%の開きを
確認。さらに、決定した
最適な系統構成を用い、
単相負荷の接続換えによ
り、電圧不平衡率が 0.24%
改善できることを確認。

表 2-1-8 高調波、及び直流分の流出に関する文献
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

学会
巻、号
題 目
著 者
概 要
技術誌名
H17 電気学会電 118
太陽光発電系統連 北條昌秀･大西 高調波補償の深さが可変な制御
力･エネルギー部
系インバータを活 徳生（徳島大学） 方式を太陽光発電系統連系イン
門大会
用した高調波抑制
バータに応用し、配電系統の電
（2005）
手法の基礎検討
圧歪み補償を目的として、連系
インバータの余剰容量をオンラ
インで評価しつつ、高調波補償
の深さを柔軟に制御可能な連系
インバータ制御システムを検
討。
H17 電気設備学 F-12
分散型電源が連系 押谷祐之･井上 自然エネルギーを活用した分散
会全国大会
されている高圧配 雅弘･山本伸一･ 型電源が連系されている高圧配
（2005）
電系統の高調波発 後藤一佳･岡田 電系統にて発生した高調波現象
生現象の分析
隆治･宮本哲男･ とその調査過程で得られた知見
吉田恭三･谷口 について報告。
淳二（関西電力）
H17 電気学会電 114
電圧歪率面から見 松田浩明･川崎 標準配電系統モデルから抽出し
力･エネルギー部
た配電ネットワー 章司･林泰弘･松 た、ピーク負荷時の配電損失が
門大会
ク構成の評価
木純也（福井大 少ない系統構成候補の上位 50
（2005）
学）･宮崎輝･小 候補を評価対象として、EMTP を
林直樹（東京電 用いて電圧歪率を求めた。電圧
力）
歪率を評価することで、高調波
の影響の最も少ない高調波面か
ら見て最適な系統構成を決定し
た。
H16 電気学会電 455
太陽電池からの電 五十嵐広宣･末 太陽光発電システムを構成する
力･エネルギー部
磁雑音
永章一（電気安 太陽電池、電線（直流及び交流）
、
門大会
全環境研究所） 及びパワーコンディショナの 3
（2004）
つの各設備に分け、各設備の電
磁雑音が他の家電製品等へ与え
る影響を調査するとともに、他
の家電製品から放射される電磁
雑音が各設備に与える影響につ
いて現状を把握し、その解決方
法と効果の評価を実施。
H16 電気学会電 456
太陽光発電システ 五十嵐広宣･末 太陽光発電システムの中枢であ
力･エネルギー部
ム用パワーコンデ 永章一（電気安 るパワーコンディショナの電磁
門大会
ィショナの電磁環 全環境研究所） 環境性について、パワーコンデ
（2004）
境性
ィショナから発生される妨害波
端子電圧の測定手法について検
討。
H17 電気学会全 4-S22- インバータ応用機 富田誠悦（電中 インバータ応用機器からの電磁
国大会
3
器からの電磁妨害 研）
妨害の実態の一例について記
（2005）
述。
H17 電気学会全 4-S22- ノイズ発生源とし 小笠原悟司（宇 パワーエレクトロニクス機器に
国大会
2
てのパワーエレク 都宮大学）
起因するノイズの発生メカニズ
（2005）
トロニクス機器
ムについて解説。
H16 電気学会電 442
直流分流出検出と 桑原祐･青山浩 トランスレス方式の燃料電池用
力･エネルギー部
直流地絡検出の新 二･有川清二･辻 インバータのための新しい直流
門大会
方式−燃料電池用 本賢次（愛知電 分流出方式と直流地絡検出方式
（2004）
インバータ−
機）
を提案。さらに、試験の結果、
それらが有用であることを確
認。
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表 2-1-9 系統･機器管理、及び運用に関する文献
No.
1

学会
技術誌名
関西電力 R&D
News Kansai
（2004.1）

巻、号

題

目

著

者

概

要

分散型電源
を考慮した
系統運用に
関する基礎
的研究

泉谷傑（関西電 実際に配電系統に連系され
力）
ている風力発電をモデルケ
ースとして取り上げ、配電系
統に与える常時の電圧変動
や、操作時（系統切替時）の
影響をシミュレーションと
実測を併せて行い、比較･検
証。

2

関西電力 R&D
News Kansai
（2004.1）

分散型電源
連系配電線
の系統切替
の影響に関
する実証研
究

東山昇一

3

電気学会研究会 PE-04-86
−電力技術･電力 PSE-04-86
系統技術 合同研
究会
（2004）

区分開閉器
活用による
分散電源導
入可能領域
の増加

湧田直樹･原亮 分散電源が多数連系された
一･大山力（横浜 配電系統の電圧管理問題に
国大）
焦点を当て、従来、電圧制御
を目的としては用いられて
こなかった区分開閉器を積
極的に活用する新しい電圧
管理手法を提案。また、シミ
ュレーションを通して提案
手法の妥当性を検証すると
ともに、提案手法の適用が分
散電源導入可能容量の増加
にどの程度寄与できるかを、
定量的に評価。

4

H16 電気学会電
425
力･エネルギー部
門大会
（2004）

分散型電源
の一斉解列
時における
多段負荷融
通

河野源･高野浩 配電線事故により分散型電
貴･林泰弘･松木 源が一斉解列した際に、多段
純也（福井大学） 負荷融通を考慮して復旧目
標構成、ならびに復旧手順を
決定する手法を提案。また、
分散型電源が複数連系され
た配電系統モデルを用いて
数値計算を実施し、提案手法
の妥当性を検証。

5

電気学会研究会 PE-04-83
−電力技術･電力 PSE-04-83
系統技術 合同研
究会
（2004）

分散型電源
の一斉解列
を考慮した
事故復旧

河野源･高野浩 分散型電源が連系された配
貴･林泰弘･松木 電系統において、配電線事故
純也（福井大学） により分散型電源が一斉解
列された際を考慮した復旧
目標構成の決定手法を提案。
また、分散型電源が複数配置
された実規模配電系統モデ
ルにおいて数値計算を行い、
提案手法により復旧目標構
成が得られることを確認。
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これまでにシミュレーショ
ン解析により取り組まれた
配電系統切替時の影響評価
について、実規模の実験線路
と実機を用いた実験により
検証を実施。

No.
6

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究会 PE-04-82
−電力技術･電力 PSE-04-82
系統技術 合同研
究会
（2004）

題

目

著

者

概

要

階層的最適
化を用いた
配電系統の
復旧制御手
法

古田篤広･森啓 階層的最適化手法を用いた
之（明治大学） 配電系統復旧制御手法を提
案。配電系統復旧制御は事故
により配電系統に停電が発
生した場合、停電した区域に
開閉器の制御により迅速に
最適化を用いて配電系統を
サブシステムに分割し、それ
ぞれのサブシステムにおい
て復旧することで復旧制御
の高速化する手法を提案。

分散型電源
連系の配電
系統運用へ
の影響に関
する実証研
究
分散型電源
を考慮した
系統運用方
法の検討

東山昇一･岩見
建一･宮里健司
（関西電力）･
大澤靖治（京都
大学）･上村敏
（電中研）
草間利晃･岩見
健一･宮里健司
（関西電力）･
大澤靖治（京都
大学）

電中研赤城試験センターの
実規模実験系統において、ル
ープ切替時の影響について
実験的検証を実施。

7

H16 電気設備学会 F-13
全国大会
（2004）

8

H17 電気設備学会 B-15
全国大会
（2005）

9

H17 電気学会電
116
力･エネルギー部
門大会
（2005）

分散型電源
を考慮した
配電系統運
用方法の研
究

草間利晃･岩見
健一･宮里健司
（関西電力）･
大澤靖治（京都
大学）

分散型電源の多数台連系に
対応した系統運用方法（電圧
管理方法）を検討する前段と
して、PV システムが高密度で
多数台連系されている配電
線において測定調査を実施
し、多数台連系時の負荷特
性、及び PV 連系点電圧の挙
動について確認。

10

H17 電気学会電
109
力･エネルギー部
門大会
（2005）

バンク事故
による分散
型電源の一
斉解列を考
慮した配電
系統事故復
旧手法

高野浩貴･林泰
弘･松木純也（福
井大学）･小林直
樹（東京電力）

バンク事故（変圧器事故）に
よる分散型電源の一斉解列
を考慮した上で、復旧目標構
成ならびに復旧手順を決定
する手法を提案。また、実規
模配電系統モデル上で復旧
目標構成ならびに復旧手順
の決定を実施。

11

H17 電気学会電
110
力･エネルギー部
門大会
（2005）

日負荷デー
タを考慮し
た配電線ル
ープ切替に
関する事例
検討

松田勝弘･和田
勝･渡辺亮人（東
北電力）･山崎信
（日立製作所）

現状のループ可否判定手法
の精度を検証するため、実系
統の毎時計測データを用い
て、現行の一律基準によるル
ープ可否判定結果と、ループ
横流計算による可否判定結
果との比較調査事例を紹介。
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分散型電源の多数台連系に
対応した系統運用方法（電圧
管理方法）を検討する前段と
して、PV システムが高密度で
多数台連系されている配電
線において測定調査を実施
し、多数台連系時の負荷特性
および PV 連系点電圧の挙動
について確認。

No.
12

学会
巻、号
技術誌名
H17 電気設備学会 6-168
全国大会
（2005）

題

目

著

者

概

要

分散型電源
の一斉介列
を考慮した
配電系統の
事故復旧

高野浩貴･河野 分散型電源の一斉解列を考
源･林泰弘･松木 慮した配電系統の復旧目標
純也（福井大学） 構成決定手法を提案する。ま
た、実規模系統モデル上で単
一バンク事故を想定した数
値計算を行い、手法の妥当性
を検証。
古田篤広･森啓 配電系統の復旧制御に対し
之（明治大学） て、階層的最適化手法と並列
タブーサーチ（PTS）を組み
合わせた復旧制御の高速化
手法を提案。

13

H17 電気学会電
12
力･エネルギー部
門大会
（2005）

配電系統復
旧制御への
並列タブー
サーチを用
いた階層的
最適化手法
の適用

14

電気学会研究会 PE-05-45
−電力技術･電力 PSE-05-52
系統技術 合同研
究会
（2005）

配電系統拡 山田佳法･森啓
張計画に対 之（明治大学）
する 2 層近傍
タブーサー
チの適用

配電系統拡張計画問題に対
して、ε制約法を用いた多目
的メタヒューリスティクス
である 2 層タブサーチを提
案。

15

電気学会研究会 PE-05-72
−電力技術･電力 PSE-05-79
系統技術 合同研
究会
（2005）

分散型電源
の連系を考
慮した配電
系統のバン
ク事故復旧
手法

高野浩貴･林泰
弘･松木純也（福
井大学）･小林直
樹（東京電力）

分散型電源の連系された配
電系統においてバンク事故
が発生した際に、分散型電源
の一斉解列を踏まえて、停電
区間全てを救済可能な系統
構成を、厳密解法により決定
する手法を提案。

16

電気学会研究会 PE-05-131
−電力技術･電力 PSE-05-138
系統技術 合同研
究会
（2005）

分散電源を
考慮した配
電系統事故
復旧マルチ
エージェン
トシステム

青山貴紀･永田 分散型電源が連系された配
武（広島工業大 電系統の信頼性確保を目的
学）･藤田秀紀･ とした「自律分散型配電系統
久世康人･岩間 事故復旧システム」の枠組み
真也（中部電力） を提案。局所情報をもとに自
律的に局所的最適化を目指
して復旧を行う「負荷エージ
ェント」を下層部に、優先順
位に従って大域的最適解を
目指して復旧を行う「フィー
ダエージェント」を上層部に
した 2 階層マルチエージェン
トシステムを実装し、動作を
確認。

17

H16 電気学会電
430
力･エネルギー部
門大会
（2004）

分散型電源
が連系され
た配電系統
における送
り出し電圧
の最適決定
手法

林泰弘･松木純
也･鈴木良治（福
井大学）･武藤英
司（東京電力）
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分散型電源が連系された配
電系統において、配電用変圧
器タップ切替回数が最小と
なり、かつ、電圧余裕の二乗
の重み付け和が最小となる
送出電圧の最適決定手法と
して厳密解法に基づく手法
を提案し、配電系統モデル上
で数値計算を行いその妥当
性を検証。

No.
18

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究会 PE-04-85
−電力技術･電力 PSE-04-85
系統技術 合同研
究会
（2004）

題

目

著

者

分散型電源
が連系され
た配電系統
における最
適送り出し
電圧決定手
法

林泰弘･松木純
也･鈴木良治（福
井大学）･武藤英
司（東京電力）

19

H14 電気学会電
160
力･エネルギー部
門大会
（2002）

風力発電機
連系を考慮
した SVR 整定
支援システ
ムの開発

本橋準･田口聖
（東京電力）･
安川三郎･指田
丈二･渡辺雅浩
（日立）

20

H17 電気学会電
107
力･エネルギー部
門大会
（2005）

3 分割 3 連系
配電ネット
ワークにお
ける配電損
失最小構成
決定手法

林泰弘･松木純
也･高野浩貴･小
田宜典（福井大
学）･武藤英司･
小林直樹（東京
電力）
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概

要

分散型電源が連系された配
電系統において、配電線の各
地点の電圧を柱上変圧器タ
ップによる高圧側適性電圧
範囲内に収めるという制約
のもとで、配電用変圧器タッ
プの切替回数と電圧余裕の
二乗和の重み付け和が最小
となる送出電圧を決定する
ために、厳密解法である
ROBDD に基づく手法を提案。
また、配電系統モデル上で数
値計算を行いその妥当性を
検証。
風力発電機の出力変動につ
いて風況実測値をもとにモ
デル化し、変動周波数成分毎
に SVR タップ動作頻度を計算
し、タップ動作回数を推定す
る手法を開発し、電力品質解
析支援システムの機能とし
て組み込んだ。
系統運用制約（線路容量制
約、電圧降下制約、放射状構
成制約、3 分割制約）に基づ
いて、取り扱う構成候補数を
段階的に削減しながら、3 分
割 3 連系配電ネットワークの
配電損失最小構成を列挙法
で厳密に決定する手法を提
案。

表 2-1-10 設備計画に関する文献
No.
1

学会
巻、号
技術誌名
H16 電気学会電
426
力･エネルギー部
門大会
（2004）

2

電気学会研究会 PE-04-98
−電力技術･電力 PSE-04-98
系統技術 合同研
究会
（2004）

3

H17 電気学会電
115
力･エネルギー部
門大会
（2005）

4

H17 電気学会全国 6-169
大会
（2005）

5

H17 電気学会電
111
力･エネルギー部
門大会
（2005）

6

電気学会研究会 PE-05-42
−電力技術･電力 PSE-05-49
系統技術 合同研
究会
（2005）

題

目

著

者

分散型電源
の導入に伴
う配電系統
の経済的な
設備計画手
法の検討

小枝一彦（中国
電力）･造賀芳
文･餘利野直人･
佐々木博司（広
島大学）

需要家の分
散型電源利
用を考慮し
た配電系統
の設備計画
手法の検討
配電ネット
ワーク構成
の多面的評
価

小枝一彦･佐々
木博司（中国電
力）･上野哲平･
造賀芳文･餘利
野直人（広島大
学）
川崎章司･林泰
弘･松木純也（福
井大学）･宮崎
輝･小林直樹（東
京電力）

PDCA 手法を
考慮したコ
スト評価型
配電設備計
画支援シス
テムの検討
コスト評価
型配電設備
計画手法の
検討事例

山崎信（日立製
作所）･和田勝･
松田勝弘（東北
電力）

分散型電源
の導入を考
慮した配電
系統の設備
計画手法の
検討

上山哲平（広島
大学）･小枝一彦
（中国電力）･造
賀芳文･餘利野
直人（広島大
学）･佐々木博司
（中国電力）

和田勝･松田勝
弘･渡辺亮人（東
北電力）･山崎信
（日立製作所）
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概

要

需要家があるシナリオを基に、
分散型電源を導入する計画を
持っている時に、常時電源とし
て期待できる分散型電源と常
時電源として期待できない分
散型電源の導入による影響を
考慮し、配電線の損失低減を図
るため分散型電源の最適配置
計画を織り込んだ配電系統の
経済的な設備形成手法を提案。
単純なモデルを用いたシミュ
レーションにより、その有効性
を示す。
分散型電源の導入に伴う需要
家の振る舞いを考慮した配電
系統の設備計画手法を提案。単
純なモデルを用いたシミュレ
ーションによりアンシラリー
サービス料金について考察。
実データに基づいて構築した
配電ネットワークの標準解析
モデルを用いて、配電損失面、
及び電力品質（電圧歪、電圧不
平衡）面から見て最適な系統構
成候補を求め、更にこれら 3
つの観点から多面的な評価を
行い、総合バランス的に見て最
適な系統構成を求める。
PDCA 手法を考慮したコスト評
価型設備計画支援システムの
計算手法とその評価について
報告。

コスト評価型設備計画支援シ
ステムを用いて、将来負荷を系
統へ反映させたときの違反解
消･供給信頼度確保に伴う対策
工事コスト･効果の評価シミュ
レーションを実施。本システム
により系統違反、供給信頼度、
対策工事コストなどの多面的
な観点から最適な工事案を導
出することが可能であること
を確認。
DG の導入を考慮した配電系統
設備計画について、供給サイド
の投資を減少させ、DG の最適
配置を導くようなコスト関数
の定式化について提案。また実
用的な規模の問題にも対応可
能にするため、遺伝的アルゴリ
ズム（GA：Genetic Algorithm）
を用いた解法を提案。

表 2-1-11 短絡容量に関する文献
No.
1

学会
技術誌名
電気学会研究
会−静止器研
究会
（1997）

巻、号
SA-97-38

題

目

著

者

コジェネ発電
機設備の商用
系統連系点へ
の限流器適用
効果の検討

磯崎優･岩井弘
美（富士電機総
合研究所）･小寺
昭紀･石川照（富
士電機）･壱岐浩
幸（富士ファコ
ムシステム）

概

要

これまでに開発してきた限
流器の適用拡大を考え、コ
ジェネ発電設備と商用の連
系点の系統分離装置へ限流
器を適用し、短絡事故発生
時の連系点の高速除去によ
る効果を、従来の遮断器と
比較検討。

2

H16 電気学会 431
電力･エネルギ
ー部門大会
（2004）

AVR 付発電機
連系需要家内
の電圧変動に
対する限流器
導入効果

飯岡大輔･横水
需要家内電圧の限流器によ
康伸･後藤益雄･ る維持効果について、故障
松村年郎（名古 発生から分散型電源を有す
屋大学）･清水洋 る需要家を解列した後の時
隆（能開総合大） 間までを対象として明らか
にした結果から、需要家内
電圧の維持に必要となる限
流抵抗の大きさを算出。

3

H16 電気学会 410
電力･エネルギ
ー部門大会
（2004）

22kV 短絡電流
抑制装置の試
験結果につい
て

高島良弘（九州
電力）･門裕之
（電中研）･田辺
剛･篠田幸裕（戸
上電機製作所）

コンパクトで電柱上に設置
可能な短絡電流抑制装置を
開発し、フィールド試験を
実施。

4

IEEJ Trans.PE 124-11
（2004）

電力系統シミ
ュレータにお
ける SN 転移
型超電導限流
器の動作実証
試験

亀田秀之･鳥居
慎治･熊野照久･
榊寿義（電中
研）･久保田宏
（東芝）･安田健
次（超電導発電
関連機器･材料
技術研究組合）

高温超電導薄膜を用いた SN
転移型超電導限流器の基本
モジュールを電中研の電力
系統シミュレータに設置
し、分散型電源が導入され
た配電系統を模擬したモデ
ル系統により、基本特性や
運用性能について実証試験
を実施。

5

H17 電気学会
論文誌 B
（2005）

限流器の最近 清水洋隆（職業
の技術動向
能力開発総合大
学）

電力系統における限流器実
用化に向けての課題と、そ
れらに対する現状の技術レ
ベルおよび検討例について
紹介。また、将来の電力系
統における限流器の役割に
ついても言及。

6

H17 電気学会 216
電力･エネルギ
ー部門大会
（2005）

配電線引出口 飯岡大輔･横水
および発電機 康伸･松村年郎
連系需要家内 （名古屋大学）
に設置した限
流器の協調動
作による電圧
維持効果

限流器の設置位置を発電機
連系需要家内と配電線引出
口として、二つの限流器が
協調動作することにより需
要家内電圧を適正範囲内に
維持することを考察。故障
回線の引出口に限流器を設
置することにより、健全回
線需要家内に設置する限流
器の規模を縮小できること
を確認。
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No.
7

8

学会
技術誌名
H17 電気学会
全国大会
（2005）

巻、号
6-208

電気学会研究 PE-05-97
会−電力技術･ PSE-05-104
電力系統技術
合同研究会
（2005）

題

目

分散型電源が
導入された電
力系統におけ
る限流器の効
果に関する研
究
配電系統故障
遮断前後の発
電機連系需要
家内電圧維持
に対する限流
器導入効果
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著

者

概

要

佐藤孝雄･寺嶋
亨･山口貢･福井
聡･小川純（新潟
大学）･佐藤智之
（東北電力）

限流器を分散型電源が導入
された系統に使用すること
により、保護面での問題点
が改善できることを模擬系
統による試験で検証。

飯岡大輔･横水
康伸･松村年郎
（名古屋大学）

同期発電機を有する需要家
が限流器を介して配電系統
と連系することを想定し、
需要家が配電系統から解列
される前後の時間における
需要家内電力の品質維持に
ついて調査。

表 2-1-12 保護リレー検出に関する文献 1（短絡、地絡）
学会
巻、号
技術誌名
H13 電気学会電
209
力･エネルギー部
門大会
（2001）

リレー整定を
考慮した分散
型電源連系条
件（Ⅰ）

2

H13 電気学会電
210
力･エネルギー部
門大会
（2001）

リレー整定を
考慮した分散
型電源連系条
件（Ⅱ）

3

電気学会研究会 PE-04-84
−電力技術･電力 PSE-04-84
系統技術 合同研
究会
（2004）

配電系統内の
多地点情報の
簡易利用によ
る保護システ
ムに関する一
考察

4

H16 電気学会論文 124-11
誌B
（2004）

分散電源が導
入された高圧
配電系統にお
ける情報ネッ
トワークを活
用した保護リ
レーシステム

5

H17 電気学会全国 6-039
大会
（2005）

6

H16 電気学会電
414
力･エネルギー部
門大会
（2004）

7

電気評論
（2005.1）

分散電源から
の逆潮流に対
応した事故区
間判別機能付
開閉器のフィ
ールド試験に
ついて
分散型電源連
系の配電系統
運用への影響
に関する実証
研究（Ⅰ）
分散型電源
（DG）連系の
配電系統での
地絡事故現象
への影響評価

No.
1

題

目

著

者

清水慶一･財家
和幸･元治崇（関
西電力）･小池智
広･中西要祐（富
士電機）
清水慶一･財家
和幸･元治崇（関
西電力）･小池智
広･中西要祐（富
士電機）
金森広晃･奥山
賢治･加藤丈佳･
鈴置保雄（名古
屋大学）･舟橋俊
久（明電舎）

概

要

関西電力管内の配電系統のモデ
ル系統において、回路計算によ
る理論解析により保護リレーが
不動作となる条件を定量的に検
討。
関西電力管内の配電系統のモデ
ル系統において、回路計算によ
る理論解析により保護リレーが
不要動作する条件を定量的に検
討。
これまでの提案保護システムに
おける各種情報の利用形態を整
理し、配電系統において事故区
間のみを選択的に解列する場合
に適用。また、ループ運用され
た配電系統を対象として、モデ
ル系統内において想定した三相
短絡事故に対する提案保護シス
テムの動作を PSCAD/EMTDC を用
いてシミュレーションした結
果、提案保護システムにより、
高速かつ確実な選択遮断を実現
できる可能性を確認。
奥山賢治･加藤 提案する保護システムの実現可
丈佳･鈴置保雄 能性に関する検討の第一段階と
（名古屋大学）･ して、放射状のモデル配電系統
舟橋俊久（明電 内において想定した三相短絡故
舎）
障に対して動作確認を行い、本
システムを用いることにより、
高速かつ確実な選択遮断を実現
できる可能性があることを確認
した。
平野伸一郎（東 フィールド試験により基本的な
北電力）･石川厚 動作を確認し、潮流方向が反転
（三英社製作
した際の相電圧と相電流の位相
所）･三浦孝之 変化から、分散電源からの逆潮
（エネジーサポ 流が発生する配電線において
ート）
も、電源側を適正に判別できる
可能性があることを確認。
東山昇一･宮里 電中研赤城試験センターの実規
健司（関西電
模実験系統において、DG が連系
力）･大澤靖治 している配電線について配電系
（京都大学）･ 統側と DG 設備側の双方の地絡保
上村敏（電中研） 護について実験的検証を実施。
関西電力
分散型電源（DG）連系の配電系
統での地絡事故現象への影響に
ついて、電中研赤城試験場の摸
擬線路にて実験的検証を行い、
系統側地絡事故検出装置には影
響はなく、DG 設備側事故検出装
置には影響があることが分かっ
た。
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表 2-1-13 保護リレー検出に関する文献 2（単独運転）
学会
No.
巻、号
技術誌名
8
H7 電気学会論 115-5
文誌 B
（1995）

