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平成 19 年度実施方針 

新エネルギー技術開発部 

１．件名：プログラム名 電力技術開発プログラム 
(大項目)    新電力ネットワークシステム実証研究 

 

２．根拠法： 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号イ 

 

３．背景及び目的・目標 

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（※

１）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

昇およ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。 

一方、電力の供給形態の多様化や、ＩＴ機器の普及に伴う電力品質に対する需要家ニ

ーズの高度化に対応するためには、 適な電力供給形態を検討する必要がある。 
既存の電力系統に新エネルギーによる分散型電源を大量に連系するためには、系統電

力と分散型電源の調和を図るための技術開発が不可欠である。本事業では、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に悪影響を及ぼさない

ための系統制御技術や、新エネルギーを主体とした分散型電源を利用して需要家の電力

品質ニーズに応えるための技術について、平成 19 年度までに実証研究を行い、当該技

術の有効性を検証することを目的として実施する。 

なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された電力技術開発プログラムの一

環として実施する。 

本プロジェクトでは、以下の研究開発を行う。 

 
研究開発項目① 「電力ネットワーク技術実証研究」 

配電線に新エネルギー等の分散型電源が大量に系統連系された場合でも、系統制御機

器の適切な制御により系統安定化を図り、系統電力の供給が円滑に行われるようなシス

テムを開発し、実証研究を行う。  
 

終目標（平成 19 年度末）  
新エネルギー等の分散型電源が大量に系統連系された場合でも、系統制御機器の適切

な制御により系統安定化を図り、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。 



  

以下の項目についての評価を通じ、 終的に系統制御機器と分散型電源の導入量・構成

等に応じた 適化モデルを構築する。 
 

１．系統に対しての効果 ①分散型電源の導入可能量で評価  

２．設備費  ①分散型電源の導入量別の対策機器容量について評価 
②制御通信装置等も考慮した、システムの導入設備費の評価 

３．制御性  ①対策実施による電圧変動の仕上がり状況を評価 

４．運用性  ①系統構成変更、配電系統側の状況変化に対する運用性を評価

②分散型電源の連系量変化等に対する運用性を評価 

５．信頼性  ①機器の開発状況等を考慮し、動作の確実性等ハード面の機器

単独での信頼性を評価  
②複数の対策機器の適用及びその協調制御など、制御の容易さ、

確実性等の面から、制御方法、手法について評価 
６．システムの拡張性  ①分散型電源の導入量増大時など部分的にシステムを拡張する

場合の拡張性を評価 

７．技術的側面等から見た

機器の実現性 
①現在及び至近年の技術開発レベルを考慮し、対策機器の実用

化可能性を評価 

８．設置場所、スペース等

系統への設置性 
①対策機器の寸法、重量等を考慮し、実配電線に設置する場合

を考慮して評価 

９．配電線の電力損失  ①配電線での電力損失を算出して評価 

１０．高調波電圧歪の問題 ①ＳＶＣなどのインバータ機器が系統に導入された場合を評価

１１．短絡容量の増大  ① 配電線ループ運用時の短絡容量増大を評価  
 

（参考） 

・「新電力ネットワークシステム研究会」報告書 ＩＡＥ－Ｃ０２３９ 平成 15 年 6 月 

財団法人エネルギー総合工学研究所 

   ・「電力系統制御システム」に関する検討報告書 ＩＡＥ－Ｃ０２４３ 平成 15 年 6 月 

新システム技術評価分科会 

電力系統制御 WG 

財団法人エネルギー総合工学研究所 

 

研究開発項目② 「品質別電力供給システム実証研究」 
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

ズに対応する品質別（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、実証試験を行う。  
 

終目標（平成 19 年度末）  
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。 

 



  

１）品質別電力供給システムにより、以下の品質全ての電力供給が同時に行えることを証

明することを達成目標とする。 
 

 電力供給品質分類  高品質Ｂ  

電力供給品質の特徴 

 

 

高品質Ａ  

Ｂ１ Ｂ２  Ｂ３

高品質Ｃ (*8) 直流供給  

瞬断時間  無瞬断であり、電圧波形

ﾚﾍﾞﾙでの補償を行う品質

瞬断時間が 15msec 以下

に限定される品質 (*1) 

