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【再生可能エネルギー特集】  電力網   
 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望―電力網 
 
欧州委員会（EC）は、2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－

欧州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討」と題する

報告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域におけ

る、EC、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日本との比較
分析を行っている。 
本稿では、「電力網」を取り上げ、その全文を紹介する。なお、電力網は、再生可

能エネルギーと直接関係するものではないが、太陽光発電、風力発電といった再生可

能エネルギーを利用した発電システムを運用する場合、発電出力が変動するため、燃

料電池、小型ガスタービン発電機、電力貯蔵設備等と組み合わせて出力を安定させ、

電力系統に連系させる事が多い。そこで、今回の特集で取り上げるものである。 
 
 
 
 
 
 
1．概要：主な研究領域と主要国 
 
  電力網 

研究開発領域 分散型電源、送電、蓄電、高温超電導体、そ

の他の統合プロジェクト 
商業化の状況 技術開発・実証 
主要国 アメリカ、日本、カナダ 
期待される EUエネルギー政策
目標への貢献 

欧州全域にわたる単一の開かれた電力市場を

発展させるために重要 
ECの政策による後押し EU指令 
主要加盟国 フィンランド、ドイツ、オランダ、イタリア

 
欧州の電力産業はまだ改革中である。卸売・小売の両部門で競争が促されている。

単一の開かれた電力市場を発展させる前提条件として、EU加盟国が各国の電力網を相
互接続する必要がある。電力供給における地理的な制約を取り除けば、競争が増え、

品質や信頼性、セキュリティ、安全性の強化につながるだろう。しかし、欧州全域に

わたる共通な電力網を開発するには大規模な技術変革と規制の変更が必要である。 
 
分散型電源は欧州共通の統一電力市場を発展させる上でも重要な役割を果たすだろ
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う。また、高信頼・高品質で費用対効果の高い、家庭や企業向けの電力の選択肢の一

つである。さらに、電力系統の停電中にも継続して確実に需要家に電力を供給するこ

とを可能にする。分散型電源を電力網に相互接続することは、統一電力市場を発展さ

せるための重要課題である。 
 
2．EC、加盟国およびその他の国の研究目的 
 
FP61でECが行う電力網分野の主な研究領域は以下のとおりである： 
・分散型エネルギーの大規模な推進 
・系統連系アプリケーション用のエネルギー貯蔵技術とシステム 
・実現技術 
 
欧州レベルでの電力網研究や分散型電源の研究分野において、的を絞った調整と協

力が行われた秀例として「EU-DEEPプロジェクト」がある。 
 

EU-DEEPプロジェクトは、2004年1月～2009年7月まで実施される、総額2,890万ユ
ーロ、ECの資金拠出額1,500万ユーロのプロジェクトである。 

 
このプロジェクトは技術基準と規格の改善を推し進めるとともに、欧州における分散

型電源技術の受容を促進しており、注目に値するプロジェクトである。同プロジェクト

は、分散型電源の発展に役立ち、既存の電力網へ組み入れることを促進するだろう。 
 
EU-DEEPプロジェクトの一環として、欧州における分散型電源インフラの発展を促

進することを目的に、欧州の15の国々（加盟国9、新加盟国5、トルコ）から39の参加
者（産業界、銀行、公共機関、研究機関、政府機関）が集った。このプロジェクトで

は、分散型エネルギーにより恩恵を享受しうる5つの市場区分が規定され、これらの市
場区分の需要を満たすのに必要な研究開発を振興することを目指している。 
 
このプロジェクトの主な技術目標は以下のとおりである： 
・8,000万の需要家の統計データーベース（少なくとも8ヵ国が含まれる）を基にした
欧州の需要モデルをつくる。 

