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平成 19 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  新エネルギー技術開発プログラム 

       （大項目）  大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

 

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 

新エネルギーは、エネルギー自給率の向上や地球温暖化防止に資するほか、分散型エネルギ

ーシステムとしてのメリットも期待できる貴重なエネルギー源であり、2010 年度に１次エネルギー供給

に占める割合で３%相当の導入を目指している。本研究開発は、新エネルギー技術の開発、コスト低

減および利便性や性能の向上を図ることによって、わが国のエネルギー供給の安定化・効率化、地

球温暖化問題の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギー社会の実現等を図ることを目的と

して経済産業省がまとめた「新エネルギー技術開発プログラム」の一環として実施する。 

太陽光発電等の新エネルギーは、石油代替エネルギーとしての役割を担うべく地球温暖化対策

および京都議定書発効によるＣＯ2 削減に資する重要なエネルギーとして位置づけられている。太

陽光発電については、２００２年３月に決定された地球温暖化対策推進大綱において、２０１０年度

の導入目標を 482 万ｋＷと設定している。また、太陽エネルギーを直接電力に変換する太陽光発電

は地球環境の面から、今後の主要な一次エネルギー供給源の一つになると考えられる。我が国に

おいても、サンシャイン計画による本格的な技術開発がスタートしてから 30 年が経過し、「初期マー

ケット形成」の段階に達した。また、対外的に見ても世界のエネルギー・環境問題に対して貢献でき

る技術と期待されている。今後、地球温暖化への対応やエネルギー安全保障とも関連して太陽光

発電の重要性は増して来ることが予想され、2003 年 10 月に閣議決定された「エネルギー基本計

画」においてもその重要性が指摘されるところである。 

今後、太陽光発電システム（ＰＶシステム）の急速な普及拡大を図る過程において、個人住宅用

電源としての利用を目的とした戸建て住宅への設置はかなり普及してきたものの、目標導入量を達

成するためには、大規模ＰＶシステムの導入が必要となってくる。独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）で策定した「2030 年に向けた太陽光

発電ロードマップ（ＰＶ2030）検討委員会報告書」（2004 年 6 月）においても、未利用地を利用した大

規模ＰＶシステムの導入が必要不可欠である旨が記載されている。また、今後これらの大規模ＰＶシ

ステムについて、発電事業用の大規模電力供給設備としての導入が予想される。ところが、太陽光

発電は、出力の不安定性等の課題を抱えていることから、これらの大規模ＰＶシステムが系統に大

量連系された場合に系統側に悪影響を及ぼすことが懸念されるが、現在はこれらの対策が未確立

である。また、大幅なコスト増も予想され、大量導入に向けて十分な検討がなされているとは言い難

い状況にある。そのため、大規模ＰＶシステムの導入普及を想定すると、出力変動を抑制することに

より系統電力への悪影響を緩和する対策、および需給計画と整合のとれた大規模太陽光発電出力

の制御等を効果的に行うことが重要な課題となってくると考えられる。 

本研究開発は、さまざまな種類のＰＶモジュールで構成されるＭＷ級（目安として５～７ＭＷ前後）
の大規模ＰＶシステム出力を安定化させることにより、今後当該システムが系統に大量連系された場
合でも電圧、周波数及び波形歪みなど系統の電力品質に悪影響を及ぼさないシステムの構築、並
びに大規模ＰＶシステムを利用した系統電力のピーク対策等を目的とした計画運転を可能とする出
力制御システムを構築し、それぞれの有効性及び実用性を検証する。 終的には、これらの結果を
用いて研究開発終了後に大規模ＰＶ発電所としての事業性が成り立つことに目処をつけるための
検証を行う。 



 

[研究開発の目標] 