停電時間が 1 分程  

度に限定される品

質  

無瞬断  

電圧変動  Ａ Ａ(*6) Ａ(*6) Ａ(*6) Ｄ  Ａ 

電圧不平衡  Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ  － 

電圧高調波  Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ  Ａ 

周波数  Ａ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ  － 

瞬時電圧低下  Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ(*5) Ａ 

停電  Ａ Ａ Ｂ(*3) Ｄ Ｂ(*4) Ａ 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間  安全に設備をｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝで

きる時間以上  

200msec 以上 (*2) 停電時間が  

1 分程度に制限  

安全に設備を  

ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝできる

時間以上  

 

 

電

力

供

給

品

質

要

件

その他  直流供給が可能 (*7) 直流供給が可能 (*7) －  － 

主な用途目的例  汎用コンピュータ、 

製造設備 (*9)、通信設備、

医療機器  

小容量ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、  

製造設備 (*9)、 

高圧放電ﾗﾝﾌﾟ 

重要照明、  

換気・衛生ﾎﾟﾝﾌﾟ、 

製造動力  

コンピュータサ

ーバ、通信設備

Ａ：補償を行う Ｂ：制限付きの補償を行う(詳細は注釈参照 ) Ｃ：補償の対象としない (技術的に補償可能 ) 

Ｄ：補償の対象としない(技術的に補償困難 ) 

(*1) 用途負荷 (小容量ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、製造設備など)の瞬低耐量、規格から瞬断耐量の も厳しい数値を採用。 

(*2) 瞬時電圧低下の 80%が瞬低時間 200msec 以下。 (瞬時電圧低下対策､「電気共同研究」､第 46 巻､第 3 号､平成 2 年 ) 

(*3) 分散型電源が停止中は補償不可。  

(*4) 停電時間が 1 分程度に制限される。  

(*5) 瞬時電圧低下補償を行うには少なくとも高速遮断器が必要。 

(*6) 常時損失を低減する観点から補償しない場合がある。 

(*7) 高品質 A、B を供給する装置の直流部から供給可能  

(*8) 非常用発電機の代替を想定すると、消防法の規制の改正が必要。 

(*9) 半導体製造装置、重要製造動力などでｺｽﾄ、要求電力供給品質との兼ね合いで需要家が高品質 A 又は B を選択。 

 
２）従来の無停電電源装置 (ＵＰＳ )による電力品質対策に比較して、同等以下のコスト、

省スペース、低電力損失を可能とする。 

 
研究開発項目③ 「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」 

本事業の研究項目の効率的、効果的進捗を図るため、及び現状と今後の新エネルギーを

主体とした分散型電源を含む電力供給の技術的課題や研究開発の方向性並びに経済性等を

明らかにするための総合調査研究を行う。 
 

終目標（平成 19 年度末）  
配電系統構成等の実態調査、新エネルギー等の分散型電源の導入拡大時の技術的課題に

ついて、その原因、現状、対策方法、対策費用、対策効果等を明確化し、規制・基準等の

改訂も含めた解決方法の検討を行う。また、国内外の調査や試験結果を基にシミュレーシ

ョンによる各種推測を行い、知見を試験内容にフィードバックするとともに、プロジェク

トを通して得られた検討結果を体系的に評価・整理し、幅広く社会に提供する。 
１）現状の新エネルギー等の分散型電源と電力系統の技術的課題、経済的課題、運用的課

題等と、相互の関係を明確化し、新エネルギー等の分散型電源の導入拡大のために必

要な研究開発の方向性等を明らかにする。 
２）試験結果の適用性、効果、課題等の分析により得られた知見を、本研究開発内容にフ

ィードバックする役目を果たすとともに、以後の研究開発に繋がる検討結果を得るこ

とを目標とする。 
３）プロジェクトを通して得られた検討結果を体系的に評価・整理し、データベース化し

て幅広く社会に提供する。 
 



  