・分散型エネルギーを、既存、将来の配電網にスムーズに組み込むことを可能にする

ための重要な要素技術と制御手法を特定する。 
・分散型エネルギー技術と市場機会についての研究を専門とする欧州能力グループ

（ECG: European Competence Group）を創設する。 
 

                                                  
1 編集部注 FP6：第 6次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006年）。その前が FP5。
なお、FP7が 2007年 1月から始まっている。 
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ECによる開発のもうひとつの重要なプロジェクトには、「エネルギーの進化を組み
込んだ柔軟な電力ネットワーク(FENIX: Flexible Electricity Networks to Integrate 
the Expected Energy Evolution)」がある。このプロジェクトの目的は、分散型エネ
ルギーを大規模仮想発電所(LSVPP: Large-Scale Virtual Power Plants)へ集約し、管
理を分散化することによって、分散型エネルギーの電力システムへの貢献度を最大化

し、後押しすることである。 
 
 FENIXは2005年10月開始、2009年9月終了予定の、1,400万ユーロのプロジェクト
である。このプロジェクトにより、分散型エネルギーのインフラ開発が促進され、既

存のインフラへの組み込みが促進されることが期待されている。 
 
 FENIXプロジェクトの一環として、欧州諸国から18の参加者（送電／配電システム
の運用関係者、製造業関係者、研究機関関係者など）が集まった。そして分散型エネ

ルギーをベースにしたシステムを将来のコスト効果の高い、安全で持続可能な欧州の

電力供給システムとするため、技術的なアーキテクチャおよび市場の枠組みの概念検

討・設計・実証を行った。 
 
このプロジェクトの目標は以下のとおりである： 

・分散型エネルギーの現実的な普及度を二つの将来計画（EU北部・南部）で評価し、
電力系統への分散型エネルギーの貢献度を分析する。 

・階層化された通信と制御ソリューションの開発を行う。下記がその具体例である： 
 - エネルギー市場やその付帯サービス市場に多種多様なサービスを提供するため

に、柔軟性と制御性を特徴とする大規模仮想発電所を開発する。 
 - 大規模仮想発電所に連系する装置の管理を受け持つ、分散型エネルギー側のロー

カルソリューションを開発する。 
 - 仮想大規模発電所の発電量をネットワーク上で管理できる新しい能力を備えた送
配電サービス運用者用の新世代ツールを開発する。さらに、この電力を評価する

市場を発展させる。 
・二つの大規模なフィールド展開を通じた妥当性の検証： 

(1)国内の熱電供給の集約 
(2)「国際的なネットワークの管理・市場」に統合された大規模仮想発電所内の 
大規模な分散型エネルギー源 

 
同プロジェクトは以下の成果を達成することを主要な目標としている： 
・集中型発電の発電量を減らす 
・送配電網の稼働率を上げる 
・システムのセキュリティ強化 
・総費用の削減とCO2の削減 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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FP7では、電力網の研究は、分散型電源と再生可能エネルギーを欧州の電力網に統
合する研究及び実証に重点的に取り組む、「スマート･エネルギー･ネットワーク」の

枠組み内で取り扱われる予定である。 
 
研究予定は以下のとおりである： 
・分散型電源と再生可能エネルギー源の開発のための、全ての障壁を取り除くこと

に努める。 
・セキュリティ、信頼性、及び供給の質の課題に取り組み、欧州の電力市場をスム

ーズに機能させる 
・技術的ソリューションと法規の研究のために、適切な知識を提供する。 

 
既存のFP5とFP6の研究クラスター「再生可能エネルギーと分散型電源の統合

(IRED: Integration of Renewable Energies and Distributed Generation)」により、
「将来の電力ネットワークイニシアティブ」が設立された。このイニシアティブの初