9

第 20 回エネ 4-4
ルギーシステ
ム･経済･環境
コンファレン
ス講演論文集
（2004）

10

電気学会研究 PSE-04-4
会−電力系統
技術研究会
（2004）

11

電気学会研究 PSE-04-2
会−電力系統
技術研究会
（2004）

12

H16 電気学会 413
電力･エネル
ギー部門大会
（2004）

題

目

著

者

概

要

多数の小型太 山本文雄･北 配電線運用方法や PV システムの継
陽光発電シス 村章夫（関西 電器の整定値を決定する上で、重要
テムを連系し 電力）
となる配電線側の高調波の発生状
た配電線側の
況、及び変電所の遮断器等が遮断さ
電気的挙動に
れても PV システム等が連系されて
ついて
いる配電系統が充電状態を続ける
単独運転状態における諸現象につ
いて、コンピュータを使った経時的
な詳細解析を中心に検討。
新エネルギー 西村荘治療･ 次数間高調波電流注入による新し
発電のための 夏田育千（日 い原理に基づいた単独運転検出方
単独運転検出 新電機）･山 式を開発。単独運転検出装置への適
装置の開発
本文雄･磯修 用により、系統への影響および保護
（関西電力） 性能において、能動式単独運転検出
方式への信頼性を一段と高めるこ
とができたとともに、系統連系保護
に必要な機能を一式搭載し、汎用性
および経済性に優れている能動式
単独運転検出装置を実用化。
環境対応型マ 稲垣守人（日 エネルギーの有効利用ならびに、環
イクロ水力発 本自然エネ 境負荷の低減を目指し、機器の低コ
電システムに ルギー）･渡 スト化による小水力プラントの経
おける系統連 部忠彦（東京 済性を大きく向上させた、マイクロ
電力）･馬渕 水力発電システムを開発。さらに、
系課題
雅夫（オムロ これら回転機系分散電源の電力系
ン）･小池智 統への連系に際し、パワーコンディ
広（富士電機 ショナの単独運転検出技術を応用
アドバンス した系統連系装置を考案し、回転機
トテクノロ 系分散電源を使用した小水力発電
ジー）
プラントにおいて、単独運転検出実
験を実施。一定の条件を満足するこ
とで、パワーコンディショナの単独
運転検出技術を回転機系分散電源
への応用が可能である見通しを得
た。
静止セルビウ 鈴木宏和･山 静止セルビウス方式風力発電機に
ス方式風力発 崎武男･阿部 関し、単独系統移行時の挙動につい
電機の単独運 英文（東京電 てシミュレーションによる検討を
転時の挙動分 力）･田能村 行い、実機の縮小モデルによる試験
析
顕一･篠原裕 により、現象を確認。単独運転時に
文（東芝）･ シミュレーションと同等な周波数
飯尾尚隆
動揺が発生すること、また、AVR を
適用することでその周波数動揺が
（TMT&D）
抑えられることを確認。
パルス注入を
用いた次数間
高調波注入に
よる単独運転
検出方式

夏田育千･西
村荘治（日新
電機）･山本
文雄（関西電
力）
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次数間高調波注入方式の単独運転
検出装置において、現在のものよ
り、さらに微小な信号注入とする方
策として、デジタルフィルタによる
入力信号処理と、パルス注入による
信号の時間的局在化の 2 つを提案
し、APSA と実系統での試験を行っ
て、その有効性を確認。

No.
13

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究 PE-04-78
会−電力技
PSE-04-78
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2004）

14

H16 電気設備 F-11
学会全国大会
（2004）

15

中部電力 技 111
術開発ニュー
ス
（2004.11）
H17 電気学会 6-009
全国大会
（2005）

16

題

目

分散型電源の
単独運転現象
に関する実験
的検討−電源
特性および負
荷特性が単独
運転に与える
影響−
異なる型の分
散電源が共存
する場合の重
回帰解析を用
いた単独運転
検出に関する
検討
分散型電源の
単独運転検出
機能のモデル
化
分散型電源集
中連系に対応
した電圧調整
変圧器･単独
運転防止装置
の開発

17

H17 電気学会
全国大会
（2005）

4-117

太陽光発電シ
ステム集中連
系時の単独運
転検出機能の
解析

18

H17 電気学会
全国大会
（2005）

6-191

19

H17 電気学会
全国大会
（2005）

6-192

単独運転検出
リレーの Y 法
モデルの精度
検証−回転機
用無効電力変
動方式の検証
−
単独運転防止
試験時の回転
機負荷影響に
ついて

著

者

万仲徹･三宅
賢稔（東京工
業大学）･七
原俊也（電中
研）

概

要

負荷の特性が単独運転時の運転継
続条件、及び定常特性に大きな影響
を与えることを明らかにした。ま
た、電源の無効電力特性として負荷
特性に類した特性を与えることに
より、単独運転移行後の周波数･電
圧変化を拡大できることを示した。

高野陽輔･沢 回転機型と、新エネルギーには燃料
田芳夫（工学 電池を想定したインバータ型と組
院大学）
み合わせた分散電源が共存する場
合を想定し、単独運転検出方法につ
いて検討。

杉浦健一（中 系統シミュレータを用いて影響評
部電力）
価が行えるように、単独運転検出機
能のモデル化を試行。
滝昌祥治･吉
永淳･望月一
寿（東京電
力）･島村秀
彦･小川謙治
（日立製作
所）･平井義
浩（東北電機
製造）
柴田秀一･宮
下茂･滝川清
（電力テク
ノシステム
ズ）･杉原裕
征（関電工）･
大久保嘉人
（NEDO）

太陽光発電多数台集中連系におけ
る電力系統側の対策の一方策とし
て、電圧調整変圧器と単独運転防止
装置を開発。

多数の太陽光発電（PV）システムの
集中連系を想定した効率の良い安
全性解析法として、新たに Y 法によ
る単独運転特性の解析手法を開発。
PV システム単機から複数台並列運
転について、従来の EMTP 解析結果
との比較解析を行い、解析モデルの
妥当性を検証するとともに、これを
400 台規模まで拡張。
代表的な単独運転検出リレーであ
る無効電力変動方式（回転機用）の
Y 法モデルの精度を、電中研赤城セ
ンターの検証試験結果と対比する
ことで検証。

山下光司･上
村敏･亀田秀
之（電中研）･
横井浩一･父
母靖二･竹内
昭（中部電
力）
五十嵐広宣 小型分散型発電システム用系統連
（電気安全 系保護装置等の認証制度で使用し
環境研究所） ている試験方法において、回転機負
荷を同時に組み合わせて行った試
験方法が、系統停電時から単独運転
状態を長く継続する事がある。その
ため、回転機負荷を接続することに
よって、単独運転検出にどのような
影響が発生しているのかについて
実験を実施し、検討を行った。
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No.
20

学会
技術誌名
H17 電気学会
全国大会
（2005）

巻、号
6-010

題

目

著

次数間高調波
注入による特
別高圧用単独
運転検出方式
の開発

者

夏田育千･西
村荘治（日新
電機）･山本
文雄（関西電
力）

概

要

次数間高調波注入方式の単独運転
検出装置において、2 つの改良を提
案し、試験を行って、その有効性を
確認。

21

H17 電気学会 119
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

集中型単独運 平井崇夫･生 転送遮断と強制短絡を組み合わせ
転防止方式の 石光平（東京 た集中型単独運転防止方式を提案
開発
電力）･押田 し、フィールド試験結果よりその有
秀治･渡辺峰 効性を明らかにした。
生･高野富
裕･小和田靖
之（三菱電
機）･佐々木
孝志･坂口広
二（メルコ･
パワーシス
テム）
次数間高調波 夏田育千･西 22kV 以上の系統に適用できる次数
注入による特 村荘治（日新 間高調波注入による単独運転検出
別高圧用単独 電機）･山本 装置の新方式を提案し、検証試験を
運転検出装置 文雄（関西電 行ってその有効性を確認。
の検出試験結 力）･小林広
果
武（電中研）

22

H17 電気学会 173
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

23

H17 電気学会 274
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

回転機負荷の
違いによる単
独運転防止装
置への影響に
ついて

五十嵐広宣･
黒川浩助（東
京農工大）･
末永章一･佐
藤孝則（電気
安全環境研
究所）

回転機負荷の出力量の違いが単独
運転検出装置に与える影響の有無
について、実験を行いその結果から
回転機負荷の容量について検討。

24

H17 電気学会 275
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

PV システム集
中連系時の単
独運転防止機
能の解析−実
証試験系統の
解析−

柴田秀一･滝
川清（電力テ
クノシステ
ムズ）･杉原
裕征（関電
工）

Y 法（実効値解析）による単独運転
防止の多数台解析手法を開発し、試
験結果との比較解析を行って妥当
性を検証するとともに、解析モデル
へフィードバックし改良を進めた。
また、400 台までの PV システムにつ
いて並列運転解析が可能であるこ
とを明らかにし、多数台解析モデル
の改良を行った。

25

H17 電気学会 276
電力･エネル
ギー部門大会
（2005）

PV システム集
中連系時の安
全性評価−市
販 PCS の単独
運転特性試験
−

伊藤正幸･宮 PCS（太陽光発電システム用パワー
下茂･長岡
コンディショナ）の試験評価設備を
明･滝川清
開発し、4 台並列運転時の単独運転
（電力テク 防止特性および電圧上昇抑制特性
ノシステム 等の性能試験を可能にした。PCS 試
ズ）･杉原裕 験結果から、一部に定格運転状態で
征（関電工） も単独運転を継続する事例があり、
低出力時に単独運転し易いことか
ら、サイト全体としての安全性設計
に十分に注意する必要があること
が明らかとなった。
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No.
26

学会
巻、号
技術誌名
電気学会研究 PE-05-127
会−電力技
PSE-05-134
術･電力系統
技術 合同研
究会
（2005）

題

目

著

次数間高調波
注入による
22、33kV 用単
独運転検出装
置の開発

者

概

要

夏田育千･宇 22、33kV 系統に適用できる次数間高
田怜史･西村 調波注入による単独運転検出装置
荘治（日新電 の新方式を提案し、検証試験を実施
機）･山本文 して有効性を確認。
雄（関西電
力）･小林広
武（電中研）
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表 2-1-14 系統解析･シミュレーション手法に関する文献
学会
No.
技術誌名
1
富士時報
（1996）

巻、号

題

目

69-3

系統解析技術
の現状と動向

69-3

三相不平衡潮
流解析技術

2

富士時報
（1996）

3

電気学会研究会 PE-99-111
−電力技術･電力 PSE-99-108
系統技術 合同研
究会
（1999）

分散電源の連
系を考慮した
配電系統潮流
計算用機器モ
デルの開発

4

富士時報
（2001）

74-6

5

富士時報
（2001）

74-12

電力系統のア
ナログシミュ
レーション技
術
分散型電源連
系系統の解析
技術

6

H14 電気学会論
文誌 B
（2002）

122-9

7

H14 電気学会電 159
力･エネルギー部
門大会
（2002）

配電系統の電
圧無効電力制
御のための階
層的 OO-TS

8

電気学会研究会 PE-02-155
−電力技術･電力 PSE-02-165
系統技術 合同研
究会
（2002）

配電系統の電
圧無効電力制
御への階層的
OO-PTS

配電系統にお
けるシミュレ
ーション技術

2-36

著

者

伊原木永二朗･
鈴木智宏･中西
要祐（富士電
機）

概

要

富士電機の系統解析技術を、
コンピュータプログラムに
よる解析技術と系統解析シ
ミュレータによる解析技術
の両面から概括。
福山良和･中西 近年電力系統の解析分野で
要祐（富士電 トピックスとなっている三
機）
相不平衡潮流解析技術につ
いて述べ、富士電機の三相不
平衡潮流計算プログラムに
ついて概要を紹介。
藤根栄･元治
分散電源が導入された場合
崇･由良俊樹
の電圧･電流分布を求める配
（関西電力）･ 電系統向け高速潮流計算に
福山良和･渡辺 対して、様々な分散電源、電
拓也･中西要祐 圧制御機器、負荷等の実用的
（富士電機総 な配電機器モデルを開発。各
種モデルを利用することに
研）
より、分散電源の導入環境に
おける実用的な定常潮流解
析が可能。各種モデルは、実
系統モデルを利用して有効
性を確認。
仁井真介（富士 最近の電力事情を踏まえな
電機）
がら、最新のアナログシミュ
レーション技術について紹
介。
中西要祐･小島 分散型電源を考慮したより
武彦･仁井真介 一層効率のよい電力系統を
（富士電機） 構築するため、分散型電源連
系時の課題を整理。
中西要祐（富士 配電系統で発生する系統現
電機）
象を扱う最近の解析技術と
して、シミュレーションプロ
グラムやシミュレータによ
る各種シミュレーション手
法、及び適用に関して解説。
森啓之･齊藤政 配電系統における電圧無効
人（明治大学） 電力制御問題に対し、新しい
手法を提案。階層的最適化を
用いたタブーサーチ（TS）に
Ordinal Optimization 法（OO
法）を用いることで計算時間
の高速化を図る。
森啓之･齊藤政 配電系統の電圧無効電力制
人（明治大学） 御に対し、階層的最適化手法
を用いた並列タブーサーチ
（TS）に近傍探索の効率化を
図った Ordinal
Optimization Method（OO 法）
を適用することによって計
算時間の高速化を図る。

No.
9

学会
技術誌名
H14 電気学会論
文誌 B
（2002）

巻、号

題

目

著

者

概

要

122-2

配電系統向け
高速三相不平
衡潮流計算用
機器モデルの
開発

大森俊也･元治
崇･由良俊樹
（関西電力）･
渡辺拓也･高山
信一･福山良和
（富士電機）

分散電源が導入された場合
の電圧･電流分布を求める配
電系統向け高速三相不平衡
潮流計算に対して、様々な分
散電源、電圧制御機器、負荷
等の実用的な配電機器モデ
ルを開発。

76-4

分散型電源の
シミュレーシ
ョン技術

小島浩･中西要 富士電機がこれまで培って
祐（富士電機） きた分散型電源についての
シミュレーション技術につ
いて紹介。

10

富士時報
（2003）

11

電気学会研究会 PE-03-149
−電力技術･電力 PSE-03-160
系統技術 合同研
究会
（2003）

系統への影響
解析用インバ
ータ型分散電
源のモデル化
について

須崎志郎（関西 INV 型分散電源に対してマイ
電力）･小島浩 クロガスタービンモデル、太
（富士電機） 陽光発電モデル、燃料電池モ
デルを瞬時値解析モデルと
して作成。

12

電気学会研究会 PE-04-100
−電力技術･電力 PSE-04-100
系統技術 合同研
究会
（2004）

配電系統キャ
パシタ配置問
題への VN-TS
の適用

角川真吾･森啓 配電系統のキャパシタ配置
之（明治大学） 問題に対し、複数の近傍作成
アルゴリズムの切り替えに
より探索を行う可変近傍タ
ブーサーチ（VN-TS）を適用
する手法を提案。

13

電気学会研究会
−電力系統技術
研究会
（2004）

配電系統向け
三相潮流計算
プログラム
DPFLOW の開発

小柳薫（テプコ
システムズ）･
H.D.Chiang（コ
ーネル大学）

14

H16 電気学会電 47
力･エネルギー部
門大会
（2004）

配電系統にお
けるキャパシ
タ制御に対す
る双対タブー
サーチの開発

飯村吉典･森啓 配電系統における電圧無効
之（明治大学） 電力制御の一種であるキャ
パシタ制御問題に対し、新し
いメタヒューリスティクス
である双対タブーサーチ
（DTS：Dual Tabu Search）
を提案。

15

H16 電気学会電 395
力･エネルギー部
門大会
（2004）

配電系統のキ
ャパシタ配置
問題への可変
近傍タブーサ
ーチの適用

角川真吾･森啓 配電系統のキャパシタ配置
之（明治大学） 問題に対し、複数の近傍作成
アルゴリズムの切り替えに
より探索を行う可変近傍タ
ブーサーチ（VN-TS）を適用
する手法を提案。

16

H16 電気学会電 128
力･エネルギー部
門大会
（2004）

三相繰返潮流
計算手法の計
算精度の評価

林泰弘･松木純
也･大橋正芳
（福井大学）･
多田泰之（東京
電力）

PSE-04-1

2-37

分散型電源を含む三相配電
系統の電圧分布や各線路の
潮流分析を計算するための
解析ツール DPFLOW を開発。

樹枝状系統に対して、負荷電
流の足し込みと電圧降下の
差し引きを繰り返す潮流計
算手法（三相繰返潮流計算手
法）が、従来の潮流計算手法
（N-R 法）と比べてどの程度
の計算精度を有するのかを
評価。評価にあたっては、20
ノードの樹枝状系統モデル
（配電系統モデル）での潮流
計算を実施し、N-R 法を用い
た潮流計算結果と比較。

No.
17

学会
巻、号
技術誌名
H16 電気学会電 130
力･エネルギー部
門大会
（2004）

題

目

著

者

概

要

風力発電の系
統連系時の電
圧変動に関す
る解析的手法

大崎聡志･根本 配電系統において誘導発電
孝七（東工大）･ 機による風力発電を起因と
田中和幸･高橋 する、需要家が得る電圧変動
一弘（電中研） を解析的に算出する方法を
提案。いわゆる確率潮流計算
と簡略的な潮流計算手法を
用いて、風力発電の出力であ
る有効電力･無効電力を確率
変数として扱い、これによっ
て、電圧変動を解析的に算
出。

18

H16 電気学会電 209
力･エネルギー部
門大会
（2004）

配電線系統の
電圧解析手法

神部晃･桑原
配電系に特化したより簡便
祐･佐藤徹（愛 で新しい解析手法を開発。
知電機）

19

H16 電気学会電 429
力･エネルギー部
門大会
（2004）

分散型電源の
連系許容出力
範囲に関する
基礎検討

林泰弘･松木純
也･細川慎平
（福井大学）･
多田泰之（東京
電力）

任意の時間における任意の
系統連系点での分散型電源
の連系許容出力限界を、系統
運用上の制約を踏まえて計
算する手法を提案し、「分散
型電源の連系許容出力範囲」
として、連系点での分散型電
源の 24 時間分の出力許容範
囲を提示。また、配電系統モ
デルでの数値計算を通して、
提案手法と分散型電源の連
系許容出力範囲の妥当性を
検証。

20

H17 電気学会全
国大会
（2005）

分散型電源の
連系許容出力
範囲の算出手
法

細川慎平･林泰
弘･松木純也
（福井大学）･
多田泰之（東京
電力）

任意の時間における任意の
系統連系点での分散型電源
の連系許容出力限界を、系統
運用上の制約を踏まえて計
算する手法を提案し、「分散
型電源の連系許容出力範囲」
として連系点での分散型電
源の 24 時間分の出力許容範
囲を提示。また、配電系統モ
デルでの数値計算を通して、
提案手法と分散電源の連系
許容出力範囲の妥当性を検
証。

21

H17 電気学会電 104
力･エネルギー部
門大会
（2005）

ループ状配電
系統潮流計算
への三相繰返
潮流計算手法
の適用

林泰弘･松木純
也･細川慎平
（福井大学）･
多田泰之（東京
電力）

ループ状配電系統の潮流計
算を、三相繰返潮流計算手法
を用いて実施する方法につ
いて提案。また、ループ状配
電系統モデル上での
Newton-Raphson 法（N-R 法）
との計算精度の比較を通し
て、提案方法の妥当性を検
証。

6-073
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No.
22

学会
巻、号
技術誌名
H17 電気学会電 105
力･エネルギー部
門大会
（2005）

題

目

著

者

H17 電気学会電
力･エネルギー部
門大会
（2005）

24

H17 電気学会電
力･エネルギー部
門大会
（2005）

25

電気学会研究会
−電力技術･電力
系統技術 合同研
究会
（2005）

26

電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術 合
同研究会
（2005）

27

電気学会研究会
−電力技術･電
力系統技術 合
同研究会
（2005）

28

H12 電気学会電 232
力･エネルギー部
門大会
（2000）

細川慎平･林泰
弘･松木純也
（福井大学）･
多田泰之（東京
電力）

配電系に連系
される風力発
電機の電圧フ
リッカ解析

清水慶一･元治
祟･由良俊樹
（関西電力）･
藤田超徹･中西
要祐（富士電機
総合研究所）

要

分散型電源が既に連系され
ている配電線において、新た
に分散型電源を連系する際
の連系許容出力範囲を既存
分散型電源の出力変動を考
慮したうえで評価できるよ
うに、従来手法を拡張。さら
に、この拡張手法を用いて、
配電系統モデル上での新規
連系分散型電源の連系許容
出力範囲を評価。
112
配電ネットワ 川崎章司･林泰 負荷の三相不平衡や時刻に
ークの標準解 弘･松木純也
よる変動など、配電系統の実
析モデルの構 （福井大学）･ データ等に基づいた配電ネ
築
武藤英司･宮崎 ットワークの標準解析モデ
輝（東京電力） ル（配電線モデルや負荷モデ
ル）を構築。
33
放射状配電系 大吉亘･森啓之 新しい配電系統のための放
統における新 （明治大学） 射状電力潮流計算手法を提
しい電力潮流
案。本法は DistFlow 法に比
計算
べて、①ヤコビアンの作成が
容易、②大規模な行列分解が
不要、という特徴を持つ。
PE-05-99
放射状配電系 小柳薫（テプコ 放射状構成の配電系統を対
PSE-05-106 統を対象とし システムズ）･ 象に、電圧･潮流分布の静的、
た電圧･潮流分 佐藤大作･福田 及び動的シミュレーション
布の簡略シミ 正樹（大阪ガ のための取扱いの容易な簡
略的解析手法を提案。また、
ュレーション ス）
その有用性を汎用の表計算
手法
ツール Excel を適用した潮流
計算及び MATLAB/simulink を
用いたシミュレーションに
より検証。
PE-05-94
太陽光発電の 矢口暁久･斎藤 太陽光発電の確率的モデル
PSE-05-101 確率的モデル 浩海（東北大 を導入したモンテカルロシ
を導入した電 学）
ミュレーションを用い、分散
力貯蔵装置の
配置された各貯蔵装置の最
最適ネットワ
適出力容量や貯蔵容量を求
ーク配置
めることで最適配置を決定
する手法を提案。
PE-05-95
多数台導入さ 村田晃伸･山口 多数台導入された太陽光発
PSE-05-102 れた太陽光発 浩（産総研） 電の最大出力変動幅を推定
電に関する最
するために、一定の時間差を
大出力変動幅
隔てた 2 時点における太陽光
の一推定法
発電出力の差を確率変数と
見なして解析を実施。

23

新規連系の分
散型電源に対
する連系許容
出力範囲の評
価

概

2-39

誘導発電機の機械的入力と
電気的出力の関係を伝達関
数としてモデル化すること
により、潮流計算を用いて風
力発電による電圧フリッカ
の目安を算定する手法を提
案。

表 2-1-15
No.
1

学会
技術誌名
日立評論
（2000.4）

系統解析支援、及び運用支援システムに関する文献
巻、号

82-4

題

目

著

者

概

要

新制御自励式
SVC の適用に
よる配電系統
安定化技術

高杉和郎･唯
野幸雄（東北
電力）･平井
義浩（東北電
機製造）･渡
辺雅浩･相澤
英俊（日立製
作所）

既設の SVR との補償分担が可能
で、効果的な電圧管理が行える
「新制御方式 SVC」を開発し、実
証試験で良好な結果を得た。さら
に、SVC の導入効果をパソコンで
簡単に検証できる配電線の電圧
変動解析支援システムを併せて
開発、実証試験結果との突き合わ
せによりその妥当性を検証。

2

H13 電気学会電 274
力･エネルギー部
門大会
（2001）

電力品質解析
支援システム
の開発（1）システム概要
-

武藤英司（東
京電力）･安
川三郎･指田
丈二･渡辺雅
浩（日立製作
所）

分散型電源の系統連系時の電力
品質（電圧変動･フリッカ値など）
の影響が把握でき、改善策検討の
効率化･高度化が可能となる電力
品質解析支援システムを開発。

3

H14 電気学会電 245
力･エネルギー部
門大会
（2002）

分散型電源接
続可能容量計
算を考慮した
配電系統電圧
変動解析支援
システムの高
度化

佐藤文彦･唯
野幸雄･平野
伸一郎（東北
電力）･坪江
康弘･平井義
浩（東北電機
製造）･渡辺
雅浩（日立製
作所）

常時･瞬時電圧変動、短絡電流等
の電力品質に関わる項目の解析
を可能とし、またこれらの項目を
考慮した分散型電源の接続可能
容量を容易に計算できる解析支
援機能のアルゴリズム、システム
概要について報告。

4

H14 電気学会電 162
力･エネルギー部
門大会
（2002）

20kV 配 電 系
統解析支援シ
ステムの機能
向上

本橋準･小玉
剛（東京電
力）･渡辺雅
浩･安川三
郎･指田丈二
（日立）

（1）電圧階級に応じた配電塔な
どの機器モデルの拡充、
（2）SNW、
本予備混在系統での需要家逆電
力遮断を考慮した限界需要率算
出機能、
（3）低圧連系を想定した
ループ横流計算機能、
（4）システ
ム計算結果と系統入力情報を元
にした短絡電流計算書の自動生
成機能、の各機能を開発。

5

H15 電気設備学
会全国大会
（2003）

確率的評価方
法を用いた低
圧配電系統解
析システムの
開発

和田勝･平野
伸一郎（東北
電力）･平井
義浩･（東北
電機製造）･
古川俊行･
（日立）

低圧配電系統の影響を的確に評
価できる配電系統解析支援シス
テムの概要、日負荷モデルの確率
的評価方法について報告。

6

H15 電気学会電 148
力･エネルギー部
門大会
（2003）

分散型電源の
接続可能容量
計算システム
の開発

平野伸一郎･ 分散型電源の接続可能容量計算
安 孫 子 堅 二 の詳細アルゴリズム、例題系統に
（ 東 北 電 よる計算収束過程の評価、システ
力）･坪江康 ム概要について報告。
弘･平井義浩
（東北電機
製造）･渡辺
雅浩（日立）

