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（電力技術開発プログラム） 
「新電力ネットワークシステム実証研究」基本計画 

 
新エネルギー技術開発部 

 

1.研究の目的・目標・内容 

(1) 研究開発の目的 

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。 

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

とを目的としている。 

我が国では、長期エネルギー需給見通し（2001 年 7 月）において、2010 年時点での供給サイ

ドの新エネルギーの導入目標として、原油換算で 1,910 万 kl の導入（1999 年度比約 3 倍の導

入量）を掲げている。また、電力自由化により電力供給方法の自由度が拡大すること等から、今

後、新エネルギー等の分散型電源の導入はますます進むものと考えられている。 
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。 
このため、資源エネルギー庁では、平成 14 年度より平成 15 年度にかけて「新電力ネットワー

クシステム研究会」を開催し、分散型電源と系統電力が協調しつつ電力供給を行う方法の検討

を行ってきた。 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）

では、上記研究会の検討結果を踏まえ、系統電力を安定化するための系統制御技術と新エネル

ギーを主体とした分散型電源を需要家の電力品質ニーズに応えるために活用した電力安定供給

技術の進展を図ることを目的として、以下のプロジェクトを実施する。 
①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。 
②現状、高品質電力を必要とする機器は、機器毎に無停電電源装置（ＵＰＳ）等による停電対

策や電力品質の改善対策を行っているが、この方法の課題としては、台数の増加による設置

スペースの増大や蓄電池設備の非効率性などが挙げられる。これに代わる方法として、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。これは、自営線等を通じて、特定の地域内の各需要家のニーズにあった品質の

電力供給を、現状の無停電電源装置（ＵＰＳ）による対策と比較して同等以下のコスト、省ス

ペース及び低電力損失で行うための実証研究である。 
③新エネルギー等の分散型電源の大量導入時に電力の安定供給を維持するためには、そ

の対策方法の確立や将来的な電力供給のあり方を明らかにすることが必要とされる。よって、
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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。 
 

なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された新エネルギー技術開発プログ
ラムの一環として実施する。 

 

(2)研究開発の目標 

終目標（平成 19 年度末） 

①電力ネットワーク技術実証研究 

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。 

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。 

③新電力ネットワーク技術に係る総合調査 

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、知見を実証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。 

 

(3)研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき

研究開発を実施する。 

①電力ネットワーク技術実証研究 

②品質別電力供給システム実証研究 

③新電力ネットワーク技術に係る総合調査 

 

2.研究開発の実施方式 

(1)研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の民間企業、民間研究機関、独

立行政法人、国公立・私立大学等、公益法人等（委託先から再委託された研究開発実施者を

含む）から公募によって研究開発実施予定者を選定の上、研究開発体制を構築し、委託して実

施する。（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な開発能力、

研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの

限りではない。） 

研究開発マネジメント機能の更なる高度化を目指し、また各研究開発グループの有する研究

開発ポテンシャルの 大限の活用により効率的な研究開発を図る観点から、ＮＥＤＯ技術開発

機構が委嘱したプロジェクトリーダー東京理科大学 工学部 教授 内田直之氏の下で、それぞ

れの研究テーマの達成目標を実現すべく研究開発を実施する。 

(2)研究開発の運営管理 

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
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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.研究開発の実施期間 

本研究の期間は、平成 16 年度から平成 19 年度までの 4 年間とする。 

4.評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的および政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成

果の技術的意義、経済性並びに将来の産業への波及効果等について、毎年度事業評価を実施

するとともに、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会において外部有識者による研究開発の事

後評価を平成２０年度に実施する。なお、評価時期については、当該研究開発に係る技術動向、

政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
 

5.その他重要事項 

(1)研究開発成果の取扱い 

①成果の普及 

得られた研究開発のうち、下記共通基盤に係る成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、

実施者とも普及に努めるものとする。 

a) 電力ネットワーク技術実証研究 

系統制御システムによる電力品質安定化方法により、新エネルギー等を利用した分散型

電源の条件別系統連系可能量を把握する手法の確立と標準化への提案、及び適用効果

と限界に関するデータ取得。 

b) 品質別電力供給システム実証研究 

需要家における電力品質安定化方法として、分散型電源を利用した品質別電力供給

手法のデファクトスタンダードの提案、及び適用効果と限界に関するデータ取得。 

c) 新電力ネットワーク技術に係る総合調査 

上記２件名の、信頼度維持に対する費用対効果と、対策実施有無別の影響評価方法、

及び電力品質の定量化方法の提案。 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータ提供等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原