期目標は、欧州の送配電システムの効率性と安全性、信頼性を向上させることと、FP7
の「スマートエネルギーネットワーク」の優先順位案に沿って、分散型エネルギーと

再生可能エネルギーを大規模に統合する上での障害を取り除くことである。 
 
電力系統と分散型電源の間の電力フローを制御できるインテリジェントグリッドの

開発も、今後さらに研究が進められるだろう。 
 
電力網の研究、再生可能エネルギーと分散型電源の電力網への統合についての研究

を行っている欧州の主要国は、フィンランド、ドイツ、イタリア及びオランダである。

しかし、大半の電力網研究は再生可能エネルギー関連技術や分散型電源技術（燃料電

池など）と結び付いている。系統連系は、これらの技術研究の代表的な構成要素の一

つである。このため、この分野の研究を再生可能エネルギー分野や分散型電源分野の

研究から切り離すことは極めて難しく、電力網技術（単独）のための的確な資金拠出

を行うことも困難である。 
 
ドイツは加盟国の中で最も電力網研究が盛んな国である。特に風力に重点的に取り

組んできたことから、送電の研究や、系統の安定性関連の研究が活発に行われている。 
 
北欧諸国は再生可能エネルギーの相互接続の研究に重点を置いている。また、イギ

リスも、研究の勢いを増すことが予測される。 
 
フィンランドは、分散型エネルギーシステムの国家単独のプログラム(DENSY2)を有

する、欧州でおそらく唯一の国である。このプログラムは2003年から2007年末まで実
                                                  
2 TEKES 2003: DENSY – Distributed energy systems 2003–2007 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

51  

施されており、分散型電源のシステム統合と商業サービスに焦点を置いている。 
 
米国エネルギー省の統合に関するプログラムは、以下の分野に重点を置いている： 
・予防（Prevention） 
・検知（Detection） 
・応答（Response） 
・現代化（Modernisation） 
・市場の開発にとって重要な非技術的分野 

 
米国では幾つかの注目すべき研究イニシアティブがある： 

・ グリッドワイズ(GridWise3)は、エネルギーインフラやプロセス、デバイス、情報、
および市場を、より効率的な発電・配電・消費が可能な協同機構に統合することを

目的としている。新しい技術が、より高価値な選択肢を従来のインフラにもたらす

場合は、システムに組み入れられることになる。 
・ EPRI（米国の電力会社が資金拠出し運営している大規模な研究機関）のインテリ

グリッド（Intelligrid）は、高度な電力システム運用や需要家サービス機能向上に
つながる可能性があるシステムの効果的な統合を、官民協働で促進している。 

 
2000年～2004年の間、産業界からインテリグリッドに1,260万ユーロの資金提供が

行われた。このプロジェクトは注目に値する。その理由はこのプロジェクトが、シス

テムのアップグレードと近代化を行うことで、電力システムの改善を促進したからで

ある。 
 
インテリグリッドプロジェクトはシステムの幾つかの機能的ギャップに対処し、知

的インフラを構築することを目的としている。重点取組事項は以下のとおりである： 
 
・通信インフラとオープン・アーキテクチャ・インターフェイスの構築。 
・電力インフラをモデル化、分析するための高速且つ適格な計算法の開発。 
・インフラのSQRA（セキュリティ、品質、信頼性及び可用性）要件の特性を明らか
にする。 

・自動化、リアルタイム監視、及び電力供給システムの制御を支援するための、費用

効果の高い技術の開発・構築。 
・分散型エネルギーがエネルギー市場の一翼を担うことを可能にする。 
・電力供給、負荷、及び市場データの効果的な予測ツールの開発。 
・需要家と企業が、環境に優しい形でエネルギー利用の制御や最適化、管理を行うの

に役立つような高価値・高費用効果の製品とサービスの創造。 
 
                                                  
3 http://gridwise.org/ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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 高速なシミュレーションやモデリングツールのための機能要件、アプリケーション、 
ならびに双方向の需要家ポータルの設計などが、このプロジェクトの主な成果である。 

 
同プロジェクトは、長期にわたる利用で、設備あたり何百万ドルもの節約を達成す

ることを目標にしている。改良型電力供給システムの経済的利益は、全産業ベースで

年間推定6720億ユーロに達する。システム全般のソリューションは信頼性を向上させ
ることが予測され、産業全体で年間269億ユーロの経済的利益をもたらすことが期待さ
れる。オープン・アーキテクチャ仕様を具体化することは設備投資の必要性を減らす