G-12
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No.
7

8

9

10

11

12

学会
技術誌名
日立評論
（2004.2）

巻、号

題

目

著

86-2

者

概

要

分散型電源の 渡辺雅浩･中 分散型電源の的確な運用システ
系統連系技術 村知治･大野 ムを試作し、リアルタイムシミュ
康則･島村秀 レータと組み合わせて有効性を
彦（日立） 検証。予測に基づく発電機の有
効･無効電力の最適な制御が行え
ることを確認。
H16 電気学会電 450
太陽光発電の 和田勝･平野 低圧配電系統に複数台の太陽光
力･エネルギー部
複数台連系時 伸一郎（東北 発電を連系した際の発電出力を
門大会
における出力 電力）･松田 定量的に評価できるシステムを
（2004）
評価システム 勝 弘 （ 電 中 開発。
の開発
研）･平井義
浩･坪江康弘
（東北電機
製造）･古川
俊行･渡辺雅
浩（日立製作
所）
電気学会研究会 PE-04-89 太陽光発電の 和田勝･平野 低圧配電系統に多数台の太陽光
−電力技術･電力 PSE-04-89 多数台連系に 伸一郎（東北 発電を連系した際の個々の発電
系統技術 合同研
対応した低圧 電力）･松田 出力を定量的に評価できるシス
究会
系統解析シス 勝 弘 （ 電 中 テムを開発。
（2004）
テムの開発
研）･平井義
浩･坪江康弘
（東北電機
製造）･古川
俊行･渡辺雅
浩（日立製作
所）
電気評論
配電系統解析 中国電力
分散型電源が連系した配電系統
（2005.1）
システムの開
の各種検討を支援するための配
発
電系統解析システムを開発した。
システムは現在、運用中の配電自
動化システムと LAN で結ばれた汎
用パソコンに組み込み、電圧電流
解析、電圧調整機器の整定解析、
フリッカ解析、短絡電流解析、ル
ープ潮流解析、低圧系統解析を実
施することができる。
電気評論
系統連系技術 北海道電力 配電設備管理用の業務システム
（2005.1）
検討支援シス
の出力データを活用した技術検
テムの開発
討支援ツールを開発した。本シス
テムにより電力容量、電気方式、
力率、バンク逆潮流、常時電圧変
動、瞬時電圧変動、フリッカ、短
絡容量の検討を実施することが
できる。
電気評論
低圧系統解析 東北電力
太陽光発電の低圧連系の評価を
（2005.1）
システムの開
定量的に実施可能な低圧系統解
発
析システムを開発した。本システ
ムにより、常時電圧変動、瞬時電
圧変動、不平衡率、連系可能容量、
電力損失、発電電力量の解析を実
施できる。

2-41

No.
13

学会
巻、号
技術誌名
第 21 回エネルギ 4-4
ーシステム･経
済･環境コンプレ
ックス講演論文
集
（2005）

題

目

著

集中型太陽光
発電に対応し
た低圧配電系
統解析システ
ムの開発

14

H17 電気学会全
国大会
（2005）

7-125

配電自動化シ
ステムを活用
した太陽光発
電出力評価シ
ステムの検討

15

H17 電気学会全
国大会
（2005）

6-074

分散型電源系
統連系技術検
討支援システ
ムの開発

16

H17 電気設備学
会全国大会
（2005）

B-10

配電自動化シ
ステムを活用
した太陽光発
電出力評価シ
ステムの開発

17

H17 電気学会論
文誌 B
（2005）

125-10

低圧配電系統
解析システム
の開発

18

H17 電気学会電 34
力･エネルギー部
門大会
（2005）

系統解析業務
に則した電力
系統解析支援
システムの開
発−系統デー
タ作成支援機
能と需給断面
自動作成支援
機能−

者

概

要

松田勝弘･和 低圧配電系統に集中的に太陽光
田勝･平野伸 発電を連系したときの配電系統
一郎（東北電 の電圧、太陽光発電の発電出力を
力）･平井義 定量的に評価できる低圧配電系
浩･（東北電 統解析システムを開発。
機製造）･古
川俊行･渡辺
雅浩（日立製
作所）
和田勝･平野 配電自動化システムの併設機能
伸一郎（東北 である設備計画支援システムの
電力）･松田 保有系統電圧データ等を活用し
勝 弘 （ 電 中 て、対象低圧バンクの高圧一次側
研）･平井義 到達電圧モデルの高精度化と低
浩･坪江康弘 圧配電系統の同一バンク内に多
（ 東 北 電 機 数台の太陽光発電を連系した際
製造）･古川 の個々の発電出力を定量的に評
俊行･渡辺雅 価できる機能について報告。
浩（日立製作
所）
柴田道博･大 分散型電源が高圧配電線に連系
松洋一･冨士 する際の技術検討支援システム
重之（北海道 を開発。膨大な設備データの入力
電力）･伊藤 作業を省力化し、連系要件の技術
孝 充 （ 明 電 検討を容易化。
舎）
和田勝･松田 「分散型電源を含む低圧系統解
勝弘･渡辺亮 析システム」の精度に影響を与え
人 （ 東 北 電 る柱上変圧器一次側電圧入力値
力）･平井義 に、配電自動化システム等の計測
浩（東北電機 データを活用し、低圧配電系統に
製造）･古川 多数台の太陽光発電を連系した
俊行･渡辺雅 際の発電出力を定量的に評価で
浩（日立製作 きるシステムを開発。
所）
松田勝弘･和 太陽光発電等の分散型電源が多
田勝･平野伸 数台連系された場合に、低圧配電
一郎（東北電 系統への影響を的確に把握でき、
力）･平井義 系統連系申込時の技術審査業務
浩･坪江康弘 や配電設備設計業務を支援でき
（ 東 北 電 機 る低圧配電系統解析システムを
製造）･渡辺 開発。
雅浩･古川俊
行（日立製作
所）
吉村健司･北 系統解析業務に則した各種デー
内義弘･永田 タ作成支援システムとして、3 機
真幸･田中和 能（①電力系統データ作成･管理
幸（電中研） 支援、②発電機特性チェック支
援、③需給断面データ自動作成支
援）を開発。
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２．１．２

懸念される影響の整理

前項の調査結果より、今後の分散型電源大量導入に向けた技術課題、解決の方向性を整
理し、表 2-1-16 のように整理を行った。
電圧問題のうち電圧上昇、瞬時電圧変動、フリッカについては、今回の調査で特に新規
の問題点は抽出されなかったが、不平衡については、損失増加や保護リレー誤動作･誤不動
作への影響が指摘されている例があった。高調波については、パワエレ応用の電圧制御機
器から流出する高調波が配電系統との共振により拡大する現象が実際に発生した点が、指
摘されている。系統管理の面では、分散型電源の一斉解列の影響により停電範囲の拡大や
事故復旧の困難化を引き起こす点が挙げられる。系統運用面では、系統切替のためのルー
プ投入により単独運転検出装置が不要動作する問題について検討例があった。設備計画の
面では、個人の能力に依存しない設備計画支援や、審査業務支援の必要性が指摘されてい
る。
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表 2-1-16 分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題点（1/2）

懸念される問題項目
大項目

中項目

小項目

電力品質

電圧

電圧上昇
･
電圧調整機器
の不正動作

瞬時電圧変動

電圧

フリッカ
不平衡

高調波

電圧･電流
ひずみ

高周波

ノイズ

直流電流

系統流出

問題の内容
【電圧上昇】
① 分散型電源からの逆潮流により、配電系統（低圧･高圧配電系統）の電圧が上昇する。これにより、配電系統の一部において定常時の電圧が適正電圧（101±6V）を逸脱する。適正電
圧の逸脱により、需要家機器に悪影響を与えることが懸念される。
【電圧調整機器の不正動作】
① 一般的な SVR は、SVR 設置箇所が逆潮流になった時、素通し（タップを 4 に固定）にする機能となっていることから、電圧調整ができなくなる。
② 系統変更時の逆潮流に対応可能な SVR は、系統変更により配電用変電所が逆方向になることを前提に、電圧調整を行う機能となっていることから、分散型電源の出力により逆潮流と
なった場合、タップ動作が逆方向となり、電圧を悪化させる場合がある。また、SVR より系統末端側に設置された分散型電源によって短絡容量が増大し、配電用変電所の自動判定機
能（短絡容量の大きい方が配電変電所と判定）が誤動作しタップ動作が逆方向となり、電圧を悪化させる場合がある。
③ 配電線の送出電圧を調整する変電所 LDC（LTC）は、一般的にバンク単位で制御されている。このため、分散型電源の多連系する配電線とまったく連系していない配電線が混在するバ
ンクの場合、適切な制御が不可能になるケースが考えられる。特に、分散型電源を所有する需要家が同一バンク内の配電線間で同時同量制御を行う場合等は、顕著になることが考え
られる。
④ 一般的に変電所 LDC や SVR は、LDC、SVR 設置箇所の通過電流を基に、LDC や SVR より系統末端側の負荷中心点を一定電圧に保つように電圧を調整している。このため、分散型電源の
出力により LDC や SVR の通過電流が減少した場合、または SVR 以降の末端の一部で逆潮流が発生した場合等、適切な制御が不可能になる可能性がある。
⑤ SVR、SVC、SC、SR を併設した場合、協調がとれず適正電圧を逸脱する可能性がある。
① 籠型誘導発電機を用いた風力発電機を系統に併入する場合、系統並列時の突入電流による系統電圧瞬時低下が発生することが懸念される。また、連系（起動）特性が把握されておら
ず、対策法が不明確である。
② 風力発電機が最大出力で運転している状態で、強風により運転上限を越える風速となった場合に、風力発電機が解列され、発電電力低下による系統電圧低下が発生することが懸念さ
れる。特に、SVR が設置された配電系統の場合で、風力発電機が系統末端側に設置される場合、SVR の追従動作に時間を要し、影響が大きくなると考えられる。
③ 風速の変化（ガスト）、日射量の変化によって風力発電機や太陽光発電の出力が短時間に変化し、瞬時電圧変動が発生する。
④ 単独運転検出装置（受動方式）の不要検出（上位系統の動揺検出等）等により分散型電源の保護装置が一斉に動作し、分散型電源が不要停止する恐れがある。このため、配電系統の
電圧が適正電圧を逸脱する可能性がある。
⑤ 分散型電源の多連系による電圧上昇対策として SVR、SC･SR を用いた場合、SVR、SC･SR の動作によりステップ上の電圧変動（100V 程度）が発生し、需要家及び電力機器への影響が懸
念される。
① 風速の変化（ガスト）や日射量の変化による風力発電機、太陽光発電の短時間かつ周期的な出力変動により、フリッカ（10Hz 近辺の電圧変動等によるちらつき）の発生が懸念される。
① 住宅用の太陽光発電等の配電系統に単相で連系する発電機が大量に連系されると、逆潮流量の相間アンバランスにより三相間の電流の不平衡が発生し、適正電圧の維持が困難になる
可能性がある。
② 配電系統による不平衡負荷と分散型電源の位置関係や容量により、分散型電源に流れ込む逆相電流が大きくなり、発電機や電動機等の三相機器に障害を与えることが懸念される。
③ 三相間の電流の不平衡により、太陽光発電等の他励式三相電力変換器から、低次高調波が発生することが懸念される。
④ 三相平衡状態で決定された損失最小となる開閉器の開放位置が、不平衡状態では変化するため損失が増加する可能性がある。
⑤ RPR 等の保護リレーを系統連系ガイドラインにしたがって 1 相のみに設置した場合、設置相によっては保護リレーの誤動作、誤不動作が発生する可能性がある。
① インバータを用いた分散型電源が多連系された場合に、高調波電流の発生により、高調波電圧ひずみが増大し、各種機器の障害をまねく。
（インバータ型の分散型電源の発生する高調
波は、負荷の発生する高調波に比べて十分無視できる程度である。しかし、分散型電源の出力により、変電所側から供給する電流の基本波分は減少するが、高調波電流は減少しない。
）
② 籠型誘導発電機を用いた風力発電機の場合、系統併入時の突入電流対策用ソフトスタートにより（サイリスタ型突入電流抑制装置を使用している場合）、サイリスタ抑制装置で発生し
た高調波が、力率改善用コンデンサや系統定数との関係により共振し、電圧ひずみが増大する恐れがある。
③ 連系用インバータの相互干渉により高調波電流が増加する恐れがある。
④ 配電系統の共振条件と SVC などの電圧調整機器の制御特性（制御回路のサンプリング周波数）が重なった場合には高調波が拡大するおそれがある。
① インバータを用いた分散型電源の普及により、高周波ノイズ（伝導性妨害波）が増大し、配電線を介し電波ノイズを放射し、ラジオ障害等を引き起こす可能性がある。
① 系統連系ガイドラインによると、直流発電設備からの交流側への直流流出分は定格の 1%以下に管理されているが、連系台数が増加すると、それらが重畳され、柱上変圧器等の機器に
影響を及ぼす可能性がある。
② トランスレスの連系インバータでは直流分の流出防止が問題となる。

2-44

表 2-1-16 分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題点（2/2）
懸念される問題項目

問題の内容

大項目

中項目

小項目

運用･計画

系統管理

潮流
･
電圧

機器管理

電圧調整機器
管理
系統切替

系統運用

電力損失

設備計画

保護･保安

短絡容量

設備計画
困難化
･
設備利用率
低下
対策機器設置
コスト
･
機器設置
困難化
審査業務
複雑化
短絡容量増大

保護リレー
変電所
検出
過電流継電器
（OCR）
分散型電源
単独運転検出

バンク越え

【潮流】
① 配電線事故に伴い系統変更（事故時負荷融通）を行う場合、分散型電源の出力監視ができないことから、分散型電源の多連系により系統運用者の潮流予測が困難になり、融通範囲の
制約や変更計画業務、事故復旧が複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
② 無停電で行う配電線工事に伴い系統変更（作業時負荷融通）を行う場合、分散型電源の出力監視ができないことから、分散型電源の多連系により系統運用者の潮流予測が困難になり、
融通範囲の制約や変更計画業務の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
③ 事故や作業で停電した後に、復旧する場合、分散型電源が連系するまでの間、過負荷が発生する可能性がある。
④ 配電線の状態把握を行うための精度の高い安価な計測センサーがない。
⑤ 配電線事故時の分散型電源の一斉解列により、事故配電線への供給容量不足が発生するため停電範囲が拡大し、事故復旧が困難となる恐れがある。
【電圧】
① 配電線事故に伴い系統変更（事故時負荷融通）を行う場合、分散型電源や電圧調整機器を考慮した系統電圧を基に変更を行う必要が生じ、融通範囲の制約や変更計画業務、事故復旧
の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
② 無停電で行う配電線工事に伴い系統変更（作業時負荷融通）を行う場合、分散型電源や電圧調整機器を考慮した系統電圧を基に変更を行う必要が生じ、融通範囲の制約や変更計画業
務、事故復旧の複雑化、計算機による融通機能への悪影響が懸念される。また、分散型電源の設置箇所の個別管理が必要になる。
③ 配電線の状態把握を行うための精度の高い安価な計測センサーがない。
④ 現行の配電系統の電圧計算は簡易計算を用いていることが多く、分散型電源を考慮した電圧計算に対応できず、計算誤差増大による電圧管理、負荷管理の困難化が懸念される。
① 風速変動によって発電量が変動することにより、配電系統の SVR のタップや SC･SR 用開閉器の動作回数が増加し、メンテナンス頻度が増大する可能性がある。
② 配電線電圧管理のために、電圧調整機器（LRT、SVR 等）、柱上変圧器タップの管理（設定、設置箇所選定等）が困難化する。
① 2 系統間で片側系統に多く分散型電源が連系された場合等、系統末端での電圧相差角が広がり系統切替のためのループ投入が困難となる可能性がある。また、切換時に発電停止を依
頼しなければならない可能性があり、運用業務が複雑化する。その他、無停電工事や配電線切換時の分散型電源や系統の挙動が明らかにされておらず、適切な工事運用が不明である。
② 2 系統間で片側系統に多く分散型電源が連系された場合、系統末端での電圧相差角が広がり系統切替時のループ投入により単独運転検出装置が不要動作する可能性がある。
① 一般的に都市部に分散型電源が普及した場合、電力損失を低減させることが考えられるが、地域、導入量によっては分散型電源の連系増に伴う逆潮流電流の増加、及び電圧上昇対策
で用いる SVC や SR の無効電流の増加により、配電線損失の増加が懸念される。
② インバータ連系の風力発電機で、電圧上昇抑制のために力率が低く設定されている場合、電流増加により系統の電力損失が増大することが懸念される。
【設備計画困難化】
① 分散型電源の増加により需要や負荷率の想定が困難となり、大規模電源や流通（送電･配電）設備の適正な設備増強時期の判断が難しくなる。その結果、過剰な設備投資、または供給
信頼度の低下（瞬低等に起因した分散型電源の一斉解列による過負荷や周波数低下等）が発生する可能性がある。
② 現状では、人の経験や勘に依存しておりスキルによっては設備計画に無理、無駄、ムラが発生する可能性がある。
【設備利用率低下】
① 分散型電源の一斉解列時、出力低下時の対応のための設備の維持が必要と考える場合、分散型電源の増加により、配電線の潮流が減少することにより設備利用率が低下する。
【対策機器の設置コスト】
① SVR、SVC 等の電圧調整機器を多数使用することによる設備費増大が懸念される。
② 系統につながる需要の変化により、長期的（恒久的）に系統変更を行う場合、電圧調整機器の設置箇所、設定値を変更する必要が生じ、設備費用が増加する。
【機器設置困難化】
① SVR、SVC 等の電圧調整機器の容積、重量に耐えうる設置箇所が少なく、設置する箇所が限定されることが懸念される。
① 分散型電源の多連系により電圧変動、保護装置、短絡容量等の系統連系審査業務が複雑化する。
② 分散型電源の連系により生じる上記影響を事前に予測、評価するのが困難な場合が発生する恐れがある。
① 分散型電源（主に同期発電機）の多連系により系統の短絡容量が増大し、開閉器等の系統機器、需要家の遮断器等の短絡電流耐量が不足し、機器損傷（遮断不能等）が発生すること
が懸念される。
① 配電系統で短絡事故が発生した時に、分散型電源から供給される短絡電流によって、配電用変電所に流れる短絡電流が分流効果により減少し、過電流継電器（OCR）が未検出となり、
短絡事故を検出できない恐れがある。（特に長亘長線路での線路末端短絡事故等において顕著となる。）
② 他回線での短絡事故時、自回線に連系した分散型電源が変電所母線を通じて事故回線に短絡電流を供給し、自回線の過電流継電器（OCR）を動作させ、健全回線（事故回線でない回線）
を停電させる恐れがある。
① 分散型電源が多数台設置された場合、複数の能動型単独運転検出機能の相互干渉により、単独運転検出感度の低下（未動作、検出遅れ）が発生する恐れがある。この結果、線路作業
時の安全性、事故時自動再閉路や作業時系統切替等の運用への影響、さらには高低圧混触等の系統事故の除去に支障を来たす恐れがある。
② OVGR を設置しない低圧連系の分散型電源が増加した場合、地絡事故時に単独運転検出装置が動作せず、高低圧混触事故に対する保安確保が困難化する恐れがある。
③ 系統の電圧、周波数変動時に、受動式単独運転検出機能の過敏動作による一斉脱落が懸念される。
④ 能動型単独運転検出機能による外乱信号の重畳により、電圧等の系統電力品質が悪化する恐れがある。
⑤ 能動方式で、次数間高調波を出す単独運転検出装置を持つ分散型電源が増加すると、系統への高調波流出が問題となる。
⑥ 分散型電源が多連系した配電線に事故が発生し、変電所の遮断器が開放された時に、系統負荷と分散型電源の出力がほぼ等しい場合、分散型電源の単独運転防止機能が動作せず、系
統が充電されたままになり作業者の感電、及び遮断器の非同期投入による機器故障が懸念される。
⑦ 低圧単相連系の分散型電源において、短絡線間以外の線間に連系している場合、事故を検出できず運転を継続する可能性がある。
① バンクをまたぐ逆潮流が発生した場合、系統の保護協調、電圧管理に影響が懸念される。
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２．１．３

研究開発動向の分析

表 2-1-16 に整理した分散型電源大量導入時に配電系統側で懸念される問題項目の小項目
ごとに、２．１．１で整理した結果から最新の研究開発事例（表 2-1-1 から表 2-1-15）を
対象に研究開発状況、技術課題について分析した。
（1） 電圧上昇･電圧調整器の不正動作
（a）研究開発状況
電圧上昇･電圧調整機器に関しては最も多くの検討例があり、それらは配電系統
側で行われる対策と分散型電源側での対策の検討例に分類される。配電系統側で行
われる対策としては、新たな電圧調整用機器や、将来の配電系統の制御方式につい
て多数検討されている。
ⅰ）電圧調整機器の開発状況
電圧調整機器はパワエレ技術を用いたものと、それ以外のものに大別できる。
まず、パワエレ技術を用いた機器について述べる。
表 2-1-1 の文献#16「分散型電源集中連系に対応した電圧調整変圧器の開発」
では、太陽光発電システムが多数台集中連系された場合の配電系統側の対策と
して、電圧調整変圧器の開発例が報告されている。開発された電圧調整変圧器
の構成は、単相 50kVA 柱上変圧器の 2 次側に電圧調整用のインバータ、コンバ
ータ、直列変圧器を付加した一体型の構成で、二次側電圧を 101V 一定に制御す
るものである（図 2-1-1、図 2-1-2 参照）。装置の構成から、制御機能を追加す
ることで将来的にフリッカや高調波に対する補償の可能性もある。今後の課題
は集中連系箇所に設置した長期実証試験である。その他、表 2-1-1 の文献#3、
および文献#5 のようにサイリスタ電圧調整器についての検討例がある。

図 2-1-1

電圧調整器の電圧調整イメージ

図 2-1-2 システム構成図

また、表 2-1-1 の文献#6 および文献#9 では、いわゆる FACTS 機器を用いた電
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圧制御方式に関して検討されており、それぞれ太陽光発電、風力発電が多数連
系されたときの各種 FACTS 機器の電圧制御効果が評価されている。
文献#6「太陽光発電が多数導入された配電系統の FACTS 機器を用いた電圧制
御」では、太陽光発電が大量導入された住宅地域配電系統を対象とした FACTS
機器による電圧制御において、複数の FACTS 機器をそのコストに直結すると考
えられるインバータの必要最小容量を指標として比較している。FACTS 機器と
しては STATCOM、SSSC、UPFC、自励式 BTB を対象とし、ループ化を含めた様々
な配電系統の運用ケースを解析して各機器を評価した結果、UPFC が最もコスト
パフォーマンスが優れているとの結論を得ている。今後の課題は、UPFC の詳細
検討である。文献#9「風力発電が連系された配電系統における FACTS 機器によ
る電圧制御」では、文献#6 と同様にコストに直結すると考えられているインバ
ータの設備容量の観点から、シミュレーションによって複数の FACTS 機器の比
較検討が実施されている。検討条件は住宅地域系統（3.98km、3000kVA）の末端
に 1MW の誘導機型風力発電機を連系した場合が想定されている。FACTS 機器と
しては、STATCOM、SSSC、UPFC の 3 種類で、電圧制限違反を解決するのに必要
なインバータ容量が求められている。いずれの機器でも適正電圧を維持可能で
あるが、必要な容量は UPFC が最も小さくなっている。今後の課題は UPFC で、
例えば、風力発電連系時の動的な電圧不安定性を高速制御により解決できるか
について検討する必要があるとしている。
パワエレ機器以外では、例えば、表 2-1-2 の文献#1、#13、#18 では磁束制御
による無効電力調整装置について検討されており、6.6kV、300kVA の実証器が
開発されている（図 2-1-3 参照）。同装置は図 2-1-4 に示す直交磁心型の可変イ
ンダクタを用いたもので、特徴は高速かつ連続的な無効電力制御が可能で、変
換器を使わないので比較的低コストであることが挙げられる。直交磁心型可変
インダクタ単体では電圧を降下させる方向の制御しかできないが、実証試験で
は並列コンデンサを組み合わせて電圧を上昇させる方向の制御も可としている。
今後の課題は実用器の開発である。
また、さらに他のパワエレ機器以外の例としては、表 2-1-2 の文献#11「新型
SVR の開発〜分散型電源に対応した電圧調整機能の高度化」で新型 SVR の開発
について報告されている。従来型 SVR の問題点を改善した新型 SVR および遠制
機能と電圧調整機能を一体化･高度化した SVR 制御装置を開発し、これらを組み
合わせてフィールドテストを実施し、良好な結果を得ている。
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図 2-1-3 無効電力調整装置実証器の仕様と外観

