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１．背景

風力発電や太陽光発電など天候により出力変動する電源（変動電源）が大量に電力系統に連
系すると、系統運用上の問題を引き起こす可能性がある

電力は 常に需要と発電を一致させる必要があり これによって周波数を一定に維持している電力は、常に需要と発電を一致させる必要があり、これによって周波数を一定に維持している

このバランスが崩れ、周波数が一定以上変動すると、発電機を保護する機能が働き、系統から
次々と発電機が脱落することにより大停電を引き起こす

需要と発電の調整イメージ

※我が国では周波数の変動幅をおおむね±0.2～±0.3Hzの範囲に抑制するよう、電力会社が制御（東日本は50Hz、西日本は60Hz）を行っている。 2



変動電源の系統連系に伴う需給運用の課題

１．背景

45
イベリア半島（スペイン・ポルトガル）における需要カーブ（２０１１）

変動電源の系統連系に伴う需給運用の課題
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変動電源の系統連系に伴う需給運用の課題

１．背景

45

変動電源の系統連系に伴う需給運用の課題

イベリア半島（スペイン・ポルトガル）における需要カーブ（２０１１）
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需要の増加に合わせて火力発電機を起動するが、変動
電源の増加でネット需要は減少する

3/26 6 AM 3/26 6 PM 3/27 6 AM 3/27 6 PM 3/28 6 AM 3/28 6 PM 3/29 6 AM
電源の増加でネット需要は減少する

余剰電力が発生、需要と供給のバランスが保てなくなる
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海外における再生可能 ネルギ の現状に いて

１．背景
海外における再生可能エネルギーの現状について

海外では なぜ変動電源（風力発電等）の導入が拡大しているのか？海外では、なぜ変動電源（風力発電等）の導入が拡大しているのか？

主要国の発電量に占める再生可能エネルギー比率（2012年）
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※海洋等その他エネルギーを含む 5出典：IEA Electricity information 2014よりNEDO作成



海外における再生可能 ネルギ の現状に いて

１．背景
海外における再生可能エネルギーの現状について

海外では なぜ変動電源（風力発電等）の導入が拡大しているのか？海外では、なぜ変動電源（風力発電等）の導入が拡大しているのか？

変動電源に対応した調整電源の確保や国際連系による広域運用に加え、予測技術を
活用することで再生可能エネルギーの連系拡大を可能にしている活用することで再生可能エネルギーの連系拡大を可能にしている

デンマーク、スペイン、アイルランド、ドイツなどでは、風力発電 事業者に対して、
１時間後から数日後までの出力予測に基づいた発電計画の通告を義務づけている１時間後から数日後までの出力予測に基づいた発電計画の通告を義務づけている
（発電事業者としての責任を明確化）

系統運用者は、風力発電事業者からの発電計画と出力予測技術を用いて火力発電機
起動 停 を 安定な需給 を 需給 技術の起動・停止を判断し、安定な需給運用を行っている（需給運用への予測技術の活用）
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海外における再生可能エネルギーの現状について

１．背景
海外における再生可能エネルギーの現状について

• ＲＥＥ社（スペイン唯一の系統運用会社）は、電力系統
全体の制御に風力出力予測技術を活用全体の制御に風力出力予測技術を活用

 数値気象モデルとＷＦのデータ収集システムを活用した
出力予測を実現（４８ｈ先予測，１５分更新）

 ２４ ３２ｈ先の出力予測 ２４～３２ｈ先の出力予測
 火力発電機等の起動停止に活用
 電力系統安定化対策の費用低減に貢献

 ５ｈ先までの出力予測先までの出力予測
 発電計画値を修正→予測の大外しを低減

• 中央給電指令所の配下にある「CECRE（再生可能エネル
ギ コントロ ルセンタ ）」が再生可能エネルギ を制御ギーコントロールセンター）」が再生可能エネルギーを制御
⇒１０ＭＷを超える発電設備はCECREにより直接制御

• CECREには、ＷＦのデータがオンラインで伝達され出力予測、 デ タ オ ラ 伝達さ 出力予測
に活用
⇒WFの発電量、有効電力、無効電力、風速・気温等
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海外における再生可能エネルギーの現状について