則として、すべて受託者に帰属させることとする。 

(2)基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外

の研究開発動向、政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、当該研

究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の

見直しを弾力的に行うこととする。 

(3)根拠法 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14 年 12 月 11

日法律第 145 号）第 15 条第 1 項第 1 号イ に基づき実施する。 

 
6.基本計画の改訂履歴 
(1) 平成１６年３月、制定。 
(2) 平成１７年３月、「電力技術開発プログラム」として位置付けられたことによる改訂。 
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(3) 平成１８年３月、プロジェクトリーダーの設置に伴い改訂。 

(4) 平成１９年３月、「新電力ネットワーク技術に係る総合調査」の研究開発目的を明確化するため、

目標の表現を修正して改訂 
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※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。 
 
 

以上 
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(別紙)研究開発計画 
 

研究開発項目①「電力ネットワーク技術実証研究」 
 
 

１．研究開発の必要性 

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。 

従って、系統電力の品質を安定化する対策方法を示すことが公共の利益にとって重要である。

よって本研究では多くの新エネルギー等の分散型電源が電力系統に柔軟に連系出来るよう、

現在の系統をベースに系統構成機器を制御するシステムの開発と実証試験を行う。 
 

２．研究開発の具体的内容 

実系統を模擬した配電線に太陽光発電や回転機などの新エネルギー等の分散型電源、負

荷装置、系統制御機器を接続し、導入量と配置場所別の系統制御効果を確認する実証研究を

行う。 

 

（１）新しい系統制御システムと系統制御機器の開発及び実証試験 

①系統制御機器である、SVR（電圧調整器）、SVC（無効電力調整器）等を遠隔制御可能な

仕様で開発する。 

②新エネルギー等の分散型電源が大量導入された際の対策として、開発された機器を実系

統を模擬した配電線に接続し、複数の対策機器により協調制御を行うシステムの適用効果、

適用条件、適用限界を実証する。 

③系統制御機器の集中制御と分散制御方式の比較検討を行う。 

 

（２）配電線ループ運用方式の実証試験 

①２本の配電線を末端等で常時接続して、系統の安定性の向上と新エネルギー等を主体と

した分散型電源の有効な運転を行うための電力変換装置（配電線ループ用需給バランス

コントローラ）を開発する。 

②新エネルギー等の分散型電源が大量導入された際の対策として、①で開発した配電線ル

ープ用需給バランスコントローラを単独及び SVR、SVC などと組合せて適用し、配電線ルー

プ運用方式の系統への適用効果、適用条件、適用限界を模擬系統にて実証する。 

③以下の項目について検討・開発・実証試験を行い、結果をデータベース化して公開する。 

 ループ系統・樹枝状系統共通 ループ系統 
ハード面 制御機器異常時のバックアップシステムの開

発 
配電線ループ用需給バラン

スコントローラの開発（コンパ

クト化、軽量化） 
制 御 に 関

する事項 
複数機器の協調制御方式の確立 配電線ループ用需給バラン

スコントローラの制御方式の

確立 

ソフト面 

運 用 に 関

する事項 
現状の配電線運用との協調方式の確立 ループ運用時の保護対策の

確立 
その他 適制御のための要件検討と実証試験による検証 
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３．達成目標 

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 
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研究開発項目②「品質別電力供給システム実証研究」 
 
 

１．研究開発の必要性 

電力自由化の進展と新エネルギー等の分散型電源の活用により、電力供給形態は多様化し

つつあり、また、ＩＴ機器の急速な普及に伴い、電力安定供給や電力品質への需要家ニーズは

高度化してきている。 
このような環境変化に対応するため、新エネルギー等の分散型電力と系統電力を相互補完

的に活用する等により需要家の電力品質ニーズに対応して、通常の電力品質とは異なる高品

質や直流等の電力供給を集中して行う品質別電力供給システムの検討が行われてきた。 
本システムは、現状では概念の整理、基本システムの検討が行われている段階であるが、今