図 2-1-4 直交磁心の構成

図 2-1-5 新型 SVR の構成と電圧調整方向
ⅱ）配電系統側対策システムの開発状況
既存の電圧調整機器を用いてそれらの協調制御方法や将来の配電システムに
ついて検討されている。表 2-1-3 の文献#7「分散型電源を含む配電系統の電圧
調整法に関する考察」では、SVR、負荷、分散型電源を協調制御して電圧調整を
行う方法について検討されている（図 2-1-6 参照）。分散型電源の大量導入を可
能とする将来の配電システムとして、電圧調整のための分散型電源の無効電力
制御と需給バランス調整のための負荷制御が提案されており、具体的には、情
報ネットワークを用いて各機器を協調的に制御するものである。アナログシミ
ュレータを用いて配電系統の電圧調整の実験を実施し、フィーダ内で負荷分布
に偏りがある場合や重負荷の場合には、各機器でそれぞれ個別に電圧調整を行
う独立制御では電圧を適正値に維持できないが、提案した協調制御では適正値
に維持されることが確認されている。
また、表 2-1-3 の文献#8「配電系統における集中型電圧制御方式の開発」で
は、配電系統における通信インフラの普及･整備を背景に、配電網に電圧/電流
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センサーを適宜設置し、その計測情報を基に、変電所バンクの LRT や配電線上
に設置された SVR のタップを集中制御する電圧制御方式が提案されている（図
2-1-7 参照）。フィールド試験で概ね良好な結果を得たと報告されている。今後
の課題として、制御周期の適正化などが挙げられている。
他に、表 2-1-3 の文献#11「分散型電源が連系された配電ネットワークにおけ
る最適送り出し電圧決定手法」では、分散型電源が連系された配電系統の高圧
配電線の三相電圧が適正範囲内であり、かつ、配電用変圧器の長寿命化と電圧
変動余裕の最大化を踏まえた最適な送出電圧プロフィールを厳密な組合せ最適
化のアプローチに基づき決定する手法が提案されている。また、表 2-1-3 の文
献#15「配電系統における自律的な電圧制御方式に関する一研究」では、今後出
現する可能性のある自律型小規模ネットワークを考え、その課題である電圧制
御方式について、マルチエージェントシステムを用いた新しい制御方式が提案
されている。提案方式では、自律分散方式と同等の電圧制御ができ電圧制御に
対する有効性が検証されている。

図 2-1-6 協調制御による将来の配電ネットワーク
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図 2-1-7 集中型電圧制御のシステム構成と制御演算フロー
ⅲ）分散型電源側での対策の開発状況
分散型電源側での電圧問題への対策としては力率や出力を調整する方法があ
り、現状は個々の分散型電源で独立に実施されている。ここでは、分散型需要
家を集中的に制御する例、独立的に制御する例、自立分散的に制御する例など
についての検討例について述べる。また、需要家に電力貯蔵装置等を設置して
対策する例についても述べる。
多数の分散型電源を集中制御する例として、分散型電源の統合制御システム
が挙げられる。表 2-1-4 の文献#11「分散型電源の力率制御による配電系統の電
圧調整効果」では、住宅地域の配電系統に多数の太陽光発電システム（PV）が
連系した場合を想定し、これらの力率を統合的に制御した時の受電点の電圧調
整効果、及び配電線で生じる電力損失への影響についてシミュレーションによ
り検討されている。図 2-1-8 に分散型電源の統合的な力率制御を実現するため
のシステム構成例を示す。本システムでは、PV を統合的に制御するため、系統
制御センターと分散型電源制御センターを設置し、PV 設置需要家の系統連系イ
ンバータに分散型制御センターと通信するための監視制御ユニットを設置する。
系統制御センターは系統情報（系統電圧、送出電圧、電流、系統構成）や需要
家の受電点の電圧情報に基づき、PV の運転力率パターンを分散型制御センター
に提示する。分散型制御センターは提示された力率パターンに基づき通信回線
等を介して各需要家の PV の力率を制御する。PV の導入増加に伴う電圧変動に
対して、多数の PV を連携させることにより出力制限を行わずに適正電圧を維持
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するため、電源の利用率向上や電圧維持に関わる系統側対策コストの抑制等の
効果が期待できる。
また、表 2-1-4 の文献#25「需給インターフェイスによる太陽光逆潮流時の電
圧上昇抑制手法」では、需給インターフェイス（需給 IF）を用いた電圧抑制手
法について述べられている。需給 IF は需要家パワーコンディショナに分散型電
源の出力変動補償、無効電力舗装の制御指令を与える。実証試験の結果、従来
制御に比べ（各インバータが連系点電圧にもとづいて個別に制御）、低圧系統全
体で P 抑制量を 12%小さくできた。今後の課題は、長期信頼性（制御安定性、
有効性）の検証、実系統での運用管理とリンクさせての検証である。
多数の分散型電源を自立分散的に制御する例としては、表 2-1-4 の文献#19、
#20 の自端情報による分散型電源の無効電力分担制御に関する報告がある。電
圧上昇抑制制御時の分散型電源間の出力不均等化を防ぐため、自端情報による
分散型電源間の無効電力分担制御手法が提案されている。分散型電源 A が電圧
上昇抑制に移行したことを、分散型電源 B が dV/dP で検出して無効電力の助成
運転に移行するというものである。この制御手法を実験的に検討し、有効性が
確認されている。今後の課題は提案手法の適用可能範囲（分散型電源の連系台
数や連系位置）の明確化、遠隔制御による集中制御との比較である。
需要家側に電力貯蔵装置をおく例としては、表 2-1-4 の文献#16「需要家設置
の電力貯蔵装置による配電系統の電圧適正化に関する研究」では、電力貯蔵装
置を導入する需要家に対して電気事業者が補助金を支払う代わりに、電気事業
者は貯蔵装置の一部を配電系統の制御に利用できることを想定し、分散型電源
が多数導入される配電系統における電圧適正化の効果について評価されている。
また、文献#17「小規模分散ネットワーク構成の太陽光発電システムにおけるオ
ンライン電圧制御手法の検討」では、分散ネットワーク PV システムにおいてシ
ステム内電圧の適正範囲への維持、特に逆潮流時における電圧上昇の抑制を目
指し、オンラインモニタリングに基づいた蓄電装置の充放電制御アルゴリズム
を開発し、基礎的な検証実験を実施している。
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(a) An example applied to the residence area
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(b) Operation flow
図１ 分散型電源の力率制御システムの概念
Fig. 1. Concept of power factor control system
for distributed generators.

図 2-1-8 分散型電源の力率制御システムの概念

図 2-1-9 需要地系統低圧系統モデル
（b）重要となる技術課題
配電系統側での対策については、開発されている新たなコンセプトの電圧調整機
器の実系統での実証や低コスト化、電力貯蔵装置の有効活用が挙げられる。また、

2-52

分散型電源側での対策については、分散型電源の制御のための低廉な通信ネットワ
ークの構築や制御･通信インターフェイスの開発が挙げられる。
（2） 瞬時電圧変動
（a）研究開発状況
瞬時電圧変動については配電系統全体での対策に関する検討例よりも、瞬時電圧
変動が問題となる箇所での対策に関する検討例が多い。
配電系統側での対策について、表 2-1-5 の文献#1「電力会社における瞬時電圧低
下への取り組み」では、瞬時電圧低下に対する系統側での対策から、需要家へのコ
ンサルティングまで、電力会社が実施している具体的な取り組みについて報告され
ている。瞬時電圧低下の影響低減のための技術開発への取り組みとして、送電用ア
レスタ、相間スペーサのように瞬時電圧低下の原因となる雷による事故そのものを
防ぐもの、落雷位置標定システムのように落雷予測を行い需要家にテレフォンサー
ビスを行うもの、瞬低対策装置のようにオンサイトでの対策するものがある。例え
ば、レドックスフロー電池を利用した対策装置などがある。今後の課題としては費
用対効果の拡大が挙げられている。
分散型電源側の開発状況としては、表 2-1-5 の文献#2「並列形瞬時電圧低下･停
電補償措置の新しい回路方式」のように、並列機器である STATCOM（自励式 SVC、
SVG）と半導体や機械式高速スイッチを組み合わせ、瞬停時には STATCOM をコージ
ェネレーションの発電機の代役をさせ、系統回復後はただちに系統と再連系するシ
ステムについて検討例がある。
他に、電気二重層キャパシタを用いた装置についての検討例がある。表 2-1-5 の
文献#4「電気二重層キャパシタ内蔵電力品質補償装置の制御方法の検討」では、電
気二重層キャパシタを内蔵した電力品質補償装置（PQC）を配電系統に適用した場
合に、タップ付き柱状変圧器（SVR）のタップ制御と PQC 制御の協調を取った制御
方式を検討し、ディジタルシミュレーションにより解析･評価されている。また、
同じく表 2-1-5 の文献#15「電気二重層キャパシタ内蔵型電力品質補償装置の試作
装置による効果解析」では、電気二重層キャパシタを内蔵した電力品質補償装置
（PQC）による分散電源の出力電力変動抑制及び高調波抑制機能を検討している。
高調波抑制機能検証のため 7.1kVA の PQC 縮小モデルを試作し（図 2-1-10 参照）
、
模擬送電線と組み合わせて検証試験を実施しており、解析結果と試験結果はよく一
致する結果が得られている。より実用的な制御手法の検討が今後の課題として挙げ
られている。
また、分散型電源の出力変動そのものを低減しようとする例として、表 2-1-5 の
文献#5「最小分散制御を用いた風力発電機のピッチ角制御による出力電力変動の抑
制」では、大型風力発電機の出力電力変動抑制に有効なピッチ角制御の補償に最小
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分散制御を用いた風力発電機のピッチ角制御法が提案されている。提案手法は、同
定器を用いて出力偏差をオンライン同定し、常に制御偏差を小さくするように入力
を補償するもので、パラメータ測定誤差が生じた場合でも出力偏差を補償すること
が可能である。
さらに、表 2-1-5 の文献#6「回転形位相調整機の実風力発電設備端試験による性
能検証結果」では、回転形位相調整機（RPS）を風力発電設備の電力変動補償装置
として並列型構成で検証したときのシステム構成、組合せ試験結果が報告されてい
る（図 2-1-11 参照）。風力のタワーシャドウ効果による 1 秒周期の P 変動にも応答
可能で、パワエレ機器や二次電池よりも安価であるとされている。
（b）重要となる技術課題
開発されている新たなコンセプトの瞬時電圧変動補償装置の実系統での実証や
低コスト化、電力貯蔵装置の有効活用が挙げられる。また、配電系統側での対策に
ついては、品質別電力供給システムなどの実証、コストパフォーマンスの評価が重
要と考えられる。

図 2-1-10

電気二重層キャパシタを用いた電力品質補償装置の構成と仕様

図 2-1-11 回転形位相調整機（RPS）の概念
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（3） フリッカ
（a）研究開発状況
（1）（2）で示した電圧に関する検討例では、フリッカについて明記はされてい
なくてもその対策を含んでいると考えられる。特に、フリッカとして明記してある
例として、表 2-1-6 の文献#1「電圧･無効電力制御のための配電系統における SVR
と SVC の協調制御」では、これまでの自律分散形電圧制御では考慮していなかった
フリッカに対する制御方式として、既存の電圧制御機器（SVR）と FACTS 機器（SVC）
における協調制御方式が提案されている。
また、フリッカの評価に関する検討例として、表 2-1-6 の文献#2「配電系に連系
される風力発電機の電圧フリッカ解析」では、誘導発電機の機械的入力と電気的出
力の関係を伝達関数としてモデル化することにより、潮流計算を用いて風力発電に
よる電圧フリッカの目安を算定する手法が提案されている。その他、フリッカの評
価機能を持つ解析システムの例として、表 2-1-15 の文献#2「電力品質解析支援シ
ステムの開発（1）-システム概要-」では、分散型電源の系統連系時の電力品質（電
圧変動･フリッカ値など）の影響が把握でき、改善策検討の効率化･高度化が可能と
なる電力品質解析支援システムを開発されている。また、表 2-1-15 の文献#10「配
電系統解析システムの開発」では、分散型電源が連系した配電系統の各種検討を支
援するための配電系統解析システムが報告されている。同システムは、現在運用中
の配電自動化システムと LAN で結ばれた汎用パソコンに組み込み、電圧電流解析、
電圧調整機器の整定解析、フリッカ解析、短絡電流解析、ループ潮流解析、低圧系
統解析を実施することができる。表 2-1-15 の文献#11「系統連系技術検討支援シス
テムの開発」では、配電設備管理用の業務システムの出力データを活用した技術検
討支援ツールの開発が報告されている。同システムにより電力容量、電気方式、力
率、バンク逆潮流、常時電圧変動、瞬時電圧変動、フリッカ、短絡容量の検討を実
施することができる。
（b）重要となる技術課題
（1）（2）に記載した通りである。
（4） 不平衡
（a）研究開発状況
表 2-1-7 の文献#1「分散型電源を含む三相不平衡配電系統の損失最小化手法」で
は、問題点として、「配電系統の損失最小となる開閉器開放位置は三相平衡条件と
して決定、不平衡だと損失最小とならない可能性がある」ことが示唆されている。
この問題に対し、放射状配電系統に不平衡な出力の分散型電源が接続されるなどし
て、配電系統が三相不平衡状態である場合にも、損失最小な開放開閉器の位置を決
定可能な手法を提案し、数値計算を通して解法の妥当性を検証している。具体的に
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は、タブー探索が適用されている。
表 2-1-7 の文献#5「CGS 系統連系中の保護継電器不要動作事例に関する原因と防
止対策」では、他の問題点として、不平衡による RPR の不要動作の可能性が指摘さ
れている。系統連系ガイドラインでは、RPR は 1 相の電流を計測しこれを 3 倍して
動作判定しているため起こりうるとしている。系統連系する分散電源の設置計画に
際し、①電力不平衡を考慮した保護継電器の採用、②三相平衡化させる電気設備の
構築、③設備の運転方法･特性を考慮した発電機の運転制御方法等を総合的に検討
し、各施設に適した設備の構築が必要であることが提案されている。
表 2-1-7 の文献#4「単相負荷の接続替えによる三相電圧不平衡の改善支援手法」
では、分散型電源が連系された配電系統の三相電圧不平衡を単相負荷の接続替えに
よって改善する際に、計画者の意思決定を支援するための手法が提案されている。
提案手法は、送出電圧、負荷、ならびに分散型電源出力が変動する複数の時間断面
において、全ノードの三相電圧不平衡率を指定値以下に抑えるという制約条件下で、
単相負荷の接続替えの回数が最小となる単相負荷の接続状態を決定するものであ
る。
表 2-1-7 の文献#8「無効電力
補償機能を有する単相三線式
配電系統用電流バランサ」では、
単相三線式配電系統に接続す
る電流バランサシステムに、無
効電力補償機能を追加するこ
とにより、負荷電流が遅れから
進みまで広い範囲で変化して
も、その無効分が補償され、2
つの系統電流はほぼ力率 100%
で平衡することが報告されて
いる。図 2-1-12 のように電流

図 2-1-12 単相三線式配電系統用

バランサは、中性線と直流コン

電流バランサのシステム構成

デンサを共通とした 2 組のハ
ーフブリッジ高力率清流回路（コンバータ 1、コンバータ 2）で構成されている。
（b）重要となる技術課題
配電系統側での対策については、不平衡を改善するための機器の開発や、不平衡
を考慮した系統構成の決定手法の確立が重要になると考えられる。また、需要家側
では不平衡で誤動作しないような保護装置の構成、整定方法が必要となる。
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（5） 高調波（電圧･電流歪み）
（a）研究開発状況
表 2-1-8 の文献#1「太陽光発電系統連系
インバータを活用した高調波抑制手法の
基礎検討」では、パワーコンディショナに
より積極的に配電系統の高調波抑制に貢
献するための制御方式について報告され
ている。負荷端子電圧歪み検出による高調
波補償の制御方式を太陽光発電系統連系
インバータに応用し、配電系統の電圧歪み
補償を目的として、連系インバータの余剰
容量をオンラインで評価しつつ高調波補
償の深さを柔軟に制御可能な連系インバ
ータ制御システムが検討されている。シミ
ュレーションにより評価した結果、太陽電
池出力のない夜間には補償効果が大きい
が、太陽電池出力が大きくなると高調波補
償よりも基本波出力が優先されるため負
荷端子電圧には歪みが残る結果となって
おり、余剰容量を活用すれば補償できるこ
とが確認されている（図 2-1-13 参照）。課
題は負荷電流検出方式など他の補償方式
との比較である。

図 2-1-13 高調波補償効果の
シミュレーション結果

また、表 2-1-8 の文献#2「分散型電源が
連系されている高圧配電系統の高調波発生現象の分析」では、自然エネルギーを活
用した分散型電源が連系されている高圧配電系統にて発生した高調波現象とその
調査過程で得られた知見について報告されている。新たな問題点として、配電系統
の共振条件に SVC 固有の制御特性（制御回路内のサンプリング周波数）が重なり、
微小な高調波が共振により増幅される可能性があることが指摘されている。さらに、
連系協議での高調波対策や高調波調査に対するより一層のノウハウの蓄積が重要
であるとしている。
運用面からの例としては、表 2-1-8 の文献#3「電圧歪率面から見た配電ネットワ
ーク構成の評価」では、電圧歪率を評価することで高調波の影響の最も少ない高調
波面から見て最適な系統構成を決定するための評価手法について検討されている。
標準配電系統モデルから抽出した、ピーク負荷時の配電損失が少ない系統構成候補
の上位 50 候補を評価対象として、EMTP を用いて電圧歪率が求められている。
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（b）重要となる技術課題
配電系統側での対策については、アクティブフィルタなど高調波の補償装置の低
コスト化や高調波低減を考慮した系統構成の決定手法の確立などが挙げられる。ま
た、分散型電源側では連系インバータの高調波抑制制御技術や、連系インバータを
系統の高調波抑制に積極的に活用するための制御技術の確立が挙げられる。
（6） 高調波（ノイズ）
（a）研究開発状況
表 2-1-8 の文献#4「太陽電池からの電磁雑音」では、太陽光発電システムを構成
する太陽電池、電線（直流及び交流）、及びパワーコンディショナについて、各部
の電磁雑音が他の家電製品等へ与える影響が調査されている。また、他の家電製品
から放射される電磁雑音が太陽光発電システムに与える影響について現状を把握
し、その解決方法と効果の評価が実施されており、パワーコンディショナで発生し
た電磁雑音が太陽電池パネルから放射されることが示されている。さらに、電池モ
ジュールの金属フレームを接地することで電磁雑音の放射が減少されることが確
認されている。CISPR22 の許容値を目標とした場合、パワーコンディショナからで
る電磁雑音を大幅に抑制する必要性が指摘されている。
関連して、表 2-1-8 の文献#5「太陽光発電システム用パワーコンディショナの電
磁環境性」では、パワーコンディショナから発生される妨害波端子電圧の測定手法
について検討されている。また、文献#6「インバータ応用機器からの電磁妨害」で
は、インバータ応用機器からの電磁妨害の実態の一例が報告されている。連系イン
バータには現状では CISPR のような明確な法規制がないため、電磁両立性に配慮が
必要であるとの要望が提示されている。
（b）重要となる技術課題
分散型電源側では、電磁雑音の抑制を考慮した連系インバータの確立や、アクテ
ィブあるいはパッシブな電磁雑音フィルタの開発などが挙げられる。そのためには、
電磁雑音の評価のためのモデリング･解析技術、および計測技術の開発が必要にな
ると考えられる。
（7） 直流電流の系統流出
（a）研究開発状況
連系インバータの小型化、軽量化、高効率化、低コスト化のためにはトランスレ
ス方式の採用が有効である。表 2-1-8 の文献#8「直流分流出検出と直流地絡検出の
新方式−燃料電池用インバータ−」では、トランスレス方式の燃料電池用インバー
タのための新しい直流分流出方式と直流地絡検出方式が提案されている。図 2-1-14
に開発されたトランスレスインバータの構成と直流電流検出方式を示す。系統連系
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ガイドラインでは、インバータの定格出力電流の 1%を超える直流電流が商用系統に
流出した場合、0.5 秒以内にインバータを停止することとなっているため、安価な
直流電流検出器（DCCT）を用いて高精度かつ高速の直流電流流出の検出方式が開発
されている。安価な DCCT は経時オフセット変化が大きいため、運転開始直前のオ
フセットを記憶しゼロ電流校正を行うことにより、DCCT のオフセットが検出誤差
に与える影響は温度ドリフトのみとなり、高精度な検出が可能となっている。

図 2-1-14 トランスレスインバータの構成と直流電流検出方式
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、流出した直流電流による柱上変圧器等の直流偏磁防止対策の検
討が挙げられる。分散型電源側では直流電流の流出抑制のための検出･制御技術の
開発が必要となる。
（8） 系統管理（潮流･電圧）
（a）研究開発状況
系統管理上の問題点としては、潮流に関するものと、電圧に関するものに分けら
れる。電圧の管理ついて、表 2-1-9 の文献#3「区分開閉器活用による分散電源導入
可能領域の増加」では、分散電源が多数連系された配電系統の電圧管理問題に焦点
を当て、従来、電圧制御を目的としては用いられてこなかった区分開閉器を積極的
に活用する新しい電圧管理手法が提案されている。分散型電源の導入量に偏りがあ
るフィーダが混在していると送出電圧では調整が困難となるため、時間帯別実効イ
ンピーダンスを用いて LDC 方式により電圧を推定し、区分開閉器による系統構成の
変更（区間振替）を行うものである。シミュレーションで提案手法の適用により電
圧の管理値逸脱が発生しない分散電源導入可能容量が大幅に改善されることが示
されている（図 2-1-15 参照）。課題として、各地点の電圧の状況を把握し補償点を
適切に設定することが導入可能量を増やすポイントとされている。
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また、表 2-1-9 の文献#8「分散型電源を考慮した系統運用方法の検討」では、分
散型電源の多数台連系に対応した電圧管理方法を検討する前段として、太陽光発電
システムが高密度で多数台連系されている配電線において測定調査結果が報告さ
れている。連系点の電圧上昇測定結果（約 0.5〜1V）に対し、太陽光発電の進相運
転による電圧上昇の抑制効果は 0.041V と 10%に満たなかったことが示されている。
太陽光発電のさらなる普及時に、太陽光発電側での出力抑制を回避するため電力系
統側での対策の必要性が指摘されている。
潮流管理については、事故復旧時の問題についていくつかの検討例がある。表
2-1-9 の文献#5「分散型電源の一斉解列を考慮した事故復旧」では、系統事故時に
は分散型電源が一斉に解列し事故配電線の供給分に分散型電源解列分の負荷が停
電になると、停電区間の負荷を融通する先となる隣接フィーダの容量を超えてしま
うという問題が指摘されている。対策として、配電線事故時に停電区間が残らない
ような系統構成（復旧目標構成）に変更する方法があるが、ここではこれに分散型
電源の連系と一斉解列を考慮した復旧目標構成の決定手法が提案されている。具体
的には、分散型電源が一斉解列された際に、系統運用制約として、線路容量、電圧、
放射状構成を制約条件とし、系統構成変更数の最小化を目的関数とした最適化問題
に帰着してこれを解いて復旧目標構成を決定するものである。
他にも事故復旧時の問題については、系統構成の決定に表 2-1-9 の文献#13 のよ
うにタブーサーチを用いた検討例や、表 2-1-9 の文献#16 のようにマルチエージェ
ントを用いた検討例がある。

（a）区分開閉器制御なし

（b）区分開閉器制御あり

図 2-1-15 分散型導入可能容量の比較
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（b）重要となる技術課題
配電系統側では、電圧管理については分散型電源の出力監視システムの開発、潮
流管理については分散型電源の不確実性を考慮した系統操作手法の確立等が挙げ
られる。そのためには、低廉なセンサーや配電系統の状態を少ない監視情報から推
定する技術などが必要になると考えられる。また、分散型電源側では、再起動時間
短縮など分散型電源の起動停止特性の向上に関する技術課題や、分散型電源の統合
制御システム実現のための課題が重要になると考えられる。
（9） 機器管理（電圧調整器管理）
（a）研究開発状況
機器管理の面では、SVR 等の電圧調整機器のタップ管理（設定、切替頻度増加）
への対応が問題となる。これに対しタップ動作頻度を推定する手法や、タップ切替
回数を最小化するための送出電圧の決定手法などが検討されている。
表 2-1-9 の文献#19「風力発電機連系を考慮した SVR 整定支援システムの開発」
では、風力発電機、系統構成、SVR 整定値、風況等の情報から SVR のタップ動作頻
度を推定する手法が開発されており（図 2-1-16 参照）、解析支援システムに組み込
まれている。

図 2-1-16

SVR タップ動作頻度推定手法

図 2-1-17 タップ切替回数最小化のための
送り出し電圧決定フロー

また、表 2-1-9 の文献#17「分散型電源が連系された配電系統における送り出し
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電圧の最適決定手法」では、分散型電源が連系された配電系統において、配電用変
圧器タップ切替回数が最小となり、かつ、電圧余裕の二乗の重み付け和が最小とな
る送出電圧の 24 時間プロフィールの最適決定手法として厳密解法に基づく手法が
提案され、配電系統モデル上で数値計算を行いその妥当性を検証されている。
（b）重要となる技術課題
配電系統側において、無接点化などメンテナンス頻度低減を考慮した電圧調整機
器の開発やタップ切替頻度の推定技術の実用化が重要になると考えられる。
（10） 系統運用（系統切替）
（a）研究開発状況
系統切替を行う際には、ループ点の開閉器を投入して一時的にループ系統が構成
されるが、このとき、瞬間的な電圧の大きさ･位相の変化が発生し、さらにループ
系統を循環する電流が流れる。表 2-1-9 の文献#1「分散型電源を考慮した系統運用
に関する基礎的研究」では、上記の影響について EMTDC によりシミュレーションを
行い、①ループ中の配電線送出電流は分散型電源が連系している場合には連系して
いない場合に比べて大きくなる場合があること、②ループ点開閉器の両端の電圧位
相差が大きい場合（8 度以上）には周波数変化率単独運転検出方式の単独運転検出
装置が不要動作する可能性があることが指摘されている。
表 2-1-9 の文献#7「分散型電源連系配電線の系統切替の影響に関する実証研究
（Ⅱ）」では、上記問題点について実規模の実験線路と実機を用いた実験により検
証が実施されている。単独運転については、検出レベルに達するものの継続時間は
約 0.15 秒であり、一般的な検出時限（0.5 秒程度）に整定していれば不要動作を避
けられることが示されている。また、①については線路許容電流以下で、過電流リ
レーも動作しないことも確認している。さらに、従来のループ切替計算方法では、
線路潮流方向を固定して簡略化しているが、分散型電源が連系している場合には正
確な評価とならないため、潮流方向を計算的に求めてループ切替計算を行い切替実
施の可否を検討する方法が提案されている。
また、表 2-1-9 の文献#11「日負荷データを考慮した配電線ループ切替に関する
事例検討」では、現状のループ可否判定手法の精度を検証するため、実系統の毎時
計測データを用いて、現行の一律基準によるループ可否判定結果と、ループ横流計
算による可否判定結果との比較調査の事例が報告されている。某電力会社では、電
圧差 200V、位相差 5°でループ化と一律に判定していたが、この一律判定によりル
ープ不可であった点でもループ横流計算による論理的判定によるとループ可であ
ることが分かった。これにより連系開閉器の有効活用につながり、さらなる系統運
用の高効率化が期待できる。
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（a）従来法

（b）提案手法
図 2-1-18 ループ可否判定手法

（b）重要となる技術課題
配電系統側では、潮流の方向や電圧位相などの低廉な系統情報計測用センサーの
開発や、分散型電源を考慮したループ切替判定手法の確立のためのループ切替計算
の高精度化、潮流方向の推定手法の開発が挙げられる。
（11） 系統運用（電力損失）
（a）研究開発状況

Pf=100%
Pf=-90%

表 2-1-4 の文献#11「分散型電源の力

Pf=-95%
Pf=-85%

750

では、住宅地域の配電系統に多数の太陽
光発電システム（PV）が連系した場合を
想定し、これらの力率を統合的に制御し
た時の受電点の電圧調整効果、及び配電
線で生じる電力損失への影響について
シミュレーションにより検討されてい
る。PV の力率を制御しても PV 導入前の
時よりも損失は小さいという結果が報
告されている（図 2-1-19 参照）。
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図10 配電線の電力損失
Fig. 10. Power loss in distribution line.