ことになり、産業全体における利用でも数千万ドルの節約ができる。 
 
また、同プログラムは、エネルギー貯蔵や、知的エージェント・知的センサー、詳

細な故障箇所の検出、及びエネルギー効率の分野において、新たな領域の研究や技術

評価を可能にすることも期待されている。 
 
日本の電力網技術や、再生可能エネルギーと分散型電源の統合の技術開発4では、以

下に重点が置かれている：  
・新電力供給網開発プロジェクト―知的ネットワークの開発や、需要家のニーズに

合わせて異なる品質の電力を供給する品質別(multi-quality)供給システムの開発
などの課題に取り組む。 

・集中連系太陽光発電開発プロジェクト―2003年から運用されているプロジェクト
の一つでは、600の住居用太陽光発電システムを、様々な蓄電池やローカル制御／
中央制御の設備を備えた配電線に接続した。 

・統合実証開発プロジェクト―様々な分散型電源の統合による地域コミュニティ内

での電力供給の実証など。この分野の最近のプロジェクトの一例に、2005年愛知
万博で行われた実証プロジェクトがある。 

 
愛知万博の日本パビリオン5での実証プロジェクトは、特筆すべき大規模な実証プロ

ジェクトであった。 
 
日本の「愛・地球博（愛知万博）2005」は、最先端の代替エネルギー技術を用いた分

散型エネルギーシステムとして世界に類を見ない規模で行われた実証試験場となった。 
 
会場の電力は太陽光発電、燃料電池、及びNaS電池を併用して供給された。燃料電

池は、万博の会場建設や運用の際に出た廃材や廃プラスチックを高温ガス化して得た

ガスや、レストランの生ごみなどから生成した発酵メタンガスなどもエネルギー源と

している。この電力システムによって、日本の長久手パビリオンとNEDOパビリオン
                                                  
4 AIST 2004: Japanese Activities on the Integration of Renewable and Distributed Energy Sources 
5 http://www.expo2005.or.jp/ml/en/23/ 
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で消費される全エネルギーが供給された。NaS電池は、太陽光発電で発電された電力
量の変動の調節や、燃料電池で発電した電力の超過分の蓄電など、電力の充放電に使

用された。以上の機能はマイクログリッドエネルギー制御システム6（分散型電力マネ

ジメントシステム）で制御され、電力量の変動調節、さまざまな原材料から生成され

たガスの調節、及びパビリオンへの安定した電力供給などを行っている。 
 
日本の電力網研究の将来的な動向として、分散型電源のネットワーク化、電力系統

との間の潮流の平準化に用いるための二次電池やパワーエレクトロニクス機器などの

技術への取り組みが増えることが予測される。 
 
カナダ7の電力網統合の研究は以下の主要課題に重点が置かれている： 
・電力網（分散型エネルギー源より構成された）の相互接続の規格・基準の開発 
・電力網に安全に相互接続する為の製品基準と認証規定の採用。 
・分散型電源の普及と電力網統合の技術的制約に取り組む。（電力系統の安定性と