・ 終目標（平成２２年度末） 

下記①から⑤の目標を達成するとともに、研究開発終了後に大規模ＰＶ発電所としての事業性が

成り立つことに目処をつけるための検証を行うこととする。 

① 大規模ＰＶシステムが電力系統に連系された場合の電圧変動抑制対策技術、周波数変動

（出力変動）抑制対策技術を開発し、その有効性を実証研究により検証する。また、システム

構築においては、さまざまな種類のＰＶモジュールの運用面における特性比較、目的別（出

力変動安定化の観点等）設置方法の検討などを行い、実証するとともに評価を行う。これによ

り、将来このような大規模ＰＶシステムが電力系統に大量連系された場合でも、この単体モデ

ルでの実証結果を応用することにより、系統安定化対策（電力品質の維持）に資することとす

る。 

② 数時間オーダーでの計画運転を可能とする大規模ＰＶ出力制御技術を開発するとともに、そ

の有効性を実証試験により検証することにより、将来の大規模ＰＶ普及時の系統電力ピーク

対策等の活用に資することとする。 

③ パワーコンディショナー等から発生する高調波抑制対策技術を開発し、定められた規定範囲

内（特別高圧系総合電圧歪率３％以内が妥当）に維持できることを実証する。また、その有効

性を実証試験により検証することにより、将来の大規模ＰＶ普及時の系統安定化対策（電力

品質の維持）に資することとする。 

④ ①～③について技術的評価に関するシミュレーション（ソフトウェア）、並びに運用性、経済性

及び環境性に関する効果を定量的に評価することが可能となるシミュレーション手法を開発し、

今後の大規模ＰＶシステム設置の具体的検討策としての活用に資することとする。 

⑤ 上記項目を踏まえ、導入時の指針として活用できる手引書等を策定し、研究開発終了後の

大規模ＰＶシステム設置の一般的な検討策としての活用に資することとする。 

 

・中間目標（平成１９年度末） 

   上記の 終目標を達成するために必要な事前検討及びシミュレーションを行い、系統連系対策等

の技術面における効果、運用性、経済性及び環境性に関する効果を定量的に検討し、 適な大規

模ＰＶシステムの設計と構築を行う。また、構築したシステムにより実証試験を行い、その実測データと

事前検討及びシミュレーション結果を比較、評価し相互の結果が一致することを確認する。 また、そ

の結果を踏まえて 終目標達成に向けてどのように活用していくかの方策やプロセスを明らかにす

る。 

 

４．平成１８年度実施内容及び進捗（達成）状況 

基本計画に基づき委託先を公募し、応募のあった 10 件の提案に関し、外部有識者による事前審
査を行い、9 月 12 日の契約・助成審査委員会において２プロジェクトの採択を決定した。その後、北海
道電力株式会社 総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 三輪 修也氏をプロジェクトリーダ
ーとし、また、株式会社ＮＴＴファシリティーズ エネルギー事業本部 技術部 担当部長 田中 良氏
をサブプロジェクトリーダーとして、下記の研究開発を実施した。 

 
（１）稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

主に結晶系 PV モジュールで構成される大規模ＰＶシステムの詳細設計を行い、実証試験場所に

おいて設備の構築に着手した。また、主に結晶系ＰＶモジュールの運用面における特性比較、目的

別（出力変動安定化や経済性の観点等）設置方法の検討などを行った。 
大規模ＰＶ普及時の系統電力ピーク対策等の活用に資する数時間オーダーでの計画運転を可能

とする大規模ＰＶ出力制御技術の開発、詳細設計に着手した。 
高調波抑制対策技術の開発について、過去の関連研究の文献調査等を行った。 

（実施体制：稚内市、北海道電力株式会社－再委託：株式会社明電舎、松下環境空調

エンジニアリング株式会社、財団法人日本気象協会、国立大学法人北海道大学） 
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（２）北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

主に先進的 PV モジュールで構成される大規模ＰＶシステムの基本設計・技術評価の検討に着手

した。また、主に先進的ＰＶモジュールの運用面における特性比較、目的別（出力変動安定化や経

済性の観点等）設置方法の検討などを行った。 

電圧変動抑制、コスト低減等に資する大型太陽光ＰＣＳの仕様検討・シミュレーション評価に着手

した。 
発生高調波解析及び高調波抑制対策の手法、開発等に関する検討を行った。 
（実施体制：北杜市、株式会社ＮＴＴファシリティーズ－再委託：株式会社日立製作所、国立大学

法人東京農工大学、国立大学法人東京工業大学、独立行政法人産業技術総合研究所） 
 

なお、実施にあたっては、稚内サイトと北杜サイトの実証研究実施者の間で連携をとり、今後の大規
模ＰＶシステム設置の具体的検討策としての活用に資する技術的評価、運用性、経済性及び環境性
に関する効果を定量的に把握する手法について、検討を行った。 

また、稚内サイトと北杜サイトの実証研究実施者の間で連携をとり、研究開発終了後の大規模ＰＶ
システム設置の一般的な検討策、導入時の指針として活用できる手引書等の策定に関し、全体構成
の検討を行った。 

 

（3）実績推移 
 平成 18 年度

実績額推移 
①電特会計（百万円） 665

特許出願件数（件）： 0
論文発表件数（報）： 0
フォーラム等（件）： 0

 

 