図 2-1-19 配電線の電力損失

また、表 2-1-7 の文献#1「分散型電源
を含む三相不平衡配電系統の損失最小化手法」では、配電系統の損失最小となる開
閉器開放位置は三相平衡条件として決定されており、不平衡だと損失最小とならな
い可能性がある点が示唆されている。この問題に対し、放射状配電系統に不平衡な
出力の分散型電源が接続されるなどして配電系統が三相不平衡状態である場合に、
タブーサーチを適用した損失最小な開放開閉器位置の決定手法が提案され、数値計
算を通して解法の妥当性を検証している。
表 2-1-9 の文献#20「3 分割 3 連系配電ネットワークにおける配電損失最小構成決
定手法」では、系統運用制約（線路容量制約、電圧降下制約、放射状構成制約、3
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分割制約）に基づいて、取り扱う構成候補数を段階的に削減しながら、3 分割 3 連
系配電ネットワークの配電損失最小構成を列挙法で厳密に決定する手法が提案さ
れている。
さらに、表 2-1-4 の文献#12「需要家設置の電力貯蔵装置と配電ネットワークの
協力システムに関する基礎的研究−電圧適正化と配電損失低減効果−」では、需要
家設置の電力貯蔵装置を用いた配電系統の電圧適正化と配電損失低減の効果が検
討されている。無効電力出力だけではなく無効電力の出力を適度に調整することに
よって効果が大きくなるが、需要家に生じるデメリットも大きいことが確認されて
いる。
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、分散型電源の普及に対応して設置する各種制御機器の低損失化
や、電力品質･経済性などの多面的な評価手法の確立が挙げられる。また、分散型
電源側では、連系インバータの損失低減など分散型電源の効率向上や分散型電源や
需要家設備を積極的に活用した運用システムの開発などが挙げられる。
（12） 設備計画（計画困難化、利用率低下、コスト）
（a）研究開発状況
分散型電源の連系にともなう設備計画の作成手法で、電力品質面に着目した検討
例がある。表 2-1-10 の文献#1「分散型電源の導入に伴う配電系統の経済的な設備
計画手法の検討」では、需要家があるシナリオをもとに分散型電源を導入する計画
を持っている時に、常時電源として期待できる分散型電源と常時電源として期待で
きない分散型電源の導入による影響を考慮し、配電線の損失低減を図るため分散型
電源の最適配置計画を織り込んだ配電系統の経済的な設備形成手法が提案されて
いる。
2-1-10 の文献#2「需要家の分散型電源利用を考慮した配電系統の設備計画手法の
検討」では、分散型電源の導入に伴う需要家の振る舞いを考慮した配電系統の設備
計画手法が提案されている。単純なモデルを用いたシミュレーションによりアンシ
ラリーサービス料金について考察されている。課題としては、供給サイドからみて
望ましい箇所（経済的効果がある箇所）への分散型電源の誘導施策の検討、供給信
頼度への影響も考慮した設備計画手法が挙げられている。
表 2-1-10 の文献#3「配電ネットワーク構成の多面的評価」では、実データにも
とづいて構築した配電ネットワークの標準解析モデルを用いて、配電損失面、及び
電力品質（電圧歪、電圧不平衡）面から見て最適な系統構成候補を求め、更にこれ
ら 3 つの観点から多面的な評価を行い、総合バランス的に見て最適な系統構成を求
める手法が提案されている。
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次に、コストに着目した検討例として、表 2-1-10 の文献#4「PDCA 手法を考慮し
たコスト評価型配電設備計画支援システムの検討」では、現状の設備計画は人間の
経験と勘に頼っている部分が多く、担当者のスキルによって無理、ムダ、ムラが発
生するか可能性があるとの前提のもと、
PDCA 手法を考慮したコスト評価型設備
計画支援システムの計算手法とその評
価について報告されている（図 2-1-20
参照）。さらに、表 2-1-10 の文献#5 では
コスト評価型設備計画支援システムを
用いて、将来負荷を系統へ反映させたと
きの違反解消･供給信頼度確保に伴う対
策工事コスト･効果の評価シミュレーシ
ョンが実施されている。本システムによ
り系統違反、供給信頼度、対策工事コス
トなどの多面的な観点から最適な工事
案を導出することが可能であることが

図 2-1-20 PDCA サイクルの適用

確認されている。
また、表 2-1-10 の文献#6「分散型電源の導入を考慮した配電系統の設備計画手
法の検討」では、分散型電源の導入を考慮した配電系統設備計画について、供給サ
イドの投資を減少させ、分散型電源の最適配置を導くようなコスト関数の定式化と、
実用的な規模の問題にも対応可能な遺伝的アルゴリズム（GA：Genetic Algorithm）
を用いた解法が提案されている。分散型電源の接続料金について提案、配電系統の
利用率向上に役立つことを示した。
次に、分散型電源の系統連系に係る審査業務の複雑化については、対策として解
析支援システムの導入が検討されている。表 2-1-15 の文献#15「分散型電源系統連
系技術検討支援システムの開発」では、分散型電源が高圧配電線に連系する際の技
術検討支援システムの開発が報告されている。膨大な設備データの入力作業を省力
化し、連系要件の技術検討を容易にしている。表 2-1-15 の文献#18「系統解析業務
に則した電力系統解析支援システムの開発−系統データ作成支援機能と需給断面
自動作成支援機能−」では、系統解析業務に則した各種データ作成支援システムと
して、①電力系統データ作成･管理支援、②発電機特性チェック支援、③需給断面
データ自動作成支援の 3 機能が開発されている。その他、連系可能容量の評価機能
などを組み込んだ各種解析支援システムが開発され導入されている。
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、設備計画困難化･設備利用率低下の問題については、分散型電
源の普及に伴う不確実性に対応した設備計画手法の確立、設備利用率向上に寄与す
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るための分散型電源との協調運用方法の確立、分散型電源を活用した経済的設備計
画手法の確立、電力品質、経済性などを多面的に評価できる設備計画手法の確立が
挙げられる。コスト面では、対策機器のあらゆる部品の低コスト化･小型化･軽量化
のための技術開発や、対策機器の設置位置の制約を考慮した最適配置選定手法の確
立が挙げられる。審査業務の複雑化に対しては、分散型電源の多連系でも容易に審
査が可能となる審査支援システムの構築、分散型電源多連系時の審査基準の明確化
（単独運転検出、直流流出等）、分散型電源多数台連系時にも審査が簡略化できる
信頼性の高い保護装置や発電設備の開発･改良が挙げられる。
分散型電源側では系統側の設備利用率向上に寄与する運用方法の確立が挙げら
れる。
（13） 短絡容量増大
（a）研究開発状況
既存の限流器の導入効果に関する定量的な検討や、新たな限流器の開発について
報告されている。表 2-1-11 の文献#2「AVR 付発電機連系需要家内の電圧変動に対す
る限流器導入効果」では、需要家内電圧の限流器による維持効果について、故障発
生から分散型電源を有する需要家を解列した後の時間までを対象として明らかに
した結果から、需要家内電圧の維持に必要となる限流抵抗の大きさを算出。その他、
表 2-1-11 の文献#6、及び文献#8 でも同様な検討がなされている。
また、限流器の開発については表 2-1-11 の文献#5「限流器の最近の技術動向」
に、電力系統における限流器実用化に向けての課題と、それらに対する現状の技術
レベルおよび検討例、また、将来の電力系統における限流器の役割について解説さ
れている。
表 2-1-11 の文献#3「22ｋV 短絡電流抑制装置の試験結果について」では、コンパ
クトで電柱上に設置可能な短絡電流抑制装置のフィールド試験結果が報告されて
いる。装置は短絡電流を限流するための限流抵抗体、限流抵抗体へ短絡電流を転流
器、限流した電流を遮断する遮断器で構成されている（図 2-1-21 参照）。また、表
2-1-11 の文献#4「電力系統シミュレータにおける SN 転移型超電導限流器の動作実
証試験」では、高温超電導薄膜を用いた SN 転移型超電導限流器の基本モジュール
を電力系統シミュレータに設置し、分散型電源が導入された配電系統を模擬したモ
デル系統により、基本特性や運用性能について実証試験が実施されている（図
2-1-22 参照）
。
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図 2-1-21 22kV 短絡電流抑制装置の構成

図 2-1-22 SN 転移型超電導限流器モ
ジュールの構成
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、短絡電流計算ツールの実用化や、限流器の導入効果解析にもと
づく設置基準、設置箇所の明確化が挙げられる。分散型電源側では、高速遮断器、
限流器の機能向上、センサーや高速スイッチの信頼度向上･コスト低減が挙げられ
る。
（14） 保護リレー検出（短絡･地絡）
（a）研究開発状況
短絡については、表 2-1-12 の文献#4 で「 分散電源が導入された高圧配電系統
における情報ネットワークを活用した保護リレーシステム」では、提案する保護シ
ステムの実現可能性に関する検討の第一段階として、放射状のモデル配電系統内に
おいて想定した三相短絡故障に対して動作確認を行い、本システムを用いることに
より、高速かつ確実な選択遮断を実現できる可能性があることが確認されている。
また、表 2-1-12 の文献#5「分散電源からの逆潮流に対応した事故区間判別機能付
開閉器のフィールド試験について」では、フィールド試験により基本的な動作を確
認し、潮流方向が反転した際の相電圧と相電流の位相変化から、分散電源からの逆
潮流が発生する配電線においても、電源側を適正に判別できる可能性があることが
確認されている。さらに、表 2-1-12 の文献#6「分散型電源連系の配電系統運用へ
の影響に関する実証研究（Ⅰ）」では、電中研赤城試験センターの実規模実験系統
において、分散型電源が連系している配電線について配電系統側と DG 設備側の双
方の地絡保護について実験的検証が実施されている。
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地絡については表 2-1-12 の文献#7「分散型電源連系の配電系統での地絡事故現
象への影響評価」では、分散型電源連系の配電系統での地絡事故現象への影響につ
いて、電中研赤城試験場の摸擬線路にて実験的検証を行い、系統側地絡事故検出装
置には影響はなく、分散型電源設備側事故検出装置には影響があることが示されて
いる。
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、低価格な方向検出可能な短絡保護リレーの開発、リレー整定支
援ツールの開発、リレー整定の高精度化、系統変更に柔軟に対応可能なリレー整定、
通信ネットワーク活用保護リレーシステムの検証などが挙げられる。また、分散型
電源側では、低圧側計測位置等による工事費用の削減、リレー整定の高精度化など
が挙げられる。
（15） 保護リレー検出（単独運転）
（a）研究開発状況
単独運転の検出に関しては継続して多くの機関で検討されている。特に、多数台
連系時の検出方式における相互干渉の問題に対する検討例が多い。例えば、表
2-1-13 の文献#14「異なる型の分散電源が共存する場合の重回帰解析を用いた単独
運転検出に関する検討」では、回転機型と、新エネルギーには燃料電池を想定した
インバータ型と組み合わせた分散電源が共存する場合を想定し、単独運転検出方法
について検討されている。
新たな検出方式･装置の検討例として、表 2-1-13 の文献#16「分散型電源集中連
系に対応した電圧調整変圧器･単独運転防止装置の開発」では、太陽光発電多数台
集中連系における電力系統側の対策の一方策として、単独運転防止装置が開発され
ている。同装置は柱上変圧器単位での単独運転防止を目的としたものである。また、
表 2-1-13 の文献#21「集中型単独運転防止方式の開発」では、転送遮断と強制短絡
を組み合わせた集中型単独運転防止方式が提案されており、フィールド試験により
有効性が検証されている。
単独運転時の現象解析については、文献#24「PV システム集中連系時の単独運転
防止機能の解析−実証試験系統の解析−」で、Y 法（実効値解析）による単独運転
防止の多数台解析手法が開発されており、試験結果との比較解析を行って妥当性を
検証するとともに解析モデルへフィードバックし、改良が進められている。また、
400 台までの太陽光発電システムについて並列運転解析が可能であることが報告さ
れている。
また、現行製品の性能試験について、表 2-1-13 の文献#25「PV システム集中連系
時の安全性評価−市販 PCS の単独運転特性試験−」では、PCS（太陽光発電システ
ム用パワーコンディショナ）の試験評価設備を開発し、4 台並列運転時の単独運転
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防止特性および電圧上昇抑制特性等の性能試験を可能にした。PCS 試験結果から、
一部に定格運転状態でも単独運転を継続する事例があり、低出力時に単独運転し易
いことから、サイト全体としての安全性設計に十分に注意する必要があることが示
されている。
（b）重要となる技術課題
配電系統側では、事故記録等による分散型電源側検出動作の管理･監視･転送遮断
機能や、新コンセプトの検出装置の実用化、複数台発電機の系統全体を考慮した協
調整定、分散型電源多連系時の審査基準の明確化と解析ツールの開発が挙げられる。
分散型電源側では、連系保護装置の低コスト化･多機能化、簡易整定ツールの整
備･高精度化が挙げられる。
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２．１．４

技術課題･解決の方向性の整理

H16 年 6 月の「電力系統制御システム技術検討会」報告書で整理された結果に、２．１．
３の分析結果から得られた知見を加えて整理した。表 2-1-17 に国内の配電系統における技
術課題･解決の方向性の整理結果を示す。
（1）電圧上昇･電圧調整器の不正動作
既存および開発中の電圧調整機器の協調制御方式について、実証試験等により効果
を検証し、制御方式･制御システムを確立することが重要であるが、現在、実証試験が
推進されており H19 年度末には基本性能の検証が終了することが期待されている。ま
た、全体コスト評価に基づく制御、及び費用の分担ルールを明確化することが、実証
システムを普及させる上で重要である。
（2）瞬時電圧変動
新たなコンセプトの対策装置を実用化するとともに、全体コスト評価にもとづく費
用の分担ルールを明確化することが重要と考えられる。品質別電力供給システムなど
の実証研究を通して需要家のニーズや、対策装置のコストパフォーマンスについて一
次評価が完了する予定である。
（3）フリッカ
（1）（2）に記載したとおりである。
（4）不平衡
（1）（2）に記載したとおりであるが、系統連系協議などの事前の計画段階での実
態評価、及び対策の明確化が重要と考えられる。
（5）高調波（電圧･電流歪み）
問題が発生した箇所で対策するのが効果的であり、低コスト･低ロス機器の開発と
実証、及び系統連系協議等での高調波対策や調査に関するノウハウの蓄積が重要と考
えられる。
（6）高周波（ノイズ）
連系インバータにおける電磁雑音の基準の明確化や、系統連系協議等での電磁雑音
対策･調査に関するノウハウの蓄積が重要と考えられる。
（7）直流電流の系統流出
配電系統において分散型電源の連系に起因する直流電流流出の実態や影響の程度
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についての調査が必要と考えられる。
（8）系統管理（潮流･電圧）
電圧管理や潮流管理において分散型電源の果たすべき役割を明確化し、その役割に
応じた運用方法を確立することが重要である。そのためには、分散型電源の統合制御
システムの実証が必要と考えられる。
（9）機器管理（電圧調整器管理）
電圧調整機器のメンテナンス頻度や管理コストを考慮した電圧管理手法の開発が
挙げられる。
（10）系統運用（系統切替）
従来の配電系統の電力潮流は変電所側から負荷側への一方通行であったことから
配電線路で潮流方向を観測できるシステムになっていないことがあり、潮流方向を監
視する手段を設けることが問題解決の一つの方向性として考えられる。また、ループ
バランスコントローラの適用も有効と考えられる、この場合には配電自動化システム
等、上位の制御システムとの連携が重要となる。
（11）系統運用（電力損失）
分散型電源の普及に対応して設置する各種制御機器の低損失化を図ることが基本
であるが、電力品質･経済性などを多面的に評価して運用するシステムの開発が有効と
考えられる。また、分散型電源や需要家設備を積極的に活用した運用システムも有効
な手段と考えられるが、その実用化のためには分散型電源の統合制御システムの実証
が必要である。
（12）設備計画（計画困難化･利用率低下、コスト、審査業務複雑化）
分散型電源の果たすべき役割を明確化し、その役割に応じた運用方法の確立、対策
機器の低コスト化･小型化･軽量化のための技術開発と実証、分散型電源多連系時の影
響評価のための各種データの蓄積、パソコンを使用した簡易な各種系統解析、審査支
援システムの構築が重要と考えられる。
（13）短絡容量増大
短絡に対する配電系統側、分散型電源側双方のシステム協調のとりかた、評価手法
の確立が重要となる。
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（14）保護リレー検出（短絡･地絡）
短絡方向等も検出する保護方式への変更の検討や、分散型電源連系が追加された配
電線の保護に対し、適切かつ公平な分散型電源側の整定見直しのしくみ確立、通信を
活用した保護システムの検討が重要と考えられる。
（15）保護リレー検出（単独運転）
多数台集中連系時の問題解決のため、電力会社による管理や低コストな転送遮断方
式を含めた単独運転検出手法の再検討の実施や、IT を活用した通信による安価な対策
システムの構築が重要と考えられる。
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表 2-1-17 国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（1/3）

重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究･開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

電圧

電力品質
高調波

高調波

直流電流

解決の方向性

分散型電源側

小項目
・電力系統制御システム、統
合制御システムの研究
・電圧調整機器の分散型電
源対応型への改良
・分散型電源対応解析支援
システムの開発
電圧上昇
・集中連系型太陽光発電シ
･
ステムの実証研究
電圧調整機器 ・新型電圧調整機器の開発
（集中連系対応、磁束制
の不正動作
御）
・各種電圧調整機器の協調
制御方式の検討
・センサー情報活用による
配電系統電圧制御方式の
検討
・高速電圧制御装置の開発
・分散型電源対応解析支援
システムの開発
瞬時
・風力発電電力系統安定化
技術開発
電圧変動
・新型機器の開発（電気二重
層キャパシタ応用、回転型
位相調整機）
・電圧調整機器の制御方式
改良
・ 風力発電対応評価手法の
フリッカ
高度化
・ フリッカ解析支援システ
ムの開発
・不平衡改善機器の開発
・不平衡改善支援技術の開
不平衡
発
・保護リレー誤動作防止の
検討
・分散型電源活用による抑
電圧･電流
制手法の検討
・
系統構成による高調波低
ひずみ
減手法の検討
・太陽光発電システムの電
磁雑音低減策の検討
ノイズ

系統流出

ハード

ソフト

ハード

ソフト

・電力系統制御 （電力系統制御システムの （電力系統制御システムの開発 （統合制御システムの開発のた （統合制御システムの開発のた ・実証試験等による各種対策の定量的な
効果検証
めの課題）
めの課題）
のための課題）
システム技術 開発のための課題）
検討会報告書 ・高度な制御を行うための ・各電圧調整機器の協調制御手 ・安価な統合制御システム（力 ・統合制御における力率制御手 ・系統側と分散型電源側の各種対策の最
適化（制御分担、全体コスト）
率制御端末、制御センター等） 法の確立
法の確立
系統情報計測センサーの
（H16.6）
・統合制御と系統制御の協調制 ・負担ルールの明確化
の開発
・現状の配電線運用との協調方
実用化
御手法確立
・逆潮流を未然に防ぐ安価な電
式の確立
・制御機器異常時のバック
・電力貯蔵装置の有効活用
力貯蔵装置の開発
・電力貯蔵装置の有効活用
アップ装置の開発
・低廉な通信ネットワーク
の構築
・表 2-1-1[#16]
・表 2-1-2[#18] ・新コンセプト機器の実証
・表 2-1-1
・[#6][#9]
・表 2-1-3[#7]
・表 2-1-3[#8]
・電力系統制御 ・高速電圧制御装置の低コ ・複数の電圧調整機器の協調制 ・一斉脱落防止のための保護装 ・系統側機器との協調
・電力貯蔵装置の有効活用
置の高度化
御手法の確立
スト化、信頼性確保、低
システム技術
・分散型電源の起動、停止時の
・電力貯蔵装置の有効活用
ロス化
検討会報告書
出力急変抑制
（H16.6） ・新コンセプト機器の実用
・品質別電力供給システムの開
化
発
・表 2-1-5[#4]
[#15][#6]

・表 2-1-6[#2]

・高度な制御を行うための ・各電圧調整機器の協調制御手 ・出力変動抑制技術の開発
法の確立
系統情報計測センサーの
・電力貯蔵装置の有効活用
実用化

・表 2-1-15
[#2][#10]等
・表 2-1-7[#8]
・表 2-1-7
[#1][#4]
・表 2-1-7[#5]

・不平衡改善機器の実用化 ・複数の電圧調整機器の協調制 ・不平衡で誤動作しないための
保護装置の高度化
御手法の確立
・不平衡を考慮した系統構成の
決定手法の確立

・表 2-1-6[#1]

・表 2-1-8[#1]
・表 2-1-8[#3]

（電圧上昇･電圧調整機器の不正動作と同
じ）

・系統連系協議等、事前の計画段階での実
態評価および対策の明確化

・アクティブフィルタなど ・高調波低減を考慮した系統構 ・連系インバータの高調波抑制 ・連系インバータの積極活用に ・低コスト、低ロス機器の開発と実証
対策機器の低コスト化
成決定手法の確立
制御
よる高調波抑制手法の確立
・連系協議等での高調波対策、調査に関す
るノウハウ蓄積

・表 2-1-8
[#4][#5]

・連系インバータからの流 ・表 2-1-8[#8]
出電流検出手法の高精度
化

・系統側機器との協調
・電力貯蔵装置の有効活用

・低コスト、低ロス機器の開発と実証
・系統側と分散型電源側の各種対策の最
適化（制御分担、全体コスト）
・負担ルールの明確化

・直流偏磁防止措置の検討
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・電磁雑音抑制手法の開発

・電磁雑音評価のモデリング･ ・連系用インバータでの基準の明確化
解析技術、計測技術
・連系協議等での高調波対策、調査に関す
るノウハウ蓄積

・流出電流抑制技術の開発

・流出電流抑制制御技術の確立

表 2-1-17 国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（2/3）
重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究･開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

系統管理

機器管理

・分散型電源を考慮した配
電自動化システムの検討
・配電線モニタリングシス
テムの開発
潮流･電圧
・太陽光発電多数台連系時
の電圧の定量的検討
・分散型電源一斉解列を考
慮した事故復旧支援手法
の検討
・SVR タップ切替頻度推定手
法の開発
電圧調整機器
・配電 TR タップ切替頻度最
管理
小化の検討

系統切替
系統運用
電力損失

運用 計画

･
設備計画
困難化
･
設備利用率
低下

設備計画

解決の方向性

分散型電源側

小項目

対策機器
設置コスト
･
機器設置
困難化

審査業務
複雑化

ハード

ソフト

ハード

ソフト

・電力系統制御 ・配電系統、分散型電源出 ・分散型電源の不確実性を考慮 ・再起動時間の短縮など起動停 （統合制御システムの開発のた ・分散型電源の果たすべき役割を明確化
し、その役割に応じた運用方法の確立
力監視システムの開発
した系統操作手法の確立
止特性の向上
めの課題）
システム技術
・統合制御における力率制御手
検討会報告書
法の確立
（H16.6）
・統合制御と系統制御の協調制
・表 2-1-9[#8]
御手法確立
・電力貯蔵装置の有効活用
・表 2-1-9[#5]
[#13][#16]