制御、分散型電源の電力品質、保全と信頼性の事例研究、電力システム集合モデ

ル、及びアプリケーションとフィールドテストを含む）。 
・電力網統合に向けて技術的支援や法規的支援を行う。優先度の高い分野は、電力

ネットワーク内の分散型電源統合の費用対効果の研究、電力メーター管理機関に

よる電力系統からの電力の計測、電力系統への電力の計測の実施、価格時間帯別

料金（ピークシェイビングなど）の実施、及び標準的な相互接続の手続きや契約

方法の策定などが挙げられる。 
・分散型電源の監視、計測、需給制御のための通信システム開発。 
 
アメリカ、日本、カナダの電力網関連の研究開発ポートフォリオは、欧州のポート

フォリオと全体的に似通った課題を扱っている。主要な研究分野は、再生可能エネル

ギー技術と熱電供給技術の電力網への統合と、さらに高度化・統合化された電力網技

術の開発である。日本のポートフォリオのみにある興味深いことは、品質別電力供給

システムが主要研究分野のひとつと捉えられていることが挙げられる。これは日本が、

種類や品質、サービスの価格を需要家に合わせて供給可能にする研究について、独立

したマイクログリッド関連企業と密接な連携を行っていることを示している。 
 
電力網統合の研究は、各国毎に開発された技術に重点が置かれる傾向がある。例え

ば日本では、太陽光発電、燃料電池、ならびにエネルギー貯蔵（例：NaS電池―名古
屋の日本碍子株式会社、東京電力株式会社8 が先鞭を切って開発）などの統合の研究
                                                  
6 編集者注 マイクログリッドの基本説明 
http://www1.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/egy/ey07/index.html 

7 Natural Resources Canada 2004: 分散型発電に関するカナダのプログラム。 
8 Sodium Sulphur Batteries, Advanced Energy Storage Technologies (Technical Insights), Frost and 

Sullivan, June 2004 
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支援に重点が置かれている。アメリカでは、超電導体9、送電の信頼性、および配電の

研究開発を支える技術に高い比重が置かれている。これらの分野に対する資金は、

Southwire社（ジョージア州、カロルトン）、American Superconductor (AMSC)社（電
力会社向けアプリケーション用の分散型超電導電力貯蔵システム (D-SMES10: 
distributed superconducting magnetic energy storage system)を開発）が主として開
発した高温超電導(HTS：high temperature superconducting)電力装置やHTS送電ケ
ーブル、HTS電力トランスの開発支援に拠出されている。日本にかつて強力な超電導
電力アプリケーションプロジェクトがあったことは興味深いことであるが、これらの

プロジェクトは日本の電力会社が次世代プロジェクトの支援を止めた為にそのほとん

どが終了された。住友電工は現在、生産した製品をアメリカ市場に投入している。 
 
 
3．電力網技術の研究資金 
 
ECが資金拠出する研究 
欧州委員会はFP6の電力網技術研究の一環として、今まで15のプロジェクトに資金

拠出を行ってきた。プロジェクトの総費用は8480万ユーロであり、うち欧州委員会の
拠出額は5,040万ユーロである。 
 
（注：この報告書が書かれた時点では、5 つのプロジェクトのみの詳細情報しか入手でき

なかった。そのため、この章の分析はこれらのプロジェクトに関してのみ言及して

いる。） 
 

FP6（第3回公募迄）の重点は、分散型電源技術の開発に置かれている。欧州委員会
の電力網技術への総資金拠出額のうち72％近くがこの分野に拠出されており、一つの
プロジェクト(EU-DEEP)がその大半を占めている(1500万ユーロ)。電力貯蔵や再生可
能エネルギー統合に関する各プロジェクトもFP6（第3回公募迄）で資金提供を受けて
いる。 
 
EU加盟国レベルの研究 
かなりの割合の電力網研究が、再生可能エネルギー技術や燃料電池などの分散型電

源技術の研究と関連がある。このため、再生可能エネルギーや分散型電源分野の研究

と、電力網研究を切り離すのは大変難しい。 
 
電力網に関する研究、再生可能エネルギーと分散型電源の電力網への統合について

                                                  
9 Superconducting Magnetic Energy Storage, Advanced Energy Storage Technologies (Technical 

Insights), Frost and Sullivan, June 2004 
10 Emerging Energy Storage Technology markets, B125, Frost and Sullivan, 2003 
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の研究を行っている欧州の主要国は、フィンランドとドイツ、イタリア、及びオラン

