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 自然変動電源出力変動に伴う系統問題

 需要側資源（デマンドレスポンス資源）の系統運用へ
の活用

 米国の現状：電力市場とアンシラリーサービス型デマ
ンドレスポンス

 我が国への示唆



再生可能エネルギー電源の導入
RPS: 2003-12年
FIT:2012年以降
FIT認定設備容量：71.78GW、 PV(>10kW)が殆どと特異
な状況。より適正なRESポートフォリオを構築。
•PV: 12.4 GW in March 2014
•風力: 2.7GW in Dec.2013
•地熱: 536 MW
•バイオマス: 2.2 GW in March 2013
•中小水力: 9.6GW
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変圧器分割設置、SVR/SVC/STATCOM設置

単独運転防止、FRT機能、無効電力調整機能

ＰＶ大量導入に伴う系統課題と対策案
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・PVシステム単体としての対策

～1000
・配電系統対策配電系の電圧管理

・電力用蓄電池活用

需給、周波数調整

電力余剰

・系統対策

・PVシステム側対策

・需要家側連携対策

・系統蓄電池

・負荷機器/需要家蓄電池活用

・PV出力制御（抑制） （カレンダー、通信）

・揚水増設

・需要家側連携対策



需要側資源としてのデマンドレスポンス(DR)

電力系統の資源としてのデマンドレスポンスには、以下の役割が

期待されている。

ピーク負荷削減による燃料費削減、設備投資の繰り延べ

負荷シフトによる余剰電力の調整

給電指令可能な高速応答: Fast DR

周波数制御

再生可能エネルギー出力予測外れへの高速ランピング: 柔軟

性資源
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米国における蓄電池導入の動き

CA Energy Storage Mandate(カリフォルニア州エネルギー
貯蔵の目標）

目的：GHG排出削減、変動電源対策、信頼度維持、電力
品質

小売事業者(LSE)に義務付け

私営3大電力の目標：1,325 MW in operation by 2024。送電、配
電、需要家設置の合計

それ以外のLSEの目標は最大需要の1%
EV充電用も含む

大規模揚水は除外
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米国電気事業における蓄電技術の応用

需要家設置型蓄電池のスマートインバータによる
電圧制御・保護

通信制御のための規格・標準策定:IEEE, 
EPRI,Sandia NL
CPUC Rule 21への反映：PV大量連系に備えて

分散型PVを含むスマートコミュニティ、マイクログ
リッドにおける蓄電池設置:DTE,SDGE,Duke Energy

 NEDO受託研究「分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業」調査として実施
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米国のISO/RTOが運営する卸電力市場では，アンシラリーサービス
市場とエネルギー市場の共最適化がなされる。
需要側資源も参加可能に。日欧は系統運用と市場運営が分離

短期の
資源配分

中長期の供
給力の確保

エネルギー市場(kWh)

前日市場 リアルタイム市場
アンシラリー
サービス市場

送電権市場

容量市場

予備力や周波数
制御のための電
源の調達を行う系統制約を考慮した経済

負荷配分（SCED）で地点別
限界価格（LMP）を計算，
kWhの取引やインバラン
スの精算を行う

地点別限界価格の
変動リスクをヘッジ
するための市場

リアルタイム
価格のヘッジ
のために創設

（全てのISO/RTOにあるわけではない）

共最適化

ISO/RTOの運営する卸電力市場の構造



PJMにおけるデマンドレスポンスの進化：
電力市場の整備とともに

Spreadsheets 

and paper

System to 
improve data 
management

Integrated system 
for demand  

resource portfolio 
management

Temporary DR 
“programs” –
business rules 
being created

Firm tariff 
opportunities for 
DR – business rules 

evolving

Increase in DR 
opportunities –

improve operations 
and scalability

Ancillary Services – 2006
Capacity Market - 2007Energy Market - 2002

出所：PJM,CIGRE,2014



アンシラリーサービス市場と需要側資源(Demand‐
side resource) が注目される理由

FERC Order745(2011)により、幾つかの主要ISO/RTOがア

ンシラリーサービス市場（周波数調整、予備力）を需要側
資源にオープンにし始めた。

課題：

風力普及影響を考慮した、給電指令可能な容量の価値評価

 DR参加の適切な価格設定

電力貯蔵装置の評価：本格利用はこれから
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米国におけるFast DRパイロットプロジェクト

地域・実施体 実施年 負荷制御内容 対象需要 備考

ISO NE 2008‐09 調整力 フライホイール，需
要家蓄熱機器，電
池，HVAC，電気自
動車など

調整力が期待できる
様々な技術の試験

ISO NE 2006‐10 予備力 店舗，工場，水処
理，空調アグリゲー
タ，自家発など

ISO NEの予備力市場
への需要家参加

PJM 2008
(2012)

調整力 電気自動車 V2G実証試験
電池への影響

PG&E 2009 １０分以内に応動，２
時間の持続

大口業務・産業需
要家

CAISOのA/S市場への
需要家参加

PG&E 2009 直ちに需要抑制を行
い15分に復帰

SmartAC（空調の直
接負荷制御）

CAISOのA/S市場への
需要家参加
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ISO/RTO PJM
(北東部)

CAISO
(加州)

MISO
(中西部)

ERCOT
(テキサス州)