・表 2-1-9[#19] ・メンテナンス頻度低減に ・タップ切替頻度推定技術の実
用化
対応した電圧調整機器の
・メンテナンス頻度及びコスト
開発
・表 2-1-9[#17]
を考慮した電圧管理手法の開
[#18]
発
・分散型電源を考慮したル ・表 2-1-9[#7] ・潮流方向、電圧位相など ・分散型電源を考慮したループ
切替判定手法の確立
ープ切替判定手法の開発
[#11]
の系統情報計測センサー
・ループ切替計算の高精度化
の実用化
・潮流方向の推定手法の確立
・分散型電源を活用した運用シ
・損失低減のための系統構 ・表 2-1-9[#1] ・分散型電源の普及に対応 ・電力品質、経済性などの多面 ・連系インバータの損失低減
的評価手法の確立
・分散型電源の効率向上
ステムの実用化
して設置する各種制御機
[#19]
成決定手法の検討
器の低損失化
・需要家設備の協力システ ・表 2-1-9[#12]
ムの検討
・系統側の設備利用率向上に寄
・分散型電源の普及に伴う不確
・分散型電源の供給力とし ・電力系統制御
与する運用方法の確立
実性に対応した設備計画手法
システム技術
ての役割に応じた設備計
の確立
検討会報告書
画手法の検討
・設備利用率向上に寄与するた
（H16.6）
・電力貯蔵による分散型電
めの分散型電源との協調運用
源の不確実性軽減効果の
方法の確立
検討
・分散型電源を活用した経済的
・分散型電源を活用した経 ・表 2-1-10[#1]
設備計画手法の確立
[#2]
済的設備計画手法の検討
・電力品質、経済性などを多面
・多面的評価による系統構 ・表 2-1-10[#3]
的に評価できる設備計画手法
成決定手法の検討
の確立
・設置コスト低減のための ・電力系統制御 ・対策機器のあらゆる部品 ・対策機器の設置位置の制約を
考慮した最適配置選定手法の
の低コスト化、小型化、
システム技術
対策方法、設置箇所、整定
確立
軽量化のための技術開発
検討会報告書
値の検討
（H16.6）
・各種電圧調整機器の小型
化、軽量化（SVC 用変圧器
のコンパクト化、SVG の冷
却方式変更等）
・コスト評価型設備計画支 ・表 2-1-10[#4]
[#5]
援システムの開発
・分散型電源対応解析支援 ・電力系統制御 ・分散型電源の多連系でも ・分散型電源多連系時の審査基 ・分散型電源多数台連系時にも
審査が簡略化できる信頼性の
準の明確化（単独運転検出、
容易に審査が可能となる
システム技術
システムの開発
高い保護装置、発電設備の開
直流流出等）
審査支援システムの構築
検討会報告書
発、改良
（H16.6）
・系統連系技術検討支援シ ・表 2-1-15
[#15][#18]ほか
ステムの開発
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・電圧調整機器の無接点化の検討

・配電線路で潮流方向を監視するシステ
ムの構築
・ループバランスコントローラの適用
・電力品質･経済性などを多面的に評価し
て運用するシステムの開発
・分散型電源や需要家設備を積極的に活
用するための統合制御システムの実証
・分散型電源の果たすべき役割を明確化
し、その役割に応じた運用方法の確立

・対策機器の低コスト化、小型化、軽量化
のための技術開発と実証

・分散型電源多連系時の影響評価のため
の各種データの蓄積
・パソコンを使用した簡易な各種系統解
析、審査支援システムの構築

表 2-1-17 国内の配電系統における技術課題、解決の方向性の整理結果（3/3）

重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題

解決のための研究･開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

短絡容量

保護 保安

･
保護リレ
ー検出

解決の方向性

分散型電源側

小項目
ハード

ソフト

・ 短絡電流計算ツールの実用化
・ 電力系統制御
・高速遮断器の開発
システム技術
・限流遮断器の開発
短絡容量
検討会報告書
・ 短絡容量計算支援ツール
（H16.6）
の開発
増大
・ 表 2-1-11[#2]
[#5][#3][#4]
・ OCR 不要動作、不動作の定 ・ 電力系統制御 ・ 低価格な方向検出可能な ・ リレー整定支援ツールの開発
短絡保護リレーの開発
・ リレー整定の高精度化
システム技術
量的な検討
・ 系統変更に柔軟に対応可能な
検討会報告書
・ シミュレーションツール
リレー整定
（H16.6）
の開発
短絡･地絡
・ 通信ネットワーク活用保護リ
・ 情報ネットワーク活用保 ・ 表 2-1-12[#4]
レーシステムの検証
護リレーシステムの検討
・ 地絡保護の定量的な検討 ・ 表 2-1-12[#6]
[#7]
・ 各種単独運転検出装置の ・ 電力系統制御 ・ 事故記録等による分散型 ・ 複数台発電機の系統全体を考
慮した協調整定
電源側検出動作の管理･
システム技術
開発
・ 分散型電源多連系時の審査基
監視･転送遮断機能
検討会報告書
・ シミュレーションによる
準の明確化と解析ツールの開
（H16.6） ・ 新コンセプトの検出装置
各種単独運転検出装置の
発
の実用化
・
表
2-1-13
効果検討
分散型電源単
[#24]
・ 高低圧混触問題の課題整
独運転検出
理
・ 異種検出方式の相互干渉 ・ 表 2-1-13
[#14][#25]
の検討
・ 集中連系対応型の単独運 ・ 表 2-1-13
[#16][#21]
転検出装置の開発
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ハード

ソフト

・ 高速遮断器、限流器の機能向
上
・ センサー、高速スイッチの信
頼度向上、コスト低減

・ 短絡に対する系統側、分散型電源側双方
のシステム協調のとりかた、評価手法の
確立

・ 低圧側計測位置等による工事 ・ リレー整定の高精度化
費用の削減

・ 短絡方向等も検出する保護方式への変
更の検討
・ 逐次、分散型電源連系が追加された配電
線の保護に対し、適切かつ公平な分散型
電源側の整定見直しのしくみ確立
・ 通信を活用した保護システムの検討

・ 連系保護装置の低コスト化、 ・ 簡易整定ツールの整備、高精 ・ 多数台集中連系時の問題解決のため、電
多機能の併用
度化
力会社による管理や低コストな転送遮
断方式を含めた単独運転検出手法の再
検討の実施
・ IT を活用した通信による安価な対策シ
ステムの構築

２．２

上位系統への影響

２．２．１

学会発表等

分散型電源の大量導入が上位系統へ与える影響について国内の文献、情報を調査し、結果
を表 2-2-1 に整理した。また、Web での調査結果については、表 2-2-2 に URL を整理した。
表 2-2-1 上位系統への影響に関する文献
学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

H16 電気学
会誌
（2004）

124-1

風力発電の系統 甲 斐 隆 章 （ 明 電 突風などによって風力発電機の出
連系について
舎）
力が増加した場合、負荷が一定で
あればガバナフリー運転を行って
いる発電機の出力は減少する。逆
に風力発電機の出力が減少すると
周波数は低下する。
電源構成比率（風力発電の容量/電
力系統の電源容量）が大きいほど
周波数への影響が大きくなる。
発電機を可変速化することによっ
て出力変動を小さくする方式が開
発されている。

H16 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2004）

49

基幹系統と配電
系統の統合モデ
ルを用いた分散
電源の導入可能
性評価

H17 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2005）

164

分散電源を考慮 柳田将臣･石亀篤 分散型電源の出力変動によって、
した電力系統の 司 （ 大 阪 府 立 大 系統電源が周期変動する場合、系
振動現象
学）
統の固有周波数に基づいた共振現
象が生じる場合がある。
また、特定の発電機に対して分散
型電源の影響が大きくなるような
場合、そのミクロな出力変動によ
って発電機間のバランスを乱し、
マクロな振動を引き起こす可能性
がある。

太田浩司･篠原雄
一 郎 ･林 武人･藤
井康正･山地憲治
（東京大学）

2-76

送配電系統を基幹系統と配電系統
に分けてモデル化し、相互での最
適化を繰り返すことによって全体
の最適値近似解を導出する手法を
提案した。
電力貯蔵装置、及びコジェネを導
入することにより、配電系統での
送配電設備容量が減少することを
示した。

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

富士時報
（2001）

74-12

分散型電源連系 中西要祐･小島武 （ 基 本 的 に 配 電 系 統 に 関 す る 記
系統の解析技術 彦･仁井真介（富 述）
士電機）
電力潮流が下流から上流に流れる
可能性が出てくるなど、電力系統
の様相が変化すると、系統の現象
も複雑になり、従来の系統解析手
法だけでは対応できなくなる可能
性がある。

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2004）

PE-04-112 既存電源と分散 金 沢 拓 朗 ･ 北 裕
PSE-04-112 電源群との協調 幸･田中英一（北
による周波数制 海道大学）･長谷
御に関する検討 川淳（函館工業高
等専門学校）

H13 電気学
会全国大会
（2001）

6-010

分散型電源のグ 小松智彦･豊田淳 分散型電源を、なんらかのメリッ
ループ形成の効 一 （ 八 戸 工 業 大 トに基づいてグループを形成する
用
学）
ことを考える。
風力発電機をグループ化すること
により、出力変動を抑制すること
ができる。

H14 年電気
学会全国大
会
（2002）

6-045

アンシラリーサ 竜口玄太･宮内肇 ISO などの中立的機関から割り当
ービスを行う電 （熊本大学）･三 てられるアンシラリーサービスの
力貯蔵会社構想 澤哲也（名古屋市 制御原資を、特に小規模発電業者
立大学）
に代わって代行供給する電力貯蔵
会社を提案する。
一例として、負荷周波数制御を取
り上げ検討する。

H14 電気学
会全国大会
（2002）

6-088

回転型風力発電
出力安定化装置
による周波数品
質改善の検討

H14 電気学
会全国大会
（2002）

6-090

多地点風力発電 須田洋介･小越澄 北海道地区をモデルとし、風速変
導入による発電 雄 （ 東 京 理 科 大 化の標準偏差や各地点間の相関係
量時間変化の平 学）
数などの観点から、多地点による
滑化
風力発電量時間変化の平滑化につ
いて研究した。
多地点で発電することにより、発
電量時間変化の標準偏差を低く抑
えることができることがわかっ
た。

江崎公太･藤田五
郎･中野孝良（芝
浦工業大学）･舟
橋俊久（明電舎）･
横山隆一（東京都
立大学）･小柳薫
（テプコシステ
ムズ）
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分散型電源や電力貯蔵装置を
FRENDS における電力改質センター
から制御して需給調整に参加させ
ることによって、周波数偏差を従
来より小さくすることができる。

ウインドファームの出力に対し
て、同期電動機と可変速発電機を
組み合わせた回転型発電出力安定
化装置を適用した場合のシミュレ
ーションを行い、系統周波数変動
等の改善効果を検討する。

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

H15 電気学
会全国大会
（2003）

6-037

電力系統におけ
る風力発電シス
テム導入の多目
的評価

臼井慎亮･相澤欣
昌･長坂研（東京
農工大学）･
Kelvin Chu
Chi-hung（ベル研
究所）

風力発電システムを出力確率によ
ってモデル化し、ピークシェービ
ング法に基づく手法を用いること
で、従来考慮できなかった想定不
足電力量（EENS）を算出し、風力
発電機の導入によりどのくらい電
力系統の信頼性に影響があるのか
を評価した。

H15 電気学
会全国大会
（2003）

6-099

分散電源と調整
用発電所とを協
調した LFC の一
検討

松下郷志･雪田和
人 ･後藤 泰之･一
柳勝宏（愛知工業
大学）水谷芳史
（東海大学）･田
端康人･小川重明
（中部電力）

蓄電設備を有した分散電源と調整
用発電とを協調制御した負荷周波
数制御（LFC）について検討した。
負荷推定方式を用いた出力設定制
御手法を適用した。

H15 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2003）

31

超分散型エネル 河合浩志･安田恵 超分散型エネルギーシステム（分
ギーシステムに 一 郎 ･ 石 井 綱 吉 散型電源、集中型電源、及び分散
おける分散型電 （東京都立大学） 型貯蔵システムが密に連携し、構
築されたエネルギーシステム）に
源と集中型電源
おいて、平均需要電力の時間変動
の協調運用
に対して、分散型電源と集中型電
源の協調運用を考え、集中型電源
の出力を調整する方法がより有効
である。

H15 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2003）

150

分散電源導入系 松下郷志･雪田和 NAS 電池などの充放電可能である
統における LFC 人 ･後藤 泰之･一 分散電源と調整用発電所とを協調
の考察
柳勝宏（愛知工業 した LFC について計算機シミュレ
大 学 ） 水 谷 芳 史 ーションと模擬送電設備による検
（東海大学）･田 討を行った。
端康人･小川重明 系統に外乱が発生した際、分散電
源が導入されている系統の方が良
（中部電力）
好な周波数制御特性が得られる。

H16 年電気
学会全国大
会（2004）

6-009

制御可能な分散
型電源を利用し
た電力系統周波
数変動抑制効果
の評価

高島智隆･三谷康
範（九州工業大
学）･佐藤大作（大
阪ガス）
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年々増加している分散型電源の導
入割合の傾向は、総容量でみると、
太陽光や風力発電より、ガス発電
や蒸気発電のような出力を制御で
きる発電機の割合が多い。
周波数変動の実測値に基づいて、
制御可能な分散型電源を用いて周
波数制御を行った場合を評価する
と、周波数変動が抑制されること
がわかった。系統に対する制御さ
れた分散電源の比率が 0.04 のと
き、周波数が 50%抑制される。

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

H17 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2005）

9

基幹系統解析に
おける分散型電
源の影響把握の
ための下位系統
縮約方法の検討

小林秀行･片岡良
彦･鈴木守（東京
電力）･直井信也･
工藤一彦･野呂康
宏･小俣和也（東
芝）

将来分散型電源が多量に導入され
た場合に、系統へ及ぼす影響を評
価できる解析モデルを確立する必
要がある。
まず、分散型電源が直接接続され
る配電系統を詳細模擬し、これを
縮約する。次に 66kV 系統について、
配電系統の縮約モデルを組み込ん
だ詳細モデルを構築し、これを縮
約することで、154kV 系統に接続さ
れる目的のモデルを得る。

H17 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2005）

25

大容量風力発電
が導入された電
力系統における
周波数制御のた
めの蓄電池容量
評価に関する基
礎的検討

村上明子･横山明
彦（東京大学）･
多田泰之（東京電
力）

LFC 余裕の少ない夜間に大容量の
風力発電を導入した電力系統にお
いて、系統周波数を適切に制御す
るために、蓄電池システムと LFC
システムの協調を図ることを試
み、このときの蓄電池のコストを
考慮し必要最小容量を産出する手
法を提案した。
また、LFC 余裕がある場合は、蓄電
池追従時間が遅いほど蓄電池容量
が小さくてすむことから、LFCt と
蓄電池の協調制御が必要であるこ
とが示された。

H17 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2005）

29

FRIENDS におけ
る分散電源･エ
ネルギー貯蔵装
置と系統電源と
の協調に基づく
周波数制御に関
する検討

金沢拓郎･北裕
幸･田中英一（北
海道大学）･長谷
川淳（函館工業高
等専門学校）

応答の速い分散型電源とエネルギ
ー貯蔵装置を制御する電力改質セ
ンターが系統の需給調整に参入す
ることで、従来よりも周波数制御
性能が向上し、更に主にガバナフ
リー用発電機の所要調整量を削減
することが可能であるという知見
を得た。

H17 電気学
会電力･エ
ネルギー部
門大会
（2005）

246

風速予測に基づ 竹蓋弘晃･河本映 インバータ連系の可変速型風力発
く風力発電出力 （静岡大学）
電システムは、インバータ出力を
の変動抑制制御
風とは独立で制御でき、インバー
タ出力を滑らかに変化させること
により系統への出力変動を抑制で
きるが、取得エネルギーが減少す
る傾向にある。
ニューラルネットワークを用いて
数秒後の風速を予測し、これを制
御に適用することにより、取得エ
ネルギー減少が比較的少ない出力
変動抑制が可能である可能性があ
る。
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学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

八木敬祐･雪田和
人 ･後藤 泰之･一
柳勝宏（愛知工業
大学）･水谷芳史
（東海大学）

概

要

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2001）

PE-01-105
PSE-01-99

分散電源を考慮
した負荷推定機
構と GA による
負荷周波数制御

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2003）

PE-03-12
PSE-03-23

分散電源導入系 松下郷志･雪田和 分散電源による負荷周波数制御に
統における負荷 人 ･後藤 泰之･一 ついて、調整用発電機を模擬した
周波数制御
柳勝宏（愛知工業 小型発電機と分散電源を模擬した
大学）･水谷芳史 インバータと蓄電池を用いた実験
（東海大学）田端 により検討した。
康 人 ･ 小 川 重 明 分散電源の周波数制御は、自地域
の周波数偏差を用いた比例制御と
（中部電力）
出力設定制御を実施した場合に、
周波数偏差ならびに連系線潮流を
規定値に維持することができた。

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2003）

PE-03-68
PSE-03-79

各種分散電源が 富山勝幸･須崎志 各種分散型電源の電圧特性、周波
系統へ与える影 郎（関西電力） 数特性をシミュレータにより検証
響評価
し系統への影響評価を行い、以下
の結果を得た。
系統電圧低下時：
同期発電機：有効電力はほとんど
変化せず、AVR により無効電力を系
統へ供給して系統特性を改善す
る。
誘導発電機：無効電力消費量が増
大するため、系統に好ましくない
働きをする。
インバータ連系：負荷の減少見合
いで出力が低下するため、悪影響
なし。
周波数低下時：
同期発電機：ガバナにより出力が
上昇し、系統周波数を改善する方
向に動作する。
誘導発電機：出力が低下する一方、
無効電力消費が増大することによ
って系統電圧を低下させ、有効電
力負荷を減少させる。
インバータ連系：出力が大幅に低
下し、かつ無効電力が減少して電
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分散電源が導入された場合の負荷
周波数制御（LFC）モデルを用いて、
分散電源が制御に参加する場合と
参加しない場合の検討を行った。
分散型電源の LFC 手法は、自地域
の周波数偏差による PID 制御。調
整用発電所の LFC 手法は、地域制
御誤差を用いた TBC と、遺伝的ア
ルゴリズム（GA）と負荷推定機構
を組み合わせた手法を比較した。
分散型電源が制御に参加すると周
波数制御特性が改善する。

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

圧を上げ有効電力負荷が増加する
ため、系統に好ましくない働きを
する。
電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2003）

PE-03-149 系統への影響解 須崎志郎（関西電
PSE-03-160 析用インバータ 力）･小島浩（富
型分散電源のモ 士電機）
デル化について

（分散電源が系統に及ぼす影響の
部分についての概要）
瞬低の継続時間が保護解列のため
の制定を超えると、系統電圧復帰
後もすぐに再連系されないため、
この間送電線、及び変圧器が過負
荷状態となり、電圧低下が発生す
る場合がある。
日射量により出力変動する太陽光
発電が高密度連系された場合、出
力変動による電圧変動、及び周波
数変動の影響が想定される。
誘導発電機直結タイプの大容量風
力発電機の起動時など、突入電流
による瞬低が発生し、インバータ
型分散電源が上記のように解列さ
れる可能性がある。

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2003）

PE-03-171 供給責任の地域 田中浩一･金沢拓
PSE-03-182 分散化に基づく 郎 ･ 北裕 幸 ･田 中
分散電源群のマ 英 一 ･ 長 谷 川 淳
ネージメント技 （北海道大学）
術の開発

需要家近傍に導入される分散電源
群と系統電源との共存形態として
複数のモデルを想定し、分散電源
群を適切に統合制御することで、
系統全体のエネルギー供給や系統
の安定運用に貢献させる枠組みに
ついての検討を行った。
周波数制御の面においては、下位
系統においてより多く周波数制御
を行うことにより、系統電源の負
担を軽減できること、また周波数
偏差も減少できることが確認され
た。

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2004）

PSE-04-9

分散型電源の協 川上仁志･戸倉正 太陽光発電や燃料電池を系統に連
調制御と電力系 人 ･和田 大志朗 ･ 系するインバータは、回転体によ
統の安定度
川崎憲介（四国総 る慣性がなく高速応答が可能であ
合研究所）
る。この特性を積極的に活用する
ことにより電力系統安定度を向上
させる可能性について検討を行っ
た。
系統周波数が上昇したときに分散
型電源の出力を減少させる制御を
行うことで、系統動揺の制動効果
が高まることが確認できた。
逆充電検出対策用の周波数検出リ
レーは、系統の大規模な電源脱落
事故による周波数低下によって
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技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

も、分散型電源を解列させ、周波
数低下を更に加速させる可能性が
ある。
電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2004）

PE-04-90
PSE-04-90

分散電源大量導
入時の系統電力
変動に関する考
察

山口浩･近藤潤
次 ･安芸 裕久･村
田晃伸･石井格
（産業技術総合
研究所）

産総研つくば地区の計 9 地区につ
いて、消費電力の計測を実施し、
これを基に分散型電源が大量導入
された場合の影響を考察した。
コジェネレーション設備の導入：
コジェネ設備の導入により、商用
系統側からはベース負荷の一部が
消えたように見える。一方、負荷
変動の大きさはコジェネ設備の導
入前後で変化がない。この結果、
商用系統側が供給する電力に占め
る変動成分の割合が相対的に増加
する。
太陽光発電設備の導入：
狭い地域に集中して設置された場
合、雲の通過などにより日射変動
が発生すると、地域全体の発電出
力が同期して変動する。
変動の補償：
発電･貯蔵･消費にかかわる各種の
機器を連携･協調運転する方式が
対策として有望である。

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2005）

PE-05-95
多数台導入され 村田晃伸･山口浩
PSE-05-102 た太陽光発電に （ 産 業 技 術 総 合
関する最大出力 研究所）
変動幅の一推定
法

多数台導入された太陽光発電の最
大出力変動幅を推定するために、
一定の時間差の 2 つの時点におけ
る太陽光発電出力の差を確率変数
とみなして解析を行い、以下の成
果を得た。
・最大出力変動係数を提案し、算
出条件により出力変動係数値の
変動程度を明らかにした（推定
精度に改善余地あり）
・確率変数について地点間相関係
数が時間差や地点間の距離に依
存する様子を調べ、近似式を提
案した。
・既存の太陽光発電システム群に
新たな発電システムを追加した
場合の最大出力変動幅を推定す
る手順を提案し、試算により有
効性を検証した。
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技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

電気学会研
究会−電力
技術･電力
系統技術
合同研究会
（2005）

PE-05-96
送配電系統に与 柳田将臣･石亀篤 同期発電機の動揺方程式から導か
PSE-05-103 える分散型電源 司 （ 大 阪 府 立 大 れるパラメータ共振に着目し、分
の影響
学）
散型電源の不確かな電力潮流から
動揺の振動現象が引き起こされる
ことをシミュレーションにより検
証した。
電気学会標準系統を含む 3 種の系
統で検討した結果、どのような系
統においてもある程度の分散型電
源の出力を考慮すれば、それらの
変動がある周波数成分を含む場合
に発電機相差角曲線にうなりを伴
った振動現象が引き起こすことが
予想される。

Web
（日立評論
（Vol.87
No.2））

#URL-01

マイクログリッ 大野康則･中村知 分散型電源の電力系統への影響を
ド対応の高追従 治（日立製作所） 少 な く す る 運 用 形 態 の 一 つ と し
型需給制御シス
て、マイクログリッドが注目され
テム
ている。マイクログリッドは、対
象エリアの分散型電源と負荷を組
み合わせて自立的に運用するもの
で、グリッド内の需給制御が重要
な課題となっている。
このような課題に対応するため、
高追従型需給制御システムを開発
した。

Web

#URL-02

電力系統の基本 横山明彦（東京大 ・同時同量ができないと周波数が
的要件と我が国 学）
変動。
の電力系統の特
・日本は他国との連系がないため、
徴について
系統容量が小さく周波数は変動
しやすい。
・分散型電源増加による変化速度
の速い部分に対応する電源の不
足

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 1 回）

#URL-03
資料 4

風力発電の現状 新 エ ネ ル ギ ー 等
と系統連系
電気利用推進室
（資源エネルギ
ー庁）
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・風力発電は、太陽光発電に比べ
て
→出力変動が激しい。
→電力系統の調整力が減少する夜
間にも出力が変動

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 1 回）

#URL-04
資料 5

風力発電の電力 東京電力
系統への影響に
ついて

・電気は貯蔵できないので、生産
量と消費量が常に同じであるこ
とが必要
→これができないと周波数が変動
周波数偏差が 0.2Hz を超えると、
一部のお客さまから問い合わせ
等がある状況
・数%の周波数変動で、発電機を停
止せざるを得なくなる
→（タービン翼共振や発電機軸ね
じれを防ぐためなど）
・特に発電機への影響がセンシテ
ィブ
・以下対策案（コスト面の課題あ
り）
→系統側の調整能力の拡大：LFC
調整容量の拡大･調整用電源の
増設など
→風力の出力変動の抑制： 蓄電池
による出力平滑化など
→風力と系統の協調：系統側の調
整能力が確保しにくい時期（低
需要期等）の風力発電の抑制な
ど

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 1 回）

#URL-05
資料 6

風力発電電力系 北海道電力
統連系風力発電
電力系統連系
15 万 kW の技術
検証結果につい
て技術検証結果
について

・風力発電の短い時間領域での出
力変動は周波数に影響
→短周期周波数シミュレーション
で検証：連系量 25 万 kW で調整
目標範囲±0.3Hz を超える
・長期需給シミュレーション
→安定した供給力として見込め
ず、全時間「風力＝0」として計
画
→出力変動が大きい。
→深夜でもフル発電の可能性
→連系量 30 万 kW で調整力不足発
生

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 2 回）

#URL-06
資料 5

周波数変動対策 日 本 風 力 発 電 協 ・EDC（経済負荷配分制御）の見直
し
について周波数 会
→ベース電源運用の経済性は、若
変動対策につい
干損なわれるが、ベース電源運
て
用の石炭火力の出力を低減し、
（2010 年 300 万
LNG や 石 油 火 力 の 出 力 を 増 加
kW 達 成 に 向け
⇒調整量を確保
て
・調整電源
→ダム水路式水力
→（可変速）揚水
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著
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概
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→（コンバインド）火力
→ガスタービン
→電力会社間連系
Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 3 回）

#URL-07
資料 6

送電線容量等に 風 力 発 電 系 統 連 ・課題：風況条件の良い風力発電
係る課題とその 系対策小委員会
機建設適地にある送電能力が少
対策（案）
事務局
ない。
→連系可能算定方式の工夫
→連系容量を超える発電容量連系
（発電所の出力を連系容量以内
に常時抑制するよう技術的措置
による）
→風力発電業者保有のアクセス
線･変電所の活用
→電力会社保有送変電設備の増強

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 4 回）

#URL-08
資料 1

「調整力不足時 北海道電力
の風力発電機の
予定解
列･出力抑制」に
よる追加連系可
能量の
評価結果につい
て

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 4 回）

#URL-09
資料 3

風力発電の短周 東北電力･東京電 ・課題
期出力変動対策 力
→下げ代制約や予測できない大き
のための会社間
な変動を行う風力が需給運用に
連系線の活用に
与える影響など、風力発電出力
ついて
の長周期変動による課題
→風力発電出力の短周期変動の増
加に伴う会社間連系線への影響
・会社間連系線への影響について
は、託送可能量を減少させるこ
とになるので、その実施可否に
関する議論は、まず会社間連系
線利用ルールの策定機関である
中立機関において行う必要があ
る。

Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 4 回）

#URL-10
資料 4

関門連系線の現 九州電力
状と風力導入に
伴う影響につい
て
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短周期面、長周期面の制約がある
が、
泊 3 号機運開後は、長周期調整力
面の制約が支配的要因となり、平
均的には年間の 16%程度（平成 22
〜25 年度の 4 ヵ年平均、約 400〜
2000 時間と年度による差が大き
い）の停止を条件に、5 万 kW の追
加連系が可能。

・風力導入量の増加に伴い、LFC
領域の調整残が増加し、関門連
系線の潮流フリンジも増大。
→大幅に潮流フリンジが増加する
と、連系線の運用容量に影響を
与える恐れがある。
・風力出力変動は現状では予測不
可能なため、長周期変動分につ
いては、一時的には制御されず、
需給アンバランスとして残る可

学会
技術誌名

No.