後、個別技術要素技術の開発に加え、システムとしての実証確認等を行うことにより、電力安定

供給基盤の一つとなり得るシステムであることから、電力安定供給の観点から実証研究が必要

である。 
 

２．研究開発の具体的内容 

現状、高品質電力を必要とする機器は、機器毎に無停電電源装置(ＵＰＳ)等による停電対策

や電力品質の改善対策を行っている。この無停電電源装置（ＵＰＳ）の課題としては、台数の増

加による設置スペースの増大や蓄電池設備の非効率性などが挙げられる。これに代わる方法と

して、電力品質補償装置を用いた、個々の需要家のニーズに応じた多品質の電力供給を、従

来の無停電電源装置（ＵＰＳ）と同等以下のコスト・省スペース・低電力損失・蓄電池設備量削減

等で行うシステムを開発する。また、実証試験によりシステムの信頼性と経済性及び電力品質仕

様を検証し、システムの確立を図る。 

（１）新システムの開発と実証試験 

①インバータ、高速遮断器等から構成される品質別電力供給システムを開発して系統電力や

新エネルギーを主体とした分散型電力の改質を行い、無瞬断の電力品質から停電時間が

１分程度に限定される電力まで、多品質の電力を供給する実証試験を行う。 

②インバータ等による高調波の影響を分析し、必要によりアクティブフィルター等の電力品質

の安定化機器を用いて高調波の流出を抑制し、系統および需要家の電力品質に極力影

響を与えない対策を行う。 

③品質別電力供給システムの機能を利用することにより、系統電力のピークカットや負荷平準

化、電力損失の低減による省エネ効果等、総合的に付加価値を高めるための検討を行う。 

④上記の新システムを供給地区の構内等に実際に設置及び運用し、電力品質の分析・検討

を実施することにより、電力の安定供給が行えることと、品質別電力供給の実用化への課

題を検証する。 
⑤以下の機能の開発と実証試験を行い、実証試験結果をデータベース化して公開する。 

多品質電力供給装置の開発 
過負荷による多品質電力供給装置停止防止方法の確立 

多品質電力供給 
装置部分 

直列補償インバータ制御の高度化 
多品質電力供給装置二次系の電力品質維持方法の確立 
需要家側事故の波及防止方法の確立 
多品質電力供給装置と分散型電源との連系制御方法の確立 
多品質電力供給装置と回転機負荷との協調制御方法等の確立

多品質電力供給 
装置を含めた 
システム部分 

多品質電力給電方法の確立 
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３．達成目標 

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。 
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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」 
 
 

１．調査の必要性 
本事業の対象とする新エネルギーを主体とした分散型電源は、国による普及施策や自由

化の進展等により普及拡大が進むものと予想される。電力の安定供給を維持するためには、

その対策方法の確立や将来的な電力供給のあり方を明らかにすることが急務とされる。よって、

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等を明らかにする

ための総合調査研究を行う。 
 

２．研究開発の具体的内容 

プロジェクトを通して得られた検討結果を総合的・体系的に評価・整理し、幅広く社会に提供

するために、以下の事項を実施する。 

 

（１）電力ネットワーク技術実証研究に係る調査 

①配電系統構成等の実態調査 

②規制・基準等の動向調査 

システムの導入拡大を目的とした、新エネルギー等の分散型電源を柔軟に系統連系するた

めの電力ネットワーク技術に関連する国内外の規制及び技術基準、標準化等の動向調査・

分析を行う。 

③技術動向調査 

新エネルギー等の分散型電源を柔軟に系統連系するための国内外の 新技術動向調査を

行う。 

④実証試験の技術評価 

試験結果を分析し、技術的課題に対する本技術の適用限界の把握と対策効果の検証評価

を行う。 

⑤システムの経済評価 

電力の消費者と管理者の視点を含む経済性評価を行う。 

⑥費用対効果の評価 

アンシラリーサービス（電力品質の安定化対策）の費用対効果とニーズの調査を行う。 

 

（２）品質別電力供給システム実証研究に係る調査 

①規制・基準等の動向調査 

システムの導入拡大を目的とした、品質別電力供給システムに関する国内外の規制及び技

術基準、標準化等の動向調査・分析を行う。 

②技術動向調査 

品質別電力供給システム関連技術（新エネルギーを主体とした分散型電源、パワーエレクトロ

ニクス、電力貯蔵等）に関する国内外の 新の技術動向調査を行う。 

③システム適用可能性調査 

需要家の電力供給品質に関するニーズ面、経済面等、及び技術面の調査による適用効果、

適用限界、適用条件の想定と検証を行う。 

④システム総合評価方法の策定 

システムの信頼性、効率、経済性等についての総合評価方法の策定を行う。 

 

（３）電力供給の現状調査 

①（１）、（２）を実施するための、国内外の電力供給状況の調査、及び新エネルギーを主体とし

た分散型電源導入に伴う影響調査、需要家の電力供給に関するニーズ調査を行う。 
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３．達成目標 
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実証試験結果の適用性、効果、課題等の分析により得られた知見を、実証研究内容にフィー

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。 
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