４．平成 18 年度事業内容及び進捗（達成）状況 

東京理科大学 工学部 教授 内田直之氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発

を実施した。 

平成 18 年度は主に、平成 17 年度に実施した中間評価で指摘された事項について、対策

方針に基づき検討を行った。また、平成 18 年度第 1 回電力システム技術委員会では、 終

年度（平成 19 年度）に向けて到達すべき目標の確認、目標達成に至るプロセス等について

審議を行った。平成 19 年度は、「電力ネットワーク技術実証研究」「品質別電力供給システ

ム実証研究」の両実証試験と「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」（以下、総合調査）

の相互フィードバック機能の更なる強化を図り、お互いに協調しながらシステム評価を進

める予定。 

研究開発項目①「電力ネットワーク技術実証研究」 
a. 電圧適正化のための系統制御機器・方式の開発 

平成 17 年度までの実証試験で明らかになった集中制御方式の制御遅れについて、

制御の一層の高速化・確実化を図るため、SVR、SVC 等の系統制御機器の「自端制御

との組み合わせ方式」等、集中制御方式を改良し、シミュレーションにより、その

効果と適用条件を検証した。その結果、制御遅れによる適正電圧逸脱を解消できる

見込みを得た。今後、更に詳細な検討を進める予定。 

b. 配電線ループ用需給バランスコントローラ（LBC）の開発 
平成 17 年度までに設計・製作した現状技術適用 適設計機および新技術適用機

の 2 種類の LBC を赤城試験センター需要地系統ハイブリッド実験設備に設置し、実

証試験により単機の基本性能を検証した。基本仕様を満たすことを確認したものの、

零相電流値が許容値に対して裕度が少なく、改良を加える必要性が明らかとなった。 

〔実施体制：委託先（財）電力中央研究所〕 

研究開発項目②「品質別電力供給システム実証研究」 
a. 実証試験設備の設計、施工 

平成 17 年度に引き続き、自営線敷設および各装置の設置工事を行い、実証試験設

備の設置を完了し、実証試験を開始した。また、実フィールドで想定される様々な

系統擾乱を模擬した試験を行い本システムの実用化を加速させるために平成 18 年

度に新たに導入を決定した瞬時電圧低下試験装置を製作した。 

b. 実証試験設備の基本動作確認およびシステムへのフィードバック 

擬似負荷等を用いた基本動作確認試験を行い、その結果と事前検討（解析等）結

果の差異について分析を行った。擬似負荷試験による動作確認により、システムの

基本仕様を満たすことが確認できた。分散型電源の自立運転時の電圧・周波数維持

に向けて、更に機能統合型高品質電力供給装置の回生運転制御精度を向上する機能

拡充を今後実施する予定。 

c. 実証試験設備の運用保守 

擬似負荷を用いた試験実施の際に生じる騒音に対し対策を講じるなど、実証試験

設備の安全性の確保および円滑な試験実施を念頭に置き、実証試験設備の運用保守

を行った。 

d. 実証試験設備の評価 

実証試験設備の経済性、信頼性についての評価に着手した。実証試験システムの

投資回収年数についてのモデル作成やシステムの状態遷移図作成、各状態の遷移確

率算出等の検討を開始した。今後、実証システム構築データや試験データを取り込

みながら、従来方式との詳細な比較検討を行う予定。 



  

e. 委託先委員会の開催 

本プロジェクトの迅速かつ適正な遂行を目的として、外部有識者（専門家）の意

見を計画に取り入れるための委員会を設置し、年度内に 3 回開催した。その結果、

指摘のあった評価試験データの充実のため、瞬時電圧低下試験装置の導入などの対

策を行った。 

〔実施体制：委託先（株）NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ－再委託先 日本電信電話（株）、 
委託先（株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･建築総合研究所、学校法人栴檀学園東北福祉大学、仙台市〕 

研究開発項目③「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」 
a. 電力ネットワーク技術実証研究に係わる調査 

代表的な対策システム提案を目的とし、平成 18 年度までの調査結果を基に、各種

サンプル系統にて、幹線亘長をパラメータとした電圧制約による分散型電源導入限

界量の検証を行った。その結果、対策時期および対策機器の電圧調整効果が明らか

になった。また、分散型電源普及シナリオ、機器価格動向等を踏まえ、経済性を考

慮したシステム評価手法の整理を行った。 

b. 品質別電力供給システム実証研究に係わる調査 
平成 18 年度までの調査結果を基に、再開発地域、工業団地における総合評価モデ

ルを策定した。これにより、汎用化・事業化すべき品質別電力供給システムの規模、

供給電力品質等が明らかになった。さらに今後は、計算機シミュレーションにより、

システムの電力品質、供給信頼度、効率等の技術面評価を行うとともに、経済性を

検証する予定。また、品質別電力供給における需要家側、供給者側の両側面から、

そのシステムの導入シナリオを策定した。本シナリオの策定により、品質別電力供

給システムの汎用化・事業化の方向性に関する知見を得た。 

c. 電力供給の現状調査 
分散型電源大量連系が系統に与える影響について、電圧変動以外の顕在化が懸念

される変電所バンク逆潮流および単独運転問題について調査を実施し、電圧以外の

対策の必要性について整理した。また、我が国において、分散型電源普及に向けた

効果的な施策を検討する上での基礎資料とするために、海外における技術開発等に

関する施策の追跡調査を行った。  

〔実施体制：委託先（財）エネルギー総合工学研究所〕  

実績額推移（百万円）：平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 
電特会計     677   1,812 1,567 
特許出願件数 （件）：  0     4    2 