題

目

著

者

概

要

能性あり。
→この制御残差が連系線潮流に加
算されると、連系線の空容量に影
響を与える。
・中西系統は ALL-TBC で周波数制
御を実施しているため、九州エリ
アの調整残が増加しても、他社エ
リアではこの調整残を打ち消す
ような制御はしない。
→調整残の増加は周波数偏差の増
加となって表れる。
Web
風力発電系
統連系対策
小委員会
（第 4 回）

#URL-11
資料 6

風力発電導入拡 東京電力
大のための蓄電
池の活用につい
て

・短周期変動対策
→短周期変動成分を蓄電池で吸収
することで、風力導入拡大時に
系統側で必要となる LFC 容量を
削減することが可能。
・長周期変動対策
→下げ代不足への対応の場合：下
げ代不足時（夜間）に風力発電
出力を蓄電池で吸収、下げ代不
足解消後に放電することで、下
げ代不足問題を緩和可能。

Web

#URL-12
移動平均法を用 鈴木保章･鷹野一 電力貯蔵装置として、低電圧･大容
SPC-01-105 いた太陽光発電 郎･沢田芳夫（工 量の放電特性の良い電気二重層コ
ンデンサを用いて、移動平均法に
IEA-01-48 システムの出力 学院大学）
よる太陽光発電出力の平準化を図
平準化と多機能
る。
化

Web

#URL-13

書籍

エネルギー 分散型電源はパ 飯島明彦（フルエ ・従属同期分散型電源（いわゆる
フォーラム ラサイト
ング）
インバータ連系型の分散型電
源）は、同期化力を持たないこ
とにより、系統安定度の低下の

我が国でのマイ 内田二郎（テクノ ・再生可能電源の系統連系許容量
クログリッドの リサーチ研究所） の拡大
意義及びその活
→マイクログリッドは再生可能電
用に向けて
源の出力変動を、他の安定的な
分散型電源や制御装置や電力貯
蔵装置と組み合わせることによ
り吸収でできる
・分散型電源の系統への悪影響の
緩和、及び系統へのアンシラリ
ーサービスの提供
→マイクログリッドの系統連系装
置や電源･電力貯蔵装置に VAR
（無効電力）供給機能を付加す
ることにより、系統に対してア
ンシラリーサービスを提供する
ことが可能である。
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原因となる。
・
「電力需給の均衡」と周波数が結
びついていないため、瞬時的同
時同量を害する。
書籍

エ ネ ル ギ 分散エネルギー 山地憲治 編著
ー ･ 資 源 学 システム
会

・運用計画面において、電力会社
は日々の需要を想定し電源を確
保しているが、1 週間後あるいは
翌日の分散型電源の発電量の予
測が困難であり、日々の需給調
整量の想定値の不確実性が拡大
する。
→分散型電源の発電量の予測手法
（天候予測等）の精度向上が要。
・常時 100%運転を行う分散型電源
はベース電源を増やすことにな
り、相対低に LFC 電源容量を低
下させる。更に風力発電は、自
然条件で大きく出力変動するた
め、より多くの LFC 電源容量を
必要とする。

表 2-2-2 調査対象の URL
No.

URL

#URL-01

http://www.hitachihyoron.com/2005/02/pdf/02a13.pdf

#URL-02

http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/5th/5thshiryou5.pdf

#URL-03

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40407a40j.pdf

#URL-04

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40407a50j.pdf

#URL-05

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40407a60j.pdf

#URL-06

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40422a50j.pdf

#URL-07

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40519a60j.pdf

#URL-08

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40603b10j.pdf

#URL-09

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40603b30j.pdf

#URL-10

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40603b40j.pdf

#URL-11

http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40603b60j.pdf

#URL-12

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwc1019/data/suzuki02.pdf

#URL-13

http://www.alianet.org/homedock/15kinen/4-2.html
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２．２．２

懸念される影響の整理

表 2-2-3 に、今回の調査により得られた問題点を分類･整理する。現状、分散型電源の導
入による影響は多くは配電系統に対してのものであり、上位系統への影響を検討したもの
は少ない。また、そうした上位系統への影響を検討した文献の多くは周波数への影響に関
するものが多く、系統安定度等に言及しているものはきわめて少ない。このため、対象と
している分散型電源も出力変動のある自然エネルギーのものであり、特に風力発電が多い。

２．２．３

研究開発動向の分析

前節の分類･整理した各項目に関する最新の研究開発事例について、研究開発状況、技術
課題、解決の方向性を分析する。表 2-2-4 に結果をまとめる。
出力変動のある風力発電に対する対処をどうするかというスタンスのものと、制御可能
な分散型電源をいわゆるアンシラリーサービスに資するものとして積極的に利用するとい
うスタンスの文献が多い。

２．２．４

技術課題･解決の方向性

２．２．３の研究開発動向の分析結果から得られた知見を表 2-2-5 に整理した。大学や
メーカの研究開発は、分散型電源の出力電力の品質向上や分散型電源を積極的に取り入れ
て電力系統の構成自体の見直しについて検討している例が多く見られる。また、電力会社
や公的機関での研究開発は、分散型電源が系統へ与える影響や、既存の電力系統に分散型
電源を影響少なく取り入れていくための方策についての検討例が多い傾向がある。
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表 2-2-3 分散型電源大量導入時に上位系統側で懸念される問題点

懸念される問題項目
大項目

中項目

電力品質

周波数

系統安定

運用･計画

系統管理

出力変動に ① 分散型電源の出力変動により、同時同量が維持できず、周波数が変動することが懸念される。
よる周波数 → 日本は他国との系統連系がないため、系統容量が小さく周波数が変動しやすい。
→ 風力発電は出力変動が激しく、LFC 容量が小さい夜間でもフル出力する可能性があるため、周波数へ与える影響が大きい。
変動
→ 太陽光発電が狭い地域に集中して設置された場合、雲の通過などにより日射変動が発生すると、地域全体の発電出力が同期して変動する。
② インバータ連系の分散型電源は、基本的に「電力需給の均衡」と周波数が結びついていないことから、瞬時的同時同量を害することが懸念される。
③ インバータ連系の分散型電源は、周波数が低下した場合、出力が低下しかつ無効電力が減少するという実験結果が得られている（電気学会研究会：PE-03-68 富山勝彦 他）
。そ
の結果、系統の電圧が上昇し、供給電力が不足している状態で有効電力負荷が増加するため、周波数低下を増幅する懸念がある。
④ 周波数変動が大きくなると（数%に達すると）、系統電源（発電機）を停止せざるを得なくなる（タービン翼共振や発電機軸ねじれを防ぐためなど）

同期化力

①

共振現象

①

潮流

周波数

需給制御

設備計画

保護･保安

保護リレー
検出

問題の内容

小項目

インバータ連系の分散型電源は、同期化力を持たないため、系統安定度低下の原因となる。

分散型電源の出力変動によって、系統電源が周期変動する場合、系統の固有周波数に基づいた共振現象が生じる場合がある（パラメータ共振）。分散型電源の出力にある周波数
成分が含まれる場合に発電機相差角曲線にうなりを伴った振動現象が引きこされる懸念がある。
② 特定の発電機に対して分散型電源の影響が大きくなるような場合、そのミクロな出力変動によって発電機間のバランスを乱し、マクロな振動を引き起こす可能性がある。
① 風力発電導入量の増大に伴い、LFC 領域の調整残が増加し、連系線の潮流フリンジが増大する。
→ 大幅に潮流フリンジが増加すると、連系線の運用容量に影響を与える可能性がある。
→ 連系線の運用容量に影響が出ると、託送可能量が減少する。
② 長期需給制御の残差が連系線潮流に加算されると、連系線の空容量に影響を与える。

① 風力の短周期的出力変動による LFC 容量の不足
② 全エリアが周波数偏倚連系線電力制御方式（TBC）で周波数制御を実施している場合、あるエリアで調整残が増加しても、他エリアでこの調整残を打ち消すような制御はしない。
このため、調整残の増加は周波数偏差の増加となって表れる。
③ 常時 100%運転を行う分散型電源は、ベース電源を増やすことになり、相対的に LFC 電源容量を低下させる。

① 風力発電機の長期的な出力変動に対して、発電量の下げしろが不足する。
→ 風力発電機は安定した供給力として見込めず、その出力を 0 として需給計画が立てられる。
② 翌日や 1 週間後の分散型電源の発電量の予測が困難であり、日々の需給調整量の想定値の不確実性が拡大する。

設備計画の ①
困難

風況のよい風力発電機建設適切地にある送電能力が少ない。

周波数リレ ① 分散型電源の逆充電検出対策として、系統の周波数低下を検出して分散型電源を解列する周波数リレーが用いられているが、系統の大規模な電源脱落事故に伴う周波数低下時に
ー
も分散電源を解列させることになる。分散型電源が普及した状態だと、系統の周波数低下を更に加速させ大規模な停電事故に進展する可能性を含んでいる。
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表 2-2-4 分散型電源大量導入時における上位系統側への影響に関連する研究開発動向

懸念される問題項目
大項目

中項目

電力品質

周波数

系統安定

研究開発動向

小項目

出力変動に ①：風力発電機において、発電機を可変速化することで、出力変動を小さくする。
→ インバータによる系統連系方式や、巻線型誘導発電機の励磁電流を制御するなどの方法がある。
よる周波数
②：FRIENDS
の適用。分散型電源や電力貯蔵装置を電力改質センターから制御して需給調整に参加させることによって、周波数偏差を従来より小さくすることができる。
変動
→ ガバナフリー用発電機の所要調整量を削減することができる。
③：マイクログリッドの適用。マイクログリッド内の需給制御を確実にし、電力系統への影響を少なくする。
④：風力発電を多地点で行うことにより、発電量時間変化の標準偏差を低く抑えることができる。
→ 分散型電源のグループ化における風力発電機のグループ化も同様の発想。
⑤：中立機関から割り当てられるアンシラリーサービスの制御原資を小規模発電業者に代わって供給代行する電力貯蔵会社
→ 負荷周波数制御等を行う。
⑥：風速予測を行って、風力発電機の出力変動を抑制する（①と連系）。
→ ニューラルネットワークを用いて数秒後の風速を予測する。
⑦：太陽光発電における最大出力変動幅を予測する。
⑧：電気二重層コンデンサを用いて、移動平均法による太陽光発電出力の平準化を図る。
→2 次電池でも同様の制御可能
⑨：回転型発電出力安定化装置の適用

同期化力

①：系統周波数が上昇したときに分散型電源の出力を減少させる制御を行うことで、系統動揺の制動効果高まる。
→インバータの回転力による慣性がなく高速応答が可能である特性を積極的に生かす。

共振現象
運用･計画

系統管理

潮流
周波数

需給制御

保護･保安

設備計画

設備計画の
困難

保護リレー
検出

周波数リレ
ー

①：既存発電所との協調運用
→ 分散型電源と既存の集中型電源の協調運用を考え、集中型電源の出力を調整する。
→ NaS 電池などの充放電可能な分散型電源と調整用発電所とを協調した LFC 運転を行う。
→ ガス発電などの制御可能な分散型電源を用いて周波数制御を行う。
→ 既存の調整用発電所に新制御を用いる。遺伝的アルゴリズムと負荷推定機構の組み合わせ。
②：蓄電池の導入：短周期変動成分を吸収することで、風力導入拡大時に系統側で必要となる LFC 容量を削減することが可能

①：風力発電機システムを出力確率によってモデル化し、ピークシェービング法に基づく方法を用いることで、従来考慮できなかった想定不足電力量を算出する。
②：経済負荷配分制御（EDC）を見直す。
→ ベース電源運用の石炭火力の出力を低減し、LNG や石油火力の出力を増加して調整量を確保する。（可変速）揚水の採用や電力会社間連系の利用。
③：蓄電池の導入：長周期変動対策として、下げ代不足時（夜間）に風力発電出力を蓄電池で吸収し、下げ代不足解消後に放電することで、下げ代不足問題を緩和可能。
④：分散型電源の発電量の予測手法（天候予測手法等）の精度向上。

①：連系可能算定方式の工夫
→SVC や転送遮断装置の設置を考慮に入れて、風力発電の連系可能性を可能な限り高める。
②：（風力）発電所の出力を連系容量以内に常時抑制するような技術的措置をとることを条件に、連系容量を超える発電容量連系を認める。
③：風力発電業者保有のアクセス線･変電所を活用する。
④：連系検討の一環として、電力会社保有の送変電設備の増強について電力会社と風力発電事業者との協議を行えるようにする。
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表 2-2-5 国内の上位系統における技術課題、解決の方向性の整理結果
重要と考えられる問題項目

今後重要となる技術課題
解決のための研究･開発状況（抜粋）
系統側

大項目

中項目

引用文献等

ハード

ソフト

・ 分散型電源との協調制御

・ 可変速発電機技術
・ インバータの高性能化、低コ
スト化

・ マイクログリッド内の高追
従型需給制御システム
・ 系統側との協調制御
・ 風速予測方式の開発と検証
・ 太陽光出力変動予測方式の
開発と検証

・ エネルギー貯蔵による出力変動抑制
→慣性エネルギー
→2 次電池
・ エリアの区分とエリア内の需給制御に
よる連系系統への影響最小化
・ 自然エネルギーの出力変動予測による
変動抑制制御

・ より高性能な系統安定
化装置

・ より高性能な系統安定化制
御方式
・ 分散型電源を含んだ同期安
定化理論の確立

・ 高速な制御出力に対応でき
るハード

・ ロバスト性に優れる制御方
式の開発
・ シミュレーションによる確
認

・ 回転機でないインバータ連系の分散型
電源による系統安定度への積極的活用

・ 既存発電所との協調運転
・ 負荷推定手法
・ 東京電力
・ 蓄電池の導入

・ 高効率･低コストな蓄電
池の開発
・ 制御可能電源の増加

・ 系統側と分散型電源側双方
の電源の協調運用方法の検
討

・ 出力制御に対応できるハー
ド

・ 系統側と分散型電源側双方
の電源の協調運用方法の検
討
・ 分散型電源による周波数制
御方式の開発
・ 風力発電における出力変動
を低減するために、可変速型
の比率を上げる

・ 系統側の調整用電源と分散型電源の協
調制御
・ 蓄電池による変動成分吸収

・ 風力発電機を含めた想定 ・ 臼井ほか（東
京農工大）
不足電力量の算出（信頼
性への影響評価）
・ 風力発電協会
・ EDC の見直し
・ 東京電力
・ 蓄電池の導入
・ 分散型電源の発電量の予
測手法開発

・ 制御可能電源の増加
・ 高効率･低コストな蓄電
池の開発

・ 分散型電源を含めて EDC を見
直す。
→調整用電力の増加に伴うコ
スト増を、分散型電源の運用
で吸収できるかの検討

・ 連系可能算定方式の工夫 ・ 風力発電系統
連系対策小委
・ 分散型電源の出力抑制を
員会
考慮した連系容量の増加
・ 風力発電業者保有のアク
セス線･変電所の活用
・ 送変電設備の増強

・ 分散型電源発電業者と
の協議による設備の増
強

・ 分散型電源（風力発電）をで
きるだけ導入するという視
点での算定方式の検討

・ 風力発電機の可変速化
・ 回転型発電出力安定化装
置
・ FRIENDS の適用
出力変動によ

電力品質

周波数
る周波数変動

・ マイクログリッドの適用
・ 電力貯蔵装置を用いた出
力変動抑制風力発電シス
テムの開発
・ 風速予測
・ 太陽光変動予測
・ 分散型電源による安定化
制御

系統安定

解決の方向性

分散型電源側

小項目
・ 甲斐ほか（明
電舎）
・ 横山ほか（首
都大東京）
・長 谷 川 ほ か
（北大）
・ 日立ほか
・ 東京電力
・ 鈴木保章ほか
（工学院）
・ 竹蓋ほか（静
岡大）
・ 村田ほか（産
総研）
・ 川上ほか（四
国総研）

ハード

同期化力

ソフト

周波数

系統管理

運用 計画

需給制御

･
設備計画

設備計画の
困難
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・ 上げ代･下げ代の確保
→電源構成の見直しや蓄電池の導入
・ 分散型電源の発電量予測の高精度化

・ SVC、転送遮断装置の設置
・ アクセス線、変電所の仕様の
考慮

・ 系統側からの出力抑制要求
に対応できる制御方式の開
発

・ 補助機器や各種制限を視野に入れて、
分散型電源導入の可能性を検討する。
・ 系統側、分散電源側双方で、利用でき
る資産（インフラ）は有効利用する。

２．３

まとめ

本章では、
分散型電源が既存の電力系統に大量導入された際に懸念される影響について網
羅的に調査を実施し、研究開発の動向及び解決の方向性を含めて整理を行った。本調査は実
証研究において提案されるシステムを実系統に適用する際に電圧問題以外にも懸念される
解決すべき課題の抽出を行うための前段階の調査である。
今後は本章で整理された結果を基礎に、実証システムを実系統に適用（または試験適用）
する場合に合わせて検討、対策すべき項目について更なる調査を実施し、技術的観点･運用
的観点からの解決策を模索する必要がある。
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第３章

需要家の電力供給に関するニーズ調査

３．１

調査の方法

需要家の電力供給に関するニーズ調査は、アンケート調査に基づいて行った。
３．１．１

設問内容

アンケート調査票のうち、本調査に関する設問内容を以下に示す。
・電力供給を受ける上で重視する項目（コスト、供給信頼度・品質、環
境性、
顧客サービス・対応力、その他）
・分散型電源・新エネルギー機器の導入有無及び関心度

３．１．２

アンケート送付先とサンプル数

アンケート調査票の送付先は以下の方法により選定し、計 1,600 件の送付先
（需要家）を選定した。
表 2.1-1 アンケート送付先の選定方法
母集団

（財）省エネルギーセンターが公表している「第１種・第２種エネルギ
ー管理指定事業所」名簿（全国約１万件）

業種選定

同名簿を業種（細分類）によりソートし、エネルギー管理指定事業所に
登録されている全業種を網羅（全業種について最低１件以上の送付先が
入るよう配慮）。

サンプリング

業種内で、所在地が北から南に並ぶようソートした上で、間引きサンプ
リングを実施（所在地域が偏らないよう配慮）
。事業所数が多い業種、電
力品質ニーズが高いと考えられる特定業種については、他の業種よりも
相対的に多くサンプリングされるよう配慮。
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３．１．３

調査票の回収数と回収率

調査票の回収件数は 427 件、回収率は 26.7％であった。
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３．２

アンケート調査結果

アンケート調査結果を以下に示す。
３．２．１

回答事業所の基本属性

はじめに、回答事業所（計 427 件）の基本属性を以下に示す。
① 地域分布
回答事業所の地域分布は下図の通りである。全国的に広く分布しているが、
特に東京都が多く、次いでその他関東諸県（神奈川県、茨城県、群馬県、千
葉県、埼玉県）、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県の事業所が多い。
50
45

45
40
35

29

30

26

25

25
21

20

20

18

24
19

17

15 14
10

8
6

6

6

4

2 2

5

6

9

8
6

6

3

2

3

2

1

3

2 2

1

5
1 1

1

回答事業所の地域分布（計 427 件）

② 業種分布
回答事業所の業種は製造業が 255 件、業務用施設が 172 件である。製造業
では特に食料品、化学工業、窯業・土石製品、非鉄金属、電気機械器具、電
子部品・デバイス、輸送用機械器具、その他の製造業の件数が多い。
業務系施設については、事務所ビル、研究所・試験所、病院・診療所、小
売店、その他の施設の件数が多い。
なお、その他の製造業、その他の施設の具体的な業種は、アンケートの回
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沖縄県

宮崎県

鹿児島県

大分県

熊本県

福岡県

佐賀県

徳島県

高知県

愛媛県

香川県

島根県

山口県

広島県

和歌山県

岡山県

兵庫県

奈良県

大阪府

滋賀県

京都府

福井県

石川県

三重県

富山県

岐阜県

静岡県

愛知県

長野県

山梨県

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

群馬県

茨城県

栃木県

福島県

新潟県

宮城県

山形県

岩手県

秋田県

北海道

青森県
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9

6

5

4

5
0

12

12
10

答票においては不明である。
0

10

20

食料品製造業

30

40

50

18

飲料・たばこ・飼料製造業

4

繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く）

9

衣服・その他の繊維製品製造業

2
11

パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業

1

化学工業

29

石油製品・石炭製品製造業

2

プラスチック製品製造業

8

ゴム製品製造業

4
14

窯業・土石製品製造業
鉄鋼業

9

非鉄金属製造業

14

金属製品製造業

9

一般機械器具製造業

6

電気機械器具製造業

17
4

情報通信機械器具製造業
電子部品・デバイス製造業

15

輸送用機械器具製造業

24

精密機械器具製造業

5

その他の製造業

図 2.2-2

60

50

回答事業所の業種/建物用途の分布（工場・作業場：計 255 件）
0

5

10

15

35

40

22
7

庁舎

13

研究所・試験所
9

学校・研修施設
データセンター

1

電算センター

1
3

通信局舎
1

15

病院・診療所
9

ホテル・旅館・宿泊所

38

小売店（デパート・ショッピングセンター等）
2

遊技場・パチンコ店・ボーリング場
スポーツ施設・体育館

1

博物館・美術館・図書館

1

倉庫

30

5

事務所ビル（通信業、金融・保険を除く）

駅舎・空港

25

2

事務所ビル（通信業）
事務所ビル（金融・保険業）

放送局

20

2
3
37

その他の施設

3-4

図 2.2-3 回答事業所の業種/建物用途の分布（業務用施設：計 172 件）
③ 延床面積の分布
延床面積の分布をみると、１万〜５万㎡の事業所が圧倒的に多く、５万㎡
以下の事業所の件数が全体の 67％を占めている。延床面積の平均値は 71,656
㎡、中央値は 32,000 ㎡である。
120％

200
179

180

100%
100％

160

87%

140

80％

120
67%

件
数 100

比
60％ 率

累積比率％

73

80
60

60

49

40
20

件数

6

20％

18%

2%

40％

0

図 2.2-4

10万㎡〜

５万〜10万㎡

１万〜５万㎡

１千〜１万㎡

〜１千㎡

0％

回答事業所の延床面積の分布 （回答 367 件）

④ 受電方式の分布
回答事業所の受電方式は、本線予備線が最も多く、46％を占めている。次
いで１回線が 41％、ループ受電が６％、スポットネットワークが５％の順と
なっている。
6%

2%

5%

41%

１回線
本線予備線
ループ
スポットネットワーク
無回答

46%

図 2.2-5

受電方式の分布

3-5

⑤ 受電電圧の分布
回答事業所の受電電圧は、6.6kV（36.3％）、66kV（28.8％）が最も多く、
22kV（15.9％）、77kV（10.5％）がこれに続き、その他の受電電圧（3.3、11、
13.8、33、110、140、154、220kV）もそれぞれ若干程度ある。
40%
36.3%
35%
28.8%

