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平成 21 年度実施方針 

 

エネルギー・環境技術本部 
国 際 事 業 統 括 室 
新エネルギー技術開発部 

 

１．件 名：（大項目）太陽光発電システム等高度化系統連系安定化技術国際共同実証開発事業 

 

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 

【背景】 

我が国における新エネルギーの導入・普及については、産学官の役割分担の下で、コスト低減、性

能向上又は信頼性向上のための実証試験等が積極的に進められている。太陽光発電を始めとする新エ

ネルギーの将来的な大量導入に備えるために、需要地内に配置した新エネルギー等の電源をネットワ

ーク化して電力供給を行う小規模の電力網（以下「マイクログリッド」という。）において、系統か

ら自立した場合でも電圧や周波数等の変動が少ない安定的な電力供給を行うことが可能な技術が求

められている。本事業においては、マイクログリッドにおける電力の安定供給に必要な技術的課題へ

の対策に係る実証開発を行う。 

【目的】 

本実証開発では、アジア地域において、マイクログリッドと電力系統との連系時に加え、系統から

独立した状態でのマイクログリッド自立運転時における安定性等についても実証・評価を行い、我が

国における太陽光発電等の自然変動電源を主体とした安定的なマイクログリッドの構築に資するこ

とを目的とする。 

【目標】 

電力系統と連系されたマイクログリッドにおいて、マイクログリッド内の全電源に対する太陽光発

電等の自然変動電源容量の割合を高めた（50％以上を目安とする）状態で、電力系統と協調して連系

しつつも、電力系統との連系が解列された場合においても安定的に自立運転を行うべく、中間目標及

び最終目標を達成する。 

最終目標（平成 21 年度）は、以下の表に示すとおりとする。 

実証研究の目標 

 
自立運転時のマイクログリッドにおける

電力品質に係る中間目標（目安） 

自立運転時のマイクログリッドにおける 

電力品質に係る最終目標（我が国の基準） 

電 圧 ±15～20％ 
標準電圧 100V：101±6V 

標準電圧 200V：202±20V 

周 波 数 ±2％ ±0.1～0.3Hz（平均値） 

フリッカ △V10≦0.5V（平均値） △V10≦0.32V（平均値） 

高 調 波 総合 8％ 総合 3～5％ 
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４．実施内容及び進捗（達成）状況 

（１）平成 20 年度（委託）事業内容 

（財）電力中央研究所上席研究員兼東北大学客員教授田中和幸氏をプロジェクトリーダーとし、

以下の各テーマを実施した。 

 

①マイクログリッド高度化系統連系安定化システム実証研究(タイ) 

上記に示した電圧・周波数・フリッカ等電力品質に関する最終目標を達成し、公開可能なシ

ミュレーションモデルを構築して、本事業を終了した。 

（実施体制：委託先：四国電力（株）） 

 

②太陽光発電を可能な限り活用する電力供給システム実証研究(インドネシア) 

平成20年4月に第１回技術ＷＳを開催した。平成20年8月の設備竣工直後に田中PLをサイトに

お連れして現地指導いただいた。平成20年12月6日には、エネルギー鉱物資源省大臣、光川特

別顧問参列により竣工式を実施した。平成21年2月には第２回技術ＷＳを開催した。 

（実施体制：委託先：関西電力（株）、(株)ニュージェック） 

 

③太陽光発電を可能な限り活用する電力供給システム実証研究（PV+BESS：マレーシア） 

平成 20 年 4 月には相手国で技術 WS を開催した。 ID 協議と並行して資産譲渡手続きの協議

を継続し平成 20 年 7 月にほぼ合意した。これを受け ID が平成 20 年 9 月に締結され現地工事

を開始した。国内では機器設計製作を終了した。平成 21 年 2 月には管理技術研修を実施した。 

（実施体制：委託先：東京電力（株）） 

 

④マイクログリッド（高品質電力供給）高度化系統連系安定化システム実証研究（PV＋補償装置：

中国） 

実証設備の据付を完了、竣工式（平成 20 年 10 月）を行い、マイクログリッド安定化、自然

変動電源を可能な限り活用する電力供給方法等の実証研究を開始した。 

（実施体制： 委託先：清水建設（株） 再委託先：（株）明電舎、中国電力（株）） 

 

（２）実績推移 

実績額推移（百万円）            平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

エネ特会計（電源）   100       449    534 

エネ特会計（需給）           713    271 

特許出願件数（件）   0         0          0 

論文発表数（報）    0         0          0 

フォーラム等（報）   1         0          1 

※平成 17 年度は公募及び委託先選定作業を実施。 
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５．事業内容 