ダである。 
 
フランス：フランス電力庁(EDF)は、電力網関連の課題や、分散型電源と電力網の

相互接続に関して、積極的に研究している。この分野の研究開発予算は約4000万ユー
ロである。 

 
フィンランド： DENSYは5ヵ年の研究計画（2003～2007年）であり、分散型エネ

ルギーシステムの促進を目的としている。予算総額は推定5,000万ユーロに達するとみ
られ、うち2,100万ユーロをTekes（フィンランド技術庁）が資金拠出している。 

 
欧州電気事業者連盟(Eurelectric)も欧州の電力網関連の課題の整合化に取り組んで

いる。 
 
共通電力網への統合を促進する技術開発のために、国レベル及びヨーロッパレベル

での電力網関連課題専用の資金拠出が必要と考えられる。 
 
米国および日本の研究 
米国のEEREプログラム「配電及びエネルギーの信頼性(Electricity Delivery and 

Energy Reliability)：技術」への2005年の総資金拠出額は1億80万ユーロ11であった。

この拠出資金のうち大部分(45％以上)は高温半導体の研究開発に対するものであった。
続いて、送電の信頼性についての研究開発(約13％)、電力再構築の研究開発(約16％)
であった。約5％は、配電、変電、蓄電、及びイニシアティブ（GridwiseやGridworks
など）の各課題に拠出された。残りの資金は計画の指揮や構築などに分配された。2006
年の予算申請額は8,060万ユーロである。 
 
日本では、政府の大半の研究開発資金は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発

機構)から供与される。2004年のNEDOによる電力網技術への総資金拠出額は約1億
560万ユーロであった。拠出額の大半(約90％)は再生可能エネルギーやその他の分散型
電源技術の電力網統合に関するプロジェクトに分配された。NEDOはこの技術分野で3
つの大きなプロジェクトを抱えている： 
・新エネルギー等地域集中実証研究(2003～2007年)。2004年度のプロジェクト予算
は4580万ユーロ。 

・ 集中連系型太陽光発電システム実証研究(2002～2006年度)。2004年度のプロジェ
クト予算は4280万ユーロ。 

                                                  
11 “Priorities in the Department of Energy Budget for Fiscal Year 2006”, US. House of 

Representatives, Committee on Science, Subcommittee on Energy, Hearing Chapter, April 27, 
2005 
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・風力発電電力系統安定化等技術開発(2003～2007年)。2004年度のプロジェクト予
算は690万ユーロ。 

 
資金の残りの10％は電力ネットワーク関連に配分された。新電力ネットワークシス

テム実証研究(2004～2007年)（2004年度プロジェクト予算：1010万ユーロ）の目的は
需要家の電力品質ニーズに応える技術の開発を行うことであり、分散型の新エネルギ

ー電源を用い、妥当性テストを通してシステムが有効であるかを確認する。 
 
日本の電力網研究ポートフォリオの主な特徴の一つに、欧州やアメリカの研究重点

分野の一つである風力発電よりも、太陽光発電や燃料電池の電力網への統合について

の研究の方に、より比重が置かれていることが挙げられる。 
 
 
4．評価と結論 
 
(注：この報告書が書かれた時点では、欧州委員会が資金拠出した5つのプロジェクトの詳

細情報しか入手できなかった。そのため、以下の分析はそれら５つのプロジェクトに

関する分析である。) 
 
中心的技術 
電力網技術分野で欧州委員会が資金拠出した研究は、分散型エネルギー源の開発と、

再生可能やその他の分散型電源の電力網統合に、実質的な重点が置かれていた。FP6に
おける欧州委員会の資金拠出額のうち75％近くがこれらの項目に集中しており、残りの
予算は蓄電技術の開発に当てられた。FP5では送電分野と超電導体分野の研究が行われ
ていたが、FP6ではこれらの分野に全く資金が拠出されなかった（ただし、第3回公募迄
の情報に基づく）。 