論文発表件数 （件）：  0     5   24 

フォーラム  （件）：  0     5   12 

 

５．事業内容 

(1) 平成 19 年度事業内容 
東京理科大学 工学部 教授 内田直之氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発

を実施する。 

研究開発項目①「電力ネットワーク技術実証研究」 

a. 電圧適正化のための系統制御機器・方式の開発 

平成 18 年度に改良した SVR、SVC 等の系統制御機器の集中制御方式について、実

証試験ならびにシミュレーション等により、適用効果、適用条件、適用限界を実証



  

する。また、従来の分散制御方式との比較検討を行う。 

b. 配電線ループ用需給バランスコントローラ（LBC）の開発 

系統に対する効果、コスト、運用性等を考慮に入れ、現行の系統制御機器との組

み合わせ制御を含めた、電圧適正化のための LBC の集中制御方式を開発し、実証試

験ならびにシミュレーション等により、配電線ループ運用方式の適用効果、適用条

件、適用限界を検証・評価する。上記項目 a とともに、 終目標達成に必要な成果

が得られるよう試験内容を十分検討した上で効率的に実施する。またその試験結果

を精査する。 

c. 総合評価 

実証試験結果に基づき、 終目標である系統制御機器と分散型電源の導入量・構

成等に応じた系統制御システムの 適適用形態を明らかにする。評価にあたっては、

総合調査側と前提条件の整合がとれた相互補完的な評価が可能となるよう連携を

更に強化する。 

〔実施体制：委託先（財）電力中央研究所〕  

研究開発項目②「品質別電力供給システム実証研究」 

a. 実証試験設備の設計、施工 

平成 18 年度に製作した瞬時電圧低下試験装置の現地搬入、設置を行い、商用系

統の擾乱を模擬した試験を行う。また実需要家に対し現状供給線路から品質別電力

供給線路への切り替えを行い、電力安定供給の有効性検証を開始する。 

b. 実証試験設備の基本動作確認およびシステムへのフィードバック 

平成 18 年度末に設置した MCFC、平成 19 年度当初に設置予定の瞬時電圧低下試験

装置を含め、擬似負荷等を用いた動作確認試験を行う。その結果と事前検討（解析

等）結果の差異について分析を行い、その上で実運用システムへのフィードバック

を実施する。 

c. 実証試験の実施 

電力会社、地域住民及び設備管理者・所有者等との調整を綿密に行い、設備なら

びに公衆の安全を確保した上での運用保守を行い、実需要家供給を含めた実証試験

を円滑に実施する。 終目標達成に必要な成果が得られるよう、試験内容、方法に

ついては、その妥当性、安全性等を十分検討し、効率的に進める。 終目標として

特定地域内の実需要家に対し、多品質電力の同時供給を行い、電力安定供給におけ

る有効性を実証する。 

d. 実証試験設備の評価 

総合調査側との前提条件の整合をとるなど相互に情報共有を行った上で、実証試

験設備の経済性、信頼性について、総合評価を実施し、従来の無停電電源装置（UPS）

等による電力品質対策に比べ同等以下のコスト、省スペース、及び低電力損失等を

可能とする有効性の高いシステムであることを検証する。 

e. 委託先委員会の開催 

本プロジェクトの迅速かつ適正な遂行を目的として、外部有識者（専門家）の意

見を計画に取り入れるための委員会を 4 回程度開催する。総合調査側と調整し、相

互により効果的なフィードバックが図れるよう一層の連携の強化を図る。 

〔実施体制：委託先（株）NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ－再委託先 日本電信電話（株）、 
委託先（株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･建築総合研究所、学校法人栴檀学園東北福祉大学、仙台市〕 

 



  