30%

25%
回
答
比 20%
率

15.9%

15%
10.5%
10%

5%

3.3%
1.9%

0.7%
0%
3.3ｋV

6.6ｋV

0.2%

0.2%

11ｋV

13.8ｋV

22ｋV

図 2.2-6

33ｋV

0.9%
66ｋV

77ｋV

110ｋV

0.2%

0.7%

0.2%

140ｋV

154ｋV

220ｋV

無回答

受電電圧の分布

注）6kV, 20kV, 30kV, 60kV, 70kV 受電との回答については、それぞれ 6.6kV, 22kV, 33kV, 66kV,
77kV 受電として扱った。

⑥ 契約電力の分布
回答事業所の契約電力は、1,000〜5,000kW が圧倒的に多く、5,000kW 以下
の件数は全体の約 73％を占めている。契約電力の平均値は 6,847kW、中央値
は 2,675kW である。
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300

120%
274
98.1%

250

98.8%

100.0%
100%

89.5%

200

80%
件数

73.1%

累積比率％

件
150
数

60%

100

比
率

40%
70

0.7%

3

図 2.2-7

３．２．２

5
0%

100.000kW〜

10,000〜100,000kW

〜100kW

100〜1,000kW

0

5,000〜10,000kW

3

20%

37

8.9%

無回答

35

1,000〜5,000kW

50

契約電力の分布（平均値 6,847kW、中央値 2,675kW）

電力供給を受ける上で重視する項目

○ 質問内容
◆ 商用系統から電力供給を受けるにあたり、貴事業所が重視する項目を下記選択肢欄より
挙げ、その記号 （A〜E）を重要項目順 （重要度高い→重要度低い）に回答欄にご記
入下さい。
回 答 例

Ｂ

→ Ａ

→ Ｄ

→ Ｃ

→

Ｅ

・ また、重視する項目が下記選択肢の何れにも該当しない場合は『 E.その他 』を選択し、選
択肢欄の（ ）内に重視する項目の具体的内容をご記入下さい。
［ 選

択

肢

欄 ］

Ａ

コスト（電力料金，エネルギーコストの安さ）

Ｂ

電力供給信頼度，電力品質（安定した品質での電力供給）

Ｃ

環境性（グリーン電力：より環境負荷が少ない，CO2発生量の少ない電力の調達）

Ｄ

顧客サービス，対応力（各種コンサルティング等のサービス，不具合発生時の対応力）

Ｅ

その他（

）
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○ 調査結果
本質問に関する全体的な傾向を表 2.2-1、および図 2.2-8〜図 2.2-9 に示
す。
表 2.2-1

電力供給を受ける上で重視する項目（回答件数）
最も重

２番目

３番目

４番目

５番目

要

に重要

に重要

に重要

に重要

305

101

10

4

0

420

110

260

42

10

1

423

1

38

204

171

1

415

環境性

4

20

162

225

2

413

その他

1

1

0

2

134

138

421

420

418

412

138

-

電力供給信頼
度、電力品質
コスト
顧客サービス、
対応力

合計

合計

件数
305

300

最も重要

２番目に重要

３番目に重要

４番目に重要

５番目に重要

260

250
225
204

200
171
162

150
134
110

100

101

50

42

38
20

10

0

4

10
1

0

電力供給信頼度、電力品質

コスト

図 2.2-8

1

1

顧客サービス、対応力

4

2
環境性

ニーズ項目別の重要度

3-8

1

1

0
その他

2

100%
97%

90%

電力供給信頼度、電力品質

コスト

顧客サービス、対応力

環境性

その他

80%
72%

70%
62%

60%
55%
49%

50%

30%

42%

39%

40%

26%

24%

20%
10%

9%

10%

5%
0% 1% 0%

0%

最も重要

図 2.2-9

0%

２番目に重要

2%

0%

３番目に重要

1%

2%

４番目に重要

0%

1%
0% 1% 1%

５番目に重要

重要度別のニーズ項目（回答比率：各重要度別の合計＝100％）

これらの図表に示されるように、電力供給信頼度・電力品質を最も重要と考
える需要家が最も多く、次いでコスト、顧客サービス・対応力、環境性の順と
なっている。
なお、
「その他」の重要項目に関する記述回答（４件）としては、以下の項目
が挙げられている。
z 社会的信頼度及び貢献度
z 地域との密着性、コミニュケーション
z 事故対応力、地域住民への信頼度、余裕度
z 自家発電補給電力の供給
業種別の「最も重視する項目」については、図 2.2-10 に示すとおり、電力供
給信頼度・電力品質を特に重視している業種は、製造業では印刷・同関連、石
油・石炭製品、一般機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具、業務系では
事務所ビル（通信業）、事務所ビル（金融・保険）、データセンター、電算セン
ター、通信局舎、放送局、博物館・美術館・図書館、駅舎・空港である。
一方、電力供給信頼度・電力品質よりもコストを最重視する業種は、製造業
では飲料・たばこ・飼料、繊維、鉄鋼、業務系ではスポーツ施設、倉庫である。
また、環境性については、少ない比率ではあるが、一部の研究所・試験所、事
務所ビル（通信業、金融・保険を除く）で最重視されている。
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電力供給信頼度、電力品質
0%

10%

コスト
20%

顧客サービス、対応力
30%

40%

50%

60%

環境性
70%

80%

その他
90%

100%

食料品製造業：18件
飲料・たばこ・飼料製造業：4件
繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く）：9件
衣服・その他の繊維製品製造業：2件
パルプ・紙・紙加工品製造業：11件
印刷・同関連業：1件
化学工業：29件
石油・石炭製品製造業：2件
プラスチック製品製造業：8件
ゴム製品製造業：3件
窯業・土石製品製造業：14件
鉄鋼業：9件
非鉄金属製造業：14件
金属製品製造業：9件
一般機械器具製造業：6件
電気機械器具製造業：17件
情報通信機械器具製造業：4件
電子部品・デバイス製造業：15件
輸送用機械器具製造業：23件
精密機械器具製造業：5件
その他の製造業：49件
事務所ビル（通信業）：1件
事務所ビル（金融・保険）：5件
事務所ビル（上記以外の民生ビル）：21件
庁舎：7件
研究所・試験所：13件
学校・研修施設：9件
データセンター：1件
電算センター：1件
通信局舎：3件
放送局：1件
病院・診療所：15件
ホテル・旅館・宿泊：9件
小売店（デパート・ショッピングセンター等）：38件
遊技場・パチンコ店・ボーリング場：2件
スポーツ施設：1件
博物館・美術館・図書館：1件
駅舎・空港：2件
倉庫：3件
その他の施設：36件
合計：421件

図 2.2-10

業種別の最重視項目（各業種別の回答数を 100 とする項目別の百分
率）

3-10

図 2.2-11 より、契約電力による最重視項目の違いはほとんどなく、いずれの
契約電力範囲においても、電力供給信頼度・電力品質を最重視する事業所が 71
〜73％、コストを最重視する事業所が 25〜27％を占めていることがわかる。

100%

90%
26%

25%

27%

27%

26%

80%

70%

60%
その他
環境性
顧客サービス、対応力
コスト
電力供給信頼度、電力品質

50%

40%
71%

74%

72%

72%

72%

〜1,000kW

1,000kW〜2,500kW

2,500kW〜5,000kW

5,000kW以上

計

30%

20%

10%

0%

図 2.2-11 契約電力別の最重視項目
（各契約電力別の回答数を 100 とする項目別の百分率）
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３．２．３

分散型電源・新エネルギー機器の導入有無及び関心度

○ 質問内容
◆ 各種の分散型電源・新エネルギー機器（設問 24〜27）の貴事業所内における保有の有無，
及び導入理由・導入後の評価等について、回答欄の選択肢チェック欄（□内）にレ印を
付ける事でご回答下さい。
設

問
保有の
有無

原動機型発電設備 ︵化石燃料・新エネルギーの双方を含む︶

24

回

答

欄

□無
□有
◆導入理由を下記選択肢欄より挙げ、その選択肢記号（A〜I）を重要項目
順（重要度高い→重要度低い）に回答欄（□内）にご記入下さい。

□ → □ → □ → □→ □
（最も重要）
番目に重要）

導入理由

導入後
の評価

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
H
I

（2 番目に重要）

（3 番目に重要）

（4 番目に重要）

（5

電力料金の削減（契約電力の低減 等）
特高回避
省エネ推進（コージェネ/排熱利用，CO2 削減 等）
環境貢献・対応（環境 PR，自然エネルギー利用，排ガス規制対応 等）
電源信頼性向上，電源二重化
燃料転換の一環
空調・ボイラ設備の更新の一環
売電（卸売、小売、電力会社による買取）の実施
そ
の
他
（
）

経済性
環境性
電源品質
運転管理面

□満足している
□満足している
□満足している
□満足している

□普通・特に不満なし
□普通・特に不満なし
□普通・特に不満なし
□普通・特に不満なし

□不満あり
□不満あり
□不満あり
□不満あり

関心の有無

□有（コージェネ）

□有（非コージェネ）

□無

導入計画
の有無

□有（コージェネ）

□有（非コージェネ）

□無

関心有り・ □経済性 ：電力料金の削減（契約電力の低減），特高回避
□環境性 ：環境対応（CO2 の削減），省エネ推進
計画あり
の
□電源品質：電源信頼性向上，電源二重化
理由
□その他 （

）

注）上記とほぼ同様の質問を、燃料電池、太陽光発電、風力発電についても行った。

○ 原動機発電設備に関する調査結果
ⅰ）保有の有無
回答事業所（422 件）のうち、27％が分散型電源としての原動機発電設備
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を保有している。

27%

有
無

73%

図 2.2-12

原動機発電設備の保有の有無

なお、アンケートの別の設問（Q4：電力品質向上装置の保有状況の設問 22）
でも原動機型発電設備の保有状況について回答を得ており、その回答結果は保
有：66％、保有無：34％であった（詳細については、
「電力品質対策装置導入実
態調査 報告書 (資料番号 17-1-2)」参照）
。
これらの回答結果が大きく違っている理由は以下の通りと考えられる。
①Q4 では、発電設備の利用形態の選択肢欄を、ａ）防災用（非常用）、
ｂ）常用、ｃ）常用防災兼用としているため、回答結果には非常用
発電機が多く含まれている。
②一方、本設問（図 2.2.-12）では、設問のタイトルが「分散型電源」と
なっており、また導入理由の選択肢欄に非常用が無いため、回答者の
多くは、常用の原動機型発電設備について、記入されたものと考えら
れる。
③なお、分散型電源という言葉の意味が明確ではない面があり、その
定義（非常用を含むか否かを含めて）を調査票に記しておくべきで
あったと考えられる。
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ⅱ）導入理由（保有の場合）
原動機型発電設備の最も重要な導入理由としては、第一に電力料金削減、
次いで電源信頼性向上・電源二重化が挙げられている。２番目に重要な理
由としては、第一に省エネ推進、次いで電力料金削減が挙げられている。
３番目に重要な理由としては、環境貢献・対応が最も多く挙げられている。
全重要度を合計した件数の順位は理由別に以下の通りとなっており、こ
の順位が導入理由の順位をほぼ表しているものと考えられる。
z

電力料金削減→省エネ推進→電源信頼性向上・電源二重化→環境対応・
貢献→その他（特高回避、設備更新、燃料転換、その他）
表 2.2-2

導入理由（回答件数）

最も重

２番目

３番目

４番目

５番目

要

に重要

に重要

に重要

に重要

電力料金削減

50

23

10

5

1

89

特高回避

7

6

3

3

0

19

省エネ推進

18

38

15

7

0

78

環境貢献・対応

2

4

25

13

8

52

電源信頼性向上、電源二重化

24

15

11

7

5

62

燃料転換の一環

0

0

4

7

2

13

空調・ボイラ設備更新の一環

1

2

3

2

8

16

売電

1

0

0

0

1

2

その他

5

1

0

2

5

13

108

89

71

46

30

344

計
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計

70%
電力料金削減
省エネ推進
電源信頼性向上、電源二重化
空調・ボイラ設備更新の一環
その他

60%

特高回避
環境貢献・対応
燃料転換の一環
売電

50%
46%
43%

40%
35%

30%

28%
22%

20%

27%

27%

26%
21%
17%

17%

15%

14%

17%

15% 15%15%

17%

11%

10%

7%

6%

5%
2%

4%

0% 1% 1%

0%

0%

最も重要

0%

7%

7%
4%

4%

4%

1%

0% 0%

２番目に重要

図 2.2-13

6%

4%
2%

0%

３番目に重要

3%

3%
0% 0%

４番目に重要

５番目に重要

導入理由（重要度別の導入理由の百分率）

100%
最も重要

90%

２番目に重要

３番目に重要

４番目に重要

５番目に重要

80%
70%
60%

56%

54%
49%

50%
40%

50%

48%

39%

37%
32%

30%

31%

26%

25%

23%
19%

20%

16%16%
11%

10%

15%

電力料金削減

9%
0%

図 2.2-14

15%

15%
13% 13%
6%

8%

0%
省エネ推進

19%

18%

8%
4%

特高回避

24%

11%

6%
1%

0%

38%

38%

0% 0%
環境貢献・対応

電源信頼性向上、電源二重化

燃料転換の一環

0%
空調・ボイラ設備更新の一環

導入理由（理由別の重要度の百分率）
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8%

その他

なお、その他の導入理由として、以下が挙げられている。
z
z
z
z
z
z
z
z

瞬低対策
実証テスト
商用停電時の非常用
医療用、生命維持
コージェネ停止予定がある
防災、バックアップ電源
廃水処理設備非常用
電圧降下対策

図 2.2-15 に基づき、業種別に原動機発電設備の導入理由（最重要理由）をみ
ると、以下の点が読み取れる。
・原動機発電設備の導入理由は、業種別に大きく異なる。
・電力料金削減を最重要理由としている業種が多い。
・原動機発電設備の導入理由として省エネを重視している業種は、パルプ・
紙・紙加工品、ゴム製品、一般機械器具、事務所ビル（通信、金融・保険
を除く）、研究所・試験所等である。
・原動機発電設備の導入理由として環境貢献・対応を重視している業種は、
情報通信機械器具、鉄鋼、その他の施設（業務系）である。
・原動機発電設備の導入理由として電源信頼性を重視している業種は、石油・
石炭製品、プラスチック製品、金属製品、電子部品・デバイス、精密機械
器具、事務所ビル（金融・保険）等である。
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電力料金削減

特高回避

省エネ推進

環境貢献・対応

電源信頼性向上等

空調・ボイラ更新

売電

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

食料品製造業：5件
飲料・たばこ・飼料製造業：2件
繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く）：1件
パルプ・紙・紙加工品製造業：4件
化学工業：7件
石油・石炭製品製造業：1件
プラスチック製品製造業：2件
ゴム製品製造業：1件
窯業・土石製品製造業：3件
鉄鋼業：5件
非鉄金属製造業：2件
金属製品製造業：4件
一般機械器具製造業：2件
電気機械器具製造業：3件
情報通信機械器具製造業：1件
電子部品・デバイス製造業：4件
輸送機械器具製造業：7件
精密機械器具製造業：2件
その他の製造業：8件
事務所ビル（通信業）：1件
事務所ビル（金融保険）：2件
事務所ビル（上記以外の民生ビル）：5件
庁舎：1件
研究所・試験所：2件
学校・研修施設：1件
通信局舎：1件
病院・診療所：6件
ホテル・旅館・宿泊：3件
小売店（デパート・ショッピングセンター等）：12件
遊技場・パチンコ店・ボーリング場：2件
スポーツ施設：1件
博物館・美術館・図書館：1件
その他の施設：7件
総計：109件

図 2.2-15

業種別の原動機発電設備の導入理由（最重要理由別の百分率）

ⅲ）導入後の評価（保有の場合）
図 2.2-16 に基づき、
「満足」と「普通・特に不満なし」の合計値（％）
で満足度をみると、電源品質に対する満足度が最も高く、次いで環境性、運
転管理面、経済性の順となっている。経済性と運転管理面の不満足度は 25
〜33％に及んでいる。
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100%

6%
16%

90%

25%
33%

80%
70%
67%

60%
66%

50%

61%

47%

不満あり
普通・特に不満なし
満足

40%
30%
20%
28%
10%

20%

19%

経済性

環境性

15%

0%
電源品質

図 2.2-16

運転管理面

導入後の評価

ⅳ）関心及び導入計画の有無（保有していない場合）
一方、関心及び導入計画の有無については、図 2.2-17 に示すように、関
心は比較的高く、コージェネと非コージェネ（コージェネの方により関心
が高い）を合せて、関心ありは 52％に及ぶ。但し、導入計画を有している
割合は 11％である。
100%
90%
80%
48%
70%
60%
89%
50%
12%
40%
30%
20%

40%

10%

5%
6%

0%
関心の有無

図 2.2-17

導入計画の有無

関心及び導入計画の有無
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無
有（非コージェネ）
有（コージェネ）

ⅴ）関心あり・導入計画ありの理由（保有していない場合）
関心または導入計画がある場合の理由としては、第一に経済性、次いで
環境性、電源品質が挙げられている。

11%

1%
経済性
環境性
電源品質

29%

59%

図 2.2-18

その他

関心有り・導入計画有りの理由

○ 燃料電池型発電設備に関する調査結果
ⅰ）保有の有無
回答事業所 402 件のうち 1.2％（５事業所）が燃料電池型発電設備を保有
しており、98.8％が保有していない。

1.2%

有
無

98.8%
図 2.2-19

燃料電池型発電設備の保有の有無
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ⅱ）導入理由（保有の場合）
導入済み５件のうち２件から回答が得られており、その導入理由は１件
がその他（研究開発のため）、１件が電力料金削減（最重要理由）、省エネ
（２番目に重要な理由）、燃料転換の一環（３番目に重要な理由）である。
ⅲ）導入後の評価（保有の場合）
導入済み５件のうち２件から回答が得られており、その評価は、１件が
経済性、環境性、電源品質、運転管理面のいずれも「普通・特に不満なし」、
残り１件は、環境性、電源品質は「満足」、経済性、運転管理面は「普通・
特に不満なし」である。
ⅳ）関心及び導入計画の有無（保有していない場合）
関心は比較的高く、コージェネと非コージェネ（コージェネの方により
関心が高い）を合せて、関心ありは 42％に及ぶ。但し、導入計画を有して
いる割合は５％である。
100%
90%
80%
70%

59%

60%
無

95%

50%

有（非コージェネ）
有（コージェネ）

40%
12%
30%
20%
30%
10%
3%

2%

0%
関心の有無

図 2.2-20

導入計画の有無

関心及び導入計画の有無

ⅴ）関心あり・導入計画ありの理由（保有していない場合）
関心または導入計画がある場合の理由としては、第一に経済性と環境性、
次いで電源品質が挙げられている。
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9% 1%
経済性

49%

環境性
電源品質

41%

その他

図 2.2-21

関心有り・導入計画有りの理由

○ 太陽光発電設備に関する調査結果
ⅰ）保有の有無
回答事業所 410 件のうち 5.6％（23 事業所）が太陽光発電設備を保有し
ており、94.4％は保有していない。

5.6%

有
無

94.4%
図 2.2-22

太陽光発電設備の保有の有無
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ⅱ）導入理由（保有の場合）
表 2.2-3

導入理由（回答件数）

最も重

２番目

３番目

４番目

５番目

要

に重要

に重要

に重要

に重要

計

電力料金削減

0

1

6

1

0

8

特高回避

1

0

0

1

0

2

省エネ推進

3

9

3

0

0

15

12

4

0

0

0

16

電源信頼性向上、電源二重化

0

0

0

1

0

1

売電

0

0

0

1

0

1

その他

1

3

0

0

0

4

17

17

9

4

0

47

環境貢献・対応

計

全体として、環境貢献・対応が最も多く、次いで省エネ推進、電力料金
削減、その他の順となっている。最も重要な導入理由は環境貢献・対応、
２番目に重要な理由は省エネ推進、３番目に重要な理由は電力料金削減で
ある。その他の導入理由（その他に回答した４件のうち２件から回答あり）
としては、「非常対応」「自社製品の PR」が挙げられている。
ⅲ）導入後の評価（保有の場合）
導入後の評価としては、概ねどの項目も「普通・特に不満なし」であり、
経済性については 17％が不満、環境性については 23％が満足としている。
0%

100%
90%

0%

0%

17%

80%
70%
77%

60%

83%
不満あり
普通・特に不満なし
満足

92%
50%
75%
40%
30%
20%
23%

10%

17%

8%

8%

0%
経済性

環境性

電源品質

図 2.2-23
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運転管理面

導入後の評価

ⅳ）関心及び導入計画の有無（保有していない場合）
関心は比較的高く、関心ありは 48％に及ぶ。一方、導入計画を有してい
る割合は３％である。
100%
90%
80%
52%

有

70%

無

60%
97%

50%
40%
30%
48%
20%
10%

3%

0%
関心の有無

図 2.2-24

導入計画の有無

関心及び導入計画の有無

ⅴ）関心あり・導入計画ありの理由（保有していない場合）
関心または導入計画がある場合の理由としては、第一に環境性、第二に
経済性が挙げられている。

4% 2%
31%
経済性
環境性
電源品質
その他

63%

図 2.2-25

関心有り・導入計画有りの理由

その他の理由としては、環境ＰＲ、イメージアップ（2 件）、運転管理面
でのノウハウ等が挙げられている。
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○ 風力発電設備に関する調査結果
ⅰ）保有の有無
回答事業所 407 件のうち 1.5％（6 事業所）が風力発電設備を保有してお
り､98.5％は保有していない。

1.5%

有
無

98.5%
図 2.2-26

風力発電設備の保有の有無

ⅱ）導入理由（保有の場合）
導入理由については、保有６事業所のうち３事業所から回答が得られ、
順位は以下の通りである。
表 2.2-4

風力発電設備の導入理由

導入理由の順位

A 事業所

B 事業所

C 事業所

最も重要

環境対応・貢献

省エネ推進

環境対応・貢献

２番目に重要

電力料金の削減

環境対応・貢献

省エネ推進

３番目に重要

省エネ推進

電力料金の削減

−

４番目に重要

特高回避

−

−

ⅲ）導入後の評価（保有の場合）
導入理由については、保有６事業所のうち３事業所から回答が得られ、
回答結果は以下の通りである。
表 2.2-5

風力発電設備の導入後の評価

評価項目

A 事業所

B 事業所

C 事業所

経済性

普通・特に不満なし

普通・特に不満なし

−（無回答）

環境性

満足している

満足している

普通・特に不満なし

電源品質

普通・特に不満なし

普通・特に不満なし

−（無回答）

運転管理面

普通・特に不満なし

普通・特に不満なし

−（無回答）
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ⅳ）関心及び導入計画の有無（保有していない場合）
関心は比較的高く、関心ありは 33％である。一方、導入計画を有してい
る割合は 1％である。
100%
90%
80%
有

70%

無

67%
60%
99%

50%
40%
30%
20%
33%
10%

1%
導入計画の有無

0%
関心の有無

図 2.2-27

関心及び導入計画の有無

ⅴ）関心あり・導入計画ありの理由（保有していない場合）
関心または導入計画がある場合の理由としては、第一に環境性、第二に
経済性が挙げられている。

3%
1%
31%

経済性
環境性
電源品質
その他

65%

図 2.2-28

関心有り・導入計画有りの理由

その他の理由としては、冬期は風がある、環境ＰＲ、運転管理面でのノ
ウハウ等が挙げられている。
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○ 本問全体に対するコメント
本問全体に対する回答者からのコメントとして、以下が寄せられている。
z 発電設備は維持管理のコスト以外にリース切れや廃止時の扱いが大変。
電力会社から買うのが一番安全であり信頼性も高くクレーム処理もしても
らえるので良い。
z 当社は負荷容量が大きく、また負荷変動が大きく、過去に省エネ対策およ
び経済性で検討したが、電気技術的に困難なため断念する。
z 場内に太陽電池パネルを設置できるスペースがあるので検討してみたい。
風力発電設備は、平均風速が規定以上ないと採算が取れないと聞いている。
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第４章

まとめ

電力ネットワーク技術、品質別電力供給システムに資する各種調査の予備調査として、電力供給
の現状について調査した。実証研究は今後も継続予定であり、これらの調査結果を今後も活用して
いく予定である。
各調査項目毎の実施内容、成果、今後の活用計画は以下のとおりである。
1） 国内外の施策、電力供給状況調査
分散型電源の大量導入に向けた海外の導入促進施策、技術開発支援施策、及び電力供給状
況の調査を実施した。調査の結果、英国における配電系統側の導入促進施策、技術開発支援
施策などの詳細が明らかになった。
本調査結果を参考に実証システムの普及に向けた課題の抽出、我が国において真に有効と
なる施策等の提言検討などに活用していく予定である。
2） 分散型電源の導入影響調査
電力ネットワーク技術実証システムが解決を目指す電圧変動問題に限らず、分散型電源の
大量導入に伴い懸念される様々な影響（問題）、及び影響（問題）解決のための研究開発等の
国内外の動向を調査した。調査は配電系統への影響、上位系統への影響に分類し懸念される
影響を網羅的に調査した。
今後は実証システムの実系統適用に向けてあわせて解決すべき影響（問題）を含めた研究
開発の方向性の検討資料として、活用していく予定である。
3） 需要家の電力供給に関する調査
需要家の意識にある電力供給ニーズのプライオリティーの分析による今後の研究開発の方
向性の検討に資する基礎データとするために、
「電力ネットワーク技術実証研究に係る調査」
の対策システムに関するニーズ分析、及び電力品質の需要家の全般的なニーズに対する位置
付けを調査･分析した。
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