需要規模（MW） 163,848 46,847 98,526 68,305

DR
使用
の有
無

ﾘｱﾙﾀｲﾑ市場 ○ △ ○ ○
一日前市場 ○ △ ○ ○

ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ市
場

○ △ ○ ○

容量市場 ○ × × ×
再生可能エネルギーの

電源容量比率
5％ 18％ 14％ 15％

新たな予備力 － FR RC －
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アンシラリーサービス型DR
米国電力市場におけるDRの使用状況

加州では、ISOではなく、配電会社が資源を調達。再エネ電源の導入量増加に伴い、Flexible Ramping(FR)、
Ramping Capability(RC)など新たな予備力が導入あるいは検討されている。



電力系統制御への電池の適用検討

調整水力（揚水含む）、
調整火力で対応

蓄電で対応

ＧＦ（ガバナフリー）
発電機回転数の変動を感知し制御弁を開閉し、周波数適正化のため、回転数
を維持する自動的かつ瞬時の回転数制御

ＬＦＣ（負荷周波数制御）
需給不均衡に起因する周波数変動を感知し、需給不均衡を解消するために給
電システムからの自動的な発電機出力制御

ＥＬＤ（経済負荷配分制御）
周期の長い変動への対応は、その変動幅も大きいことから対応する発電機の
経済性を考慮した負荷配分制御
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再生可能エネルギー電源大量連系のための
システム柔軟性

 変動電源による急激な、予測不可能なランプレート

 給電不可能性への対応：5分毎のELDより長い時間帯の不確実性に
対応するため。

 ランプ柔軟性（上げ代、下げ代）：MISO and CAISO

 供給源：蓄電池は候補

北海道(Redox flow)、東北電力(Li ion)でパイロット

スマートコミュニティ実証事業：横浜

離島



Large battery for frequency regulation
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 Operator  Types of Battery  Capacity  Location

 Tohoku Electric Power Co., Inc.  Lithium-Ion Battery  20 MWh  Nishisendai Substation

 Hokkaido Electric Power Co., Inc,
 Sumitomo Electric Industries, Ltd.

 Redox Flow Battery  60 MWh  Minamihayakita Substation

 frequency regulation is 
achieved through the control 
of the load dispatching center

 By the aid of Ministry of 
Economic, Trade and Industry 
(METI)
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Field Test of Frequency Fluctuation Suppression
Using a Storage Battery in Isolated Island System: Iki island, Kyushu Electric 

Power Company

system load 35,500kW  
Internal combusion 
power station 40,500kW  

(power station A) （24,000kW）

(Power station B) （16,500kW）

wind power station 1,500kW  

solar power stations 2,210kW
strage battery system
(Lithium-ion battery, 
Mitsubishi Electric 
Corp )

4,000kW  
( 1,600kWh ) 

Solar power

the stabilization control
(∆P detection + ∆F detection and control) of the storage battery 
when the wind and solar power are online.

Source: Nomiyama, et.al. CIGRE AORC, 2014, and Kojima, et.al. ICEE2014 
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Effects of frequency control with storage battery

with control by battery

without control by battery

frequency fluctuations were suppressed by employing practical control input 
signals such as ∆P and ∆F without the use of neither renewable energy 
power output nor the internal combustion engine generator output.

Source: Nomiyama, et.al. AORC, May 2014, and Kojima, et.al. ICEE2014 



DR活動領域

ビル照明・
空調等

工場内
機器

発電機蓄電池

需要抑制

ネガワット発電

DR事業者
（アグリゲータ）

東京電力
（新宿実証Ｃ）

電力DR
発動

サーバ
(４社)

価格
（円/kW）

日本卸電力取引所
（JEPX）価格

JEPX想定需要ベース

経済代替
としての
活用領域

実効力

カスタマーサービス
カンパニー

パワーグリッド
カンパニー

供給力代替
としての
活用領域

凡
例

拡大を目指す
DR活用領域

需要家

インセンティブ型のDR実証の概要

ピークカット
（BSP）

電力消費
抑制要請

ネガワット

￥

DR
サーバ

（国内外）

電力消費
抑制要請

ネガワット

協力金 協力金

アンシラリー
サービス

■DRの活用領域を従前の夏季ピークカットだけでなく、アンシラリーや経済代替活用
まで拡大することを念頭に、DR事業者（アグリゲータ）と東京電力によるインセンティブ型DR実証
を実施中（H25年12月～H27年3月）

■発動から実負荷抑制までの時間や削減量、ベースライン等を検証しDRの価値を評価

自動ＤＲシステム（OpenADR2.0b）

実証６件

DR調整容量：約9万kW(約1,100件）
※H25公募時の計画

ＤＲ要請時間：１日前→３０分前→１５～５分前

￥

インセンティブ型ＤＲ実証 概要
～経済産業省・国内外ＤＲ事業者・東京電力にてADR標準手法を適用したＤＲの価値を評価～
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再生可能エネルギー電源と需要側資源の活用

変動電源の普及とともに電力系統の資源としての需要側資源の

活用が期待される

蓄電池はいずれの機能を有し、経済性を含めた評価が必要

負荷シフトによる余剰電力の調整

給電指令可能な高速応答

周波数制御

再生可能エネルギー出力予測外れへの高速ランピング: 柔軟

性資源
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