１．背景
海外における再生可能エネルギ の現状について

需給運用に予測技術が活用される一方で、需給運用に大きな影響を与える変動電源の出力
急変（ランプ）に対する予測精度の向上が課題となっている急変（ランプ）に対する予測精度の向上が課題となっている

2012.9.7 ERCOTランプアップ事例

約 時間 分 約・約1時間30分で、約5､000MW
（火力機５台相当）のランプアップが発生

(参考）ＥＲＣＯＴ
需要 最大需要：最大68,392MW

最少22,386MW
風力連系量：11,210MW

8



１．背景

風力発電の連系拡大のためには、これまでの「風まかせの発電」から「計画できる発電」という
風力発電運用への展開が必要

加えて 風力発電を電力系統に連系拡大した場合の 需給運用の課題や課題解決策を明ら加えて、風力発電を電力系統に連系拡大した場合の、需給運用の課題や課題解決策を明ら
かにする必要がある

上記を踏まえ、ＮＥＤＯでは再生可能エネルギーの連系拡大に向けた新規の研究開
発事業として 「電力系統出力変動対応技術研究開発事業」を今年度から５ヶ年の発事業として、 「電力系統出力変動対応技術研究開発事業」を今年度から５ヶ年の
計画で実施

風力発電サイドと系統サイドそれぞれの研究開発項目を設定

○研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測・制御高度化」
ランプ予測技術、風車制御や蓄エネルギー制御技術（以下、出力変動制御
技 確技術）を確立する

○研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレーション」
ランプ予測技術や出力変動制御技術を考慮した需給シミュレーションシステムランプ予測技術や出力変動制御技術を考慮した需給シミュレーションシステム
を開発し、実際の電力系統によって課題解決策の検証を行う
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研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測・制御高度化」

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測 制御高度化」

（１）風力発電および気象モニタリングシステムの構築

北海道・東北・関東地域の最大50ヵ所程度の大規模ウィンドファームを選定し、データ収集の
ため “ウ ド ム観測網“を整備ための“ウィンドファーム観測網“を整備

風力発電の出力変動に対応した広域の気象特性を把握するため“広域気象観測網”を整備
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研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測 制御高度化」

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測・制御高度化」

（２）ランプ予測技術の開発

「気象学的アプローチ」および「データ科学的アプローチ」によりランプ予測技術を高度化気象学 」お デ タ科学 」 りラ 予測技術を高度

複数予測手法の統合により、より良い予測情報を提供

予測精度を向上させ、現行の予測モデルよりも大外しの最大振れ誤差を20％以上低減

＜ランプ予測技術の開発のアプローチ＞
気象学的アプローチ

• 気象学的要因分析によるアプローチ
アンサンブル予測によるアプロ チ• アンサンブル予測によるアプローチ

データ科学的アプローチ
• 統計的手法によるアプローチ
• 機械学習によるアプローチ機械学習 る
• Dynamical Systems 理論によるアプローチ

複数予測手法の統合

• 複雑系数理モデル学をベースにした複数予測手
法の統合法の統合

技術の評価

• 予測技術が電力系統運用の経済性と安定性に
与える影響の分析に基づき、予測対象とするラン与 る影響 分析 基 き、予測対象 するラ
プ現象を選定し、予測技術開発仕様を開発チー
ムへフィードバック
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研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測・制御高度化」

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅰ）「風力発電予測 制御高度化」

（３）出力変動制御技術の開発

計画電源化に向け実用化コストを踏まえ風車制御と蓄エネルギー制御の最適な組合せを構築

予測技術を活用した風車制御技術と蓄エネルギー制御技術を開発することにより、最小の出
力抑制と蓄エネ設備容量での出力変動制御を実現

蓄エネ設備については、エリアに連系している風力発電量やランプ状況、地域的な特性によっ蓄 ネ設備については、 リアに連系している風力発電量やランプ状況、地域的な特性によっ
て最適な蓄エネ設備を選択できるように、ＣＡＥＳと蓄熱、蓄電池について研究を実施

出力変動制御

①風車制御

（ＷＦ内、ＷＦ間）

蓄エネルギー

風力発電

②蓄エネルギー制御

エリア内合計の風力発電の出力変動 風力発電の出力変動制御後の出力ｲﾒｰｼﾞ

蓄エネルギー風車ピッチ角制御
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研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレーション」

