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平成 18 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．事業内容及び進捗（達成）状況 
平成 15 年度に策定した基本計画（平成 16 年度末見直し）に基づき、下記の研究開発を

実施した。また平成 17 年度第 2 回系統連系技術委員会（平成 17 年 12 月 7 日開催）にて、

平成 16 年度～平成 17 年度実施内容に対する中間評価を実施した。その結果、「需要家ニー

ズの多様化への対応や、電力品質確保のための技術力向上の意味で、本研究は意義がある」

「トータルシステムとしての動作確認、信頼性の事前シミュレーションが必要」「実証研究

側と総合調査側の連携を密にし、経済性を勘案した汎用的なシステムパターンを整理する

必要がある｣等の評価を得た。この中間評価結果を踏まえ、平成 18 年度以降、例えば「品

質別電力供給システム実証研究」において、疑似負荷等を用いた基本動作確認試験ならび

に事前検討（解析等）結果との差異について分析を実施する等、対策方針を反映した項目

を実施予定である。 

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 

現行の系統制御機器であるＳＶＲ、ＳＶＣ等を通信インフラによる遠隔制御可能

な仕様で開発した。また、実証試験により、系統に対する効果、コスト、運用性等

を考慮に入れた 300kVA 自励式ＳＶＣ、3000kVAＳＶＲ等の系統制御機器の集中制御

方式とその適用条件をシミュレーション等により検証・評価した。 

  

b. 配電線ループ用需給バランスコントローラ（ＬＢＣ）の開発 
２本の配電線を末端等で常時接続し、分散型電源の出力変動や負荷変動に起因す

る電圧変動を抑制するため、連系点の有効電力潮流と電圧－無効電力の制御を同時

に実現可能な当該機器を開発した。実証機の種類として、至近年の実用化を考慮し

た 500kVA 現状技術適用 適設計機、および将来方式として一層のコンパクト・軽量

化を狙った 1000kVA 新技術適用機（トランスレス）の設計・製作を行い、評価を開

始した。 

〔（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. データ収集、事前検討 

実証試験場所における需要家のデータを１年間にわたり測定、その結果を解析し、

品質別電力供給システムの基本仕様と実証試験項目に反映させた。 

 

b. 基本仕様と実証試験項目の策定 

品質別電力供給に必要な装置構成、および高品質Ａ、直流等について保護協調や

安定化対策技術等について検討を行い、基本仕様を定めた。また、品質別電力供給

システムの出力端給電品質目標（案）ならびに実証試験項目（案）を策定して 3 月

の系統連系技術委員会に報告予定である。 

 

c. 品質別電力供給システムの開発 

実証試験用の品質別電力供給システムを構成する直列補償装置、機能統合型高品

質電力供給装置等の設計と開発を行った。 

 

d. 実証試験設備の設計、施工 

実証試験設備の設計と構築を行い、エネルギーセンターならびに自営線埋設管路

等を設置した。また、ガスエンジン等一部前倒しし、製作に着手した。 

 

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。 

〔（株）NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ、（株）NTT 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 

実証試験の技術評価、システム経済性評価に資する配電系統構成等の実態調査、

規制、基準等の動向調査、及び技術動向調査を行った。その結果、実証研究におい

て留意すべき配電系統構成の実態、ＬＢＣ開発に資する規制・基準等を明らかにし

た。これらの調査結果を踏まえ、実証試験の技術評価、システム経済性評価を行い、

実証研究側のＬＢＣ開発時において、実系統適用の観点から要求される仕様を提案、

フィードバックを仕様に反映した。 

 

b. 品質別電力供給システム実証研究に係わる調査 
品質別電力供給システムに関する規制・基準等の動向調査、技術動向調査、適用

可能性調査、及びシステム総合評価を行った。その結果、国内外の 新技術動向調

査による類似システム・機器開発事例等が明らかになった。また、これらの調査結

果の実証研究側へのフィードバックが、例えば「直流地絡検出手法」に関わる機器

開発の参考になる等、実証研究の効率的、効果的な進捗を図った。 

 

c. 電力供給の現状調査 
｢電力ネットワーク技術実証研究に係わる調査｣、｢品質別電力供給システム実証研

究に係わる調査｣を実施するための基礎調査として、電力ネットワーク技術実証シス

テムに係わる施策調査、電力供給状況比較調査、分散型電源導入影響調査、及び需

要家の電力供給に関する調査・分析を行った。今後、実証システムの普及に向け、

真に有効となる施策等の提言検討に活用予定である。 
〔（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 

電特会計   1,330   1,255 
特許出願件数 （件）：  0     0 

論文発表件数 （件）：  0     0 

フォーラム  （件）：  0     3 

 

５．事業内容  

(1) 平成 18 年度事業内容 
基本計画に基づき、以下の研究開発項目を実施する。 

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 17 年度までの実証試験結果に基づき、制御の一層の高速化・確実化を目的に、

SVR、SVC 等の系統制御機器の集中制御方式を改良し、実証試験ならびにシミュレー

ション等により、その効果と適用条件を検証・評価する。 

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、系統異常時を含めた各単機の基本性能評価を行う。 

また、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、その効果と適用条件を検証・評価す

る。 

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う。 

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 

疑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開始する。 

c. 実証試験設備の運用保守 

実証試験設備の安全性の確保および円滑な試験実施を目的として、実証試験設備

の運用保守を行う。 

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する。 

e. 委託先委員会の開催 

平成 17 年度同様、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 3 回開催する。 

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」 
a．電力ネットワーク技術実証研究に係わる調査 

平成 16 年度～平成 17 年度の各種動向調査および実証試験の結果をもとに、配電

線ループ運用方式による対策を含め、更に詳細な実証試験の技術評価、システム経

済性評価を行う。 

b.品質別電力供給システム実証研究に係わる調査 

品質別電力供給システムの対象負荷調査を実施し、電力品質の定量化（クラスタ

ー化）を行う。 
また、平成 17 年度に実施した需要家ニーズ調査をもとに汎用化のための総合評価

モデルを作成する。更にシステム構成機器信頼度実態調査を行い、総合評価モデル

を用いて供給信頼度計算をシミュレーションにより実施する。これらの調査結果を

踏まえ、実証研究の効率的、効果的な進捗を図る。 

c.電力供給の現状調査 

電力ネットワーク技術実証研究の総合評価を実施するための基礎調査として、電

力ネットワーク技術実証システムに係わる施策の追跡調査、更に詳細な分散型電源

導入影響調査を行う。  
 

(2)平成 18 年度事業規模 

電特会計     １，１５２百万円 （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 18 年度事業終了後に事業評価を行う。 
（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 18 年  2 月下旬・・・・部長会 
3 月中旬・・・・系統連系技術委員会 
11 月頃  ・・・・系統連系技術委員会 

  平成 19 年 3 月頃  ・・・・ 系統連系技術委員会 

3 月下旬・・・・中間年報受領 

         

 

※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 

財団法人 電力中央研究所 
 
研究項目①：a,b 



  

（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 

株式会社エヌ・テ

ィ・ティ  ファシリ

ティーズ  
 
研究項目②：  
a,b,c,d 

再委託 

日本電信電話  
株式会社  
 
研究項目②：a 

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：a,b,c 

仙台市  
 
 
 
研究項目②：a,b,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 

財団法人 
エネルギー総合工学研究所 
 
研究項目③：a,b,c 