研究開発項目③「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」 

 「電力ネットワーク技術実証研究」「品質別電力供給システム実証研究」の実証試験結果を

踏まえ、実証試験側との相互フィードバック機能の更なる強化を図り、前提条件の整合をとっ

た上でシステム評価を推進するとともに、将来の実用化に繋がるようなシステム提案を行う。 

a．電力ネットワーク技術実証研究に係わる調査 

平成 18 年度までの調査結果、および実証試験結果を踏まえ、技術面での代表的な

対策システムの検討を行う。また、各種費用比較により、経済性を考慮した対策シ

ステムの検討を行い、我が国において有効となる方策の提案を行うとともに、今後

の研究開発の方向性、各種課題を明らかにする。 

b.品質別電力供給システム実証研究に係わる調査 

平成 18 年度までの調査結果に基づき構築された総合評価モデルにより計算機シ

ミュレーションを行い、システムの電力品質、供給信頼度、効率、および経済性を

検証するとともに、本システムの導入基準、導入効果等を明らかにする。また、今

後の研究開発の方向性、各種課題を明らかにする。 

c.将来の電力供給のあり方に関する検討 

上記 a,b を踏まえ、「電力ネットワーク技術実証研究」と「品質別電力供給システ

ム実証研究」で検討したシステムが、将来の電力系統において担う役割、将来の電

力系統のあるべき姿について検討し、その結果を取り纏める。 

〔実施体制：委託先（財）エネルギー総合工学研究所〕  

 (2)平成 19 年度事業規模 

電特会計     ５００百万円 （継続） 

(注)事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

(1)評価 
平成 19 年度事業終了後に事後評価を行う。 

（2）運営管理 
研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び

研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的および目標に照らして適

切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置す

る系統連系技術委員会や外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程

度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等

を行う。 
(3)年間スケジュール 

平成 19 年  3 月上旬・・・・部長会 
  5 月中旬・・・・電力システム技術委員会  

11 月頃  ・・・・電力システム技術委員会 

  平成 20 年 2 月頃  ・・・・電力システム技術委員会 

3 月下旬・・・・成果報告書受領 

         

※１  本研究開発における新エネルギーの定義は、「新エネルギー利用等の促進に関す

る特別措置法（平成 9 年 6 月 23 日法律第 37 号、一部改正平成 13 年 11 月 28 日法

律第 129 号）、同施行令（平成 9 年 6 月 20 日、一部改正平成 13 年 3 月 22 日政令



  

第 56 号,平成 14 年 1 月 25 日政令第 15 号）、に基づく基本方針（平成 10 年 9 月 19

日閣議決定、改定平成 14 年 12 月 27 日閣議決定）において、新エネルギー利用等

として位置付けられた下記の電源とする。但し、本事業で扱う電源として、括弧書

きのものは実証研究対象外とする。 

 

太陽光発電，風力発電，廃棄物発電，バイオマス発電，天然ガスコージェネレー

ション※２，燃料電池，（太陽熱利用），（廃棄物燃料製造），（廃棄物熱利用），

（バイオマス燃料製造），（バイオマス熱利用），（温度差エネルギー），（氷

雪熱利用）（クリーンエネルギー自動車） 

 

※２  本事業では熱利用部分については、実証研究及び費用負担の対象としない。 



（別紙１）事業実施体制の全体図  

 

「電力ネットワーク技術実証研究」実施体制 

 
 NEDO 技術開発機構

委託 
プロジェクトリーダー

内田直之氏  

意見、報告  

助言、指導
財団法人 電力中央研究所 
 
研究項目①：a,b,c 

  



（別紙２）事業実施体制の全体図  

 

「品質別電力供給システム実証研究」実施体制 

 
 NEDO 技術開発機構

委託 

意見、報告  

日本電信電話  
株式会社  
 
研究項目②：c 

再委託 

株式会社 NTT フ
ァシリティーズ  
 
研究項目②：  
a,b,c,d 

株式会社エヌ･テ

ィ･ティ･建築総合

研究所  
 
研究項目②：d,e 

学校法人栴檀学園

東北福祉大学  
 
 
研究項目②：c 

プロジェクトリーダー

内田直之氏  

助言、

指導 

仙台市  
 
 
 
研究項目②：c 

  



（別紙３）事業実施体制の全体図  

 

「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」実施体制 

 
 NEDO 技術開発機構

委託 

意見、報告  

プロジェクトリーダー

内田直之氏  

助言、指導
財団法人 
エネルギー総合工学研究所 
 
研究項目③：a,b,c 

 

  