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレーション」

再生可能エネルギーが電力系統に大量導入された2030年頃を見据え、余剰電力の発生、
周波数調整力の不足等の技術的課題とその課題解決策を明らかにするため、ランプ予測
技術と出力変動制御技術 調整電源の最適運用手法などを総合的に組み合わせた需給技術と出力変動制御技術、調整電源の最適運用手法などを総合的に組み合わせた需給
シミュレーションシステムを開発する

実際の電力系統における実証試験によってシミュレーション結果を検証し、電力の安定供
給を維持しつつ 社会コストミニマムで最大限の再生可能エネルギーの連系が可能となる給を維持しつつ、社会コストミニマムで最大限の再生可能エネルギーの連系が可能となる
新たな電力システムの基礎を確立する

○研究開発の具体的内容

（１）需給シミュレーションシステムの開発

（２）電力系統における運用実証試験
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研究開発項目（ ）「予測技術系統運用シ シ

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレーション」

（１）需給シミュレーションシステムの開発

再エネの出力予測・出力制御、従来電源および揚水発電や蓄電池等の電力貯蔵の調整、再 出力予測 出力制御、従来電源お 揚水発電 蓄電池等 電力貯蔵 調整、
系統評価を総合的に考慮した多地域電力系統の需給シミュレーションシステムを開発

再生可能エネルギーによる電力需給の課題や課題解決の基本的な考え方を明確化

信頼度評価（設備計画） 再 ネ出力変動想定信頼度評価（設備計画）
シミュレーション

Loss of Load Expectation等

再エネ出力変動想定

再エネkW価値
長期

需給運用計画・信頼度評価
シミュレーション

必要な設備量の初期設定

再エネ出力予測

火力・電力貯蔵の最適運用短期

（週間計画→１時間前計画）

電源のユニットコミットメント、スケジューリング

実需給1時間前以降の変動については、周波数制御シ

再エネ出力抑制

系統面からの
信頼度評価を加味

周波数制御シミュレーション
（リアルタイム）

ミュレーションでしわ取りできることを確認

周波数制御（再エネ含む）

再エネ変動実績（ランプ）
リアルタイム

（リアルタイム）
確保しているLFC調整力で不足する場合は、需給計画上
の必要LFC量を増やして再計算

周波数制御（再エネ含む）

需給シミュレーションシステムの概要 14



研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレーション」

２．事業の概要
研究開発項目（Ⅱ）「予測技術系統運用シミュレ ション」

（２）電力系統における運用実証試験

離島（東京都新島村）の電力系統を実証フィールドとして、系統運用者による、風力発電および
太陽光発電の出力予測 出力制御 既存電源および蓄電池等の蓄エネルギーとの協調運用制太陽光発電の出力予測、出力制御、既存電源および蓄電池等の蓄エネルギーとの協調運用制
御等により、再生可能エネルギーを最大限受け入れ可能な系統システムの実証試験を行う。

15
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３．事業の実施体制

ＮＥＤＯ

研究開発項目（Ⅰ）『風力発電予測・制御高度化』

東京大学／生産技術研究所他 日本大学、筑波大学

再委託

早稲田大学

（一財）電力中央研究所／地球工学研究所他

北海道大学、大阪府立大学

（ 財）電力中央研究所／地球工学研究所他

（一財）エネルギー総合工学研究所 北海道電力（株）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） （一財）日本気象協会

研究開発項目（Ⅱ）『予測技術系統運用シミュレーション』

（一財）電力中央研究所／システム技術研究所他

東京大学／新領域創成科学研究科

（株）東光高岳

（ 財）日本気象協会

ＮＲＩセキュアテクノロジーズ

東京電力（株） （一財）日本気象協会
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４．事業のスケジュール
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５．まとめ

風力発電事業者様のご協力のもと、産学官の英知を結集し、変動電源風力発電事業者様のご協力のもと、産学官の英知を結集し、変動電源

である風力発電の系統連系拡大に向けた研究を今後５ヶ年間で実施

風まかせの発電から、発電出力を予測・制御・運用できる安定化電源

へと見直すことが可能な技術開発に取り組む

風力発電の計画発電化、系統運用の高度化に向けて、風力発電サイ

ド 系統運用サイド双方がそれぞれの視点から技術開発を行うことでド、系統運用サイド双方がそれぞれの視点から技術開発を行うことで、

風力連系拡大による技術的課題と課題解決策を明らかにする
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