 
アメリカの研究は欧州と比較すると、送電網開発、自動化技術の開発、ならびに信

頼性向上の研究に、より重点が置かれている。分散型エネルギー源の開発についても

研究されているが、電力網研究と切り離されている。さらに分散型電源の電力網統合

についても研究されているが、その大半が、関連する分散型電源技術の研究と結びつ

いている。 
 
日本では主に、再生可能エネルギーや分散型電源の電力網統合に重点が置かれている。 

 
欧州委員会による電力網研究は、研究分野が重複していることに苦慮してきた。た

とえば、電力網統合は様々な分散型電源技術の研究の中にも含まれている。研究のこ

のような重複は、減らされるべきである。分散型電源を電力網に容易に統合できるこ
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とを可能にする様々な「プラグ＆プレイ」技術の開発を実現するためには、この研究

課題を他の技術と一緒にするのではなく、むしろ切り離すべきである。また、FP6で
は、アメリカで行われているような自動化の新技術研究に対して、あまり明確な焦点

が当てられなかった。欧州はより効率的で高信頼な新しい電力網技術を開発するため

に充分な研究を行っていかなければならない。 
 
資金拠出 
欧州、アメリカ、そして日本における、電力網やその関連技術への資金拠出を比較

することは難しい。その理由として、電力網関連の研究が様々な分散型電源技術への

資金拠出の中に含まれてしまっていることが挙げられる。 
 
欧州では、様々な分散型電源技術への資金拠出と一緒にするよりも、電力網関連の

課題特に電力網統合に専用の資金拠出を行うべきであるとの考えが一般的である。も

しそれが実現されれば、この研究課題は充分に検討され、研究ポートフォリオの欠落

や重複を確実に防ぐために研究の系統立てと調整を進めることができるようになるだ

ろう。また、送電や蓄電、ならびにその他の電力網技術の開発への資金拠出額が増加

することは、高信頼で最新の域内電力ネットワークを発展させる助力となるだろう。

エネルギー貯蔵は、欧州がアメリカや日本と競争を行うために、さらなる投資が必要

な分野の一つである。 
 
研究と技術開発 
電力網技術の研究は、様々な分散型電源技術の開発に合わせて更なる発展が必要で

あると認識されている。更に技術を開発していくためには、欧州域内での連携と、欧

州以外の主要国との連携を、一層深めていくべきである。「再生可能エネルギー源と

分散型エネルギー源の統合についての第一回国際会議」のような機会は、知識の共有

や共同研究の発展をもたらす。また、このような催しは電力網技術への全体的な関心

を高めることにもつながり、その上うまくいけば、電力網技術専用の資金拠出につな

がるかもしれない（例えば、再生可能エネルギー技術や他の分散型電源技術の資金枠

から資金を独立させられるなど）。これは欧州レベルだけでなく、国レベルでも可能

性がある。大規模な統合電力網を発展させる上で、欧州レベルと国際レベルの双方で

より一層の合同研究が必要なもう一つの分野には、市場法規と規則統一化の進展が挙

げられる。 
 
欧州のテクノロジープラットフォーム・イニシアティブは欧州レベルでの共同研究

を更に促進する積極的措置である。課題の一つは、このイニシアティブのさまざまな

関係者間の利害衝突が起こらないよう努めることである。例えば、現有技術の上で業

務を営む会社と、新技術を開発する会社間での利益の相違が起こる可能性がある。こ

のため、あらゆる関係者の利害の均衡をとらなければならない。政治組織、古株／新
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興の技術会社、その他全ての関係者は、技術を更に発展させるために団結する必要が

ある。 
 
欧州はアメリカや日本などの国々と科学技術協定を結んでいるが、これらの協定に

よる共同研究はあまり行われてこなかった。この主要因として、電力網の構造が国に

より異なっていることが挙げられ、そしてこのことが共同研究の共同の目標やイニシ

アティブを策定するチャンスを減らしている。しかし、電力網統合の基準だけでなく、

電力網技術の開発や安全規定の策定といった幾つかの共通課題において、欧州以外の

国との共同研究を進展させる必要があることは明らかである。 
 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p78-p85) 
 

編集：NEDO情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 