（１）平成 21 年度事業内容 

（財）電力中央研究所上席研究員兼東北大学客員教授田中和幸氏をプロジェクトリーダーとし、

事業対象国政府との調整を行いつつ、以下のとおり各テーマを実施する。 

 

①太陽光発電を可能な限り活用する電力供給システム実証研究(インドネシア) 

（実施体制：委託先：関西電力（株）、(株)ニュージェック） 

上記に示した電圧・周波数・フリッカ等電力品質に関する最終目標を達成し、公開可能なシ

ミュレーションモデルを構築して、本事業を終了する。 

 

 

 

 

②太陽光発電を可能な限り活用する電力供給システム実証研究（PV+BESS：マレーシア） 

（実施体制： 東京電力（株）） 

製作を完了した高速スイッチや蓄電池等の機器を輸送・免税通関後、据付工事を行い、実証

試験を完了する。ＰＶと併用可能な高性能瞬時電圧低下対策システムの実証、大容量新型蓄電

池による負荷平準化運転の検証及びシミュレーション解析を行う。また、システムの運転・保

守・維持管理体制を構築し、本事業を終了する。 

 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

［実施体制］ 

インドネシア 

エネルギー鉱物資源省

研究開発センター 

関西電力(株) 
・プロジェクト統括、機器設計製作 

・シミュレーション解析、実証試験評価 

 

（株）ニュージェック 
・土木工事設計、機器設計製作 

・輸送・据付・試運転、実証試験 

ＬＥＮインダストリ－

株式会社 

プロジェクトリーダー 
・所属 電力中央研究所      

・役職 上席研究員         

・氏名 田中和幸         

基本協定書（ＭＯＵ）

委託 

指示・協議

協力要請 

協定付属書（ＩＤ） 
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③マイクログリッド（高品質電力供給）高度化系統連系安定化システム実証研究（PV＋補償装置：

中国） 

（実施体制： 委託先：清水建設（株） 再委託先：（株）明電舎、中国電力（株）） 

マイクログリッド安定化、自然変動電源を可能な限り活用する電力供給方法に関し、前年度

試験結果をシミュレーション解析評価すると共に、本年度分実証試験により電力品質を検証す

る。また、中国側研究者等への運転保守トレーニングを行い、実証設備の維持管理体制を確立

し、本事業を終了する。 

 

 

（２）平成 21 年度事業規模 

エネルギー対策特別会計 202 百万円（継続） 

①エネルギー需給勘定：154 百万円（継続） 

②電源利用勘定：    48 百万円（継続） 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

［実施体制］ 

マレーシア 

エネルギー委員会 

 

東京電力(株) 
パワー・ケーブル・ 

マレーシア 

プロジェクトリーダー 
・所属 電力中央研究所     

・役職 上席研究員        

・氏名 田中和幸         

基本協定書（ＭＯＵ）

委託 

指示・協議

協力要請 

協定付属書（ＩＤ） 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

［実施体制］ 

中国国家発展改革委員会／ 

浙江省発展改革委員会 

 

清水建設(株) 
・プロジェクト全体統括 

・マイクログリッド設計・構築・評価 

・土木設計・工事 

杭州電子科技大学 

プロジェクトリーダー 
・所属 電力中央研究所    

・役職 上席研究員       

・氏名 田中和幸        

基本合意書（ＢＡ） 

中国電力(株) 
・電力品質評価 
・シミュレーション解析 

委託 

再委託 

指示・協議

協力要請 

協定付属書（ＩＤ） 

(株)明電舎 
・機器製作 

・制御システム構築 
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（注）事業規模については、変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

（１）評価 

NEDO 技術開発機構は、我が国の政策的及び技術的観点から、実証開発の意義、目標達成度、成

果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、有識者へのヒアリング、ユーザーア

ンケート等を適宜活用した事業評価及び事後評価を平成 21 年度事業終了後速やかに実施する。 

 

（２）運営・管理 

本実証開発に参加する各グループの有する実証開発ポテンシャルの最大限の活用により、効率

的な実証開発の推進を図る観点から、事業全体を統括する研究開発責任者として、（財）電力中

央研究所上席研究員兼東北大学客員教授田中和幸氏をプロジェクトリーダーとし、事業を推進す

る。NEDO 技術開発機構、研究開発責任者及び委託先は、密接な意志疎通及び情報交換を行いつつ、

研究者を可能な限り結集することで、効果的な実証開発を実施する。 

 

（３）複数年度契約の実施 

①、②ともに平成 19 年度～平成 21 年度まで複数年度契約を行う。 

 

 

７．スケジュール 

 平成 21 年 3 月・・・部長会 

 

８．実施方針の改訂履歴 

（１）平成 21 年 3 月、制定 

 