５．事業内容 

（１）平成 19 年度事業内容 

北海道電力株式会社 総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長 三輪 修也氏をプロジ

ェクトリーダーとし、また、株式会社ＮＴＴファシリティーズ エネルギー事業本部 技術部 担当部長 

田中 良氏をサブプロジェクトリーダーとして、下記の研究開発を実施する。 
 
①稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

平成 18 年度に引き続き、主に結晶系 PV モジュールで構成される大規模ＰＶシステム、並びに

蓄電池等を用いた系統安定化対策（電力品質の維持）技術の開発、詳細設計を行い、実証試験

場所において設備の構築を行い、一部実証試験を開始する。また、主に結晶系ＰＶモジュールの

運用面における特性比較、目的別（出力変動安定化や経済性の観点等）設置方法の検討などを

行い、性能、経済性等比較、評価のためのデータ取得を開始する。 
平成 18 年度に引き続き、大規模ＰＶ普及時の系統電力ピーク対策等の活用に資する数時間オ

ーダーでの計画運転を可能とする大規模ＰＶ出力制御技術の開発、詳細設計を行い、実証試験

場所において構築に着手する。また、分析、評価のためのデータ取得を開始する。 
高調波抑制対策技術の開発について、定められた規定範囲内（特別高圧系総合電圧歪率３％

以内が妥当）に維持できることを実証するため、パワーコンディショナー等から発生する高調波に関

する検討、および高調波抑制対策技術の開発等に関する検討を行う。 
北杜サイト実証研究実施者と連携をとり、今後の大規模ＰＶシステム設置の具体的検討策として

の活用に資する技術的評価に関するシミュレーション（ソフトウェア）の開発に着手する。 
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②北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究 

平成 18 年度に引き続き、主に先進的 PV モジュールで構成される大規模ＰＶシステムの開発、

詳細設計を行い、実証試験場所において設備の構築を行い、一部実証試験を開始する。また、主

に先進的ＰＶモジュールの運用面における特性比較、目的別（出力変動安定化や経済性の観点

等）設置方法の検討などを行い、性能、経済性等比較、評価のためのデータ取得を開始する。さら

に、電圧変動抑制、コスト低減等に資する大型太陽光ＰＣＳ開発のためのミニモデル試験を行う。 
高調波抑制対策技術の開発について、定められた規定範囲内（特別高圧系総合電圧歪率３％

以内が妥当）に維持できることを実証するため、パワーコンディショナー等から発生する高調波に関

する検討、および高調波抑制対策技術の開発等に関する検討を行う。 
 

なお、実施にあたっては稚内サイトと北杜サイトの実証研究実施者の間で連携をとり、今後の大

規模ＰＶシステム設置の具体的検討策としての活用に資する技術的評価に関するシミュレーション

（ソフトウェア）、並びに運用性、経済性及び環境性に関する効果を定量的に評価することが可能と

なるシミュレーション手法の開発に関し、検討を行う。 
また、稚内サイトと北杜サイトの実証研究実施者の間で連携をとり、研究開発終了後の大規模Ｐ

Ｖシステム設置の一般的な検討策、導入時の指針として活用できる手引書等の策定に関し、各項

目内容に関する概略検討を行う。 
 

  （２）平成 19 年度事業規模 

     電特会計        ３，０１７百万円 （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 19 年度において、事業評価としての中間評価を実施する。 

 

（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太陽光連系技術委員

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、サ

ブ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 19 年 3 月上旬 部長会 

4 月頃 太陽光連系技術委員会 

12 月頃 太陽光連系技術委員会（中間評価） 

平成 20 年 3 月頃 太陽光連系技術委員会 

5 月頃 成果報告書受領 
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（別紙１）事業実施体制の全体図 

 

「稚内サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」実施体制 

 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築 
・シミュレーション手法の開発 

 
 
 
研究項目： 
・系統安定化対策技術の開発 
・数時間オーダーでの大規模

ＰＶ出力制御技術の開発 
 

 
 
 
研究項目： 
・日射量予測システムの開発 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築および系統安定化対策

技術の開発 
・数時間オーダーでの大規模ＰＶ出力制御技術の

開発 
・高調波抑制対策技術の開発 
・シミュレーション手法の開発 
・導入時の指針となる手引書の作成 

委託 

再委託 

松下環境空調 
エンジニアリング(株) 

財団法人 
日本気象協会 

国立大学法人 
北海道大学 

北海道電力(株) 
 
 
 
 研究項目： 

・実証試験場所の提供 
・地元調整 
・許認可等対応 

稚内市 

助言、指導

意見、報告

プロジェクトリーダー 
北海道電力株式会社  

総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長  

三輪 修也氏 
サブプロジェクトリーダー 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

エネルギー事業本部 技術部 担当部長  

田中 良氏 

 
 
 
研究項目： 
・大規模 PV システムの構築

および系統安定化対策技術

の開発 
・数時間オーダーでの大規模

ＰＶ出力制御技術の開発 
・高調波抑制対策技術の開発 
・シミュレーション手法の開発 

(株)明電舎 
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（別紙２）事業実施体制の全体図 

 

「北杜サイトにおける大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
研究項目： 
・PV モジュール技術評価の

検討 

 
 
 
研究項目： 
・系統安定化対策技術の開発 
・高調波抑制対策技術の開発 
 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの環境貢

献度（LCA）の検討 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

 
 
 
研究項目： 
・大規模PVシステムの構築および系統安定化対策

技術の開発 
・高調波抑制対策技術の開発 
・シミュレーション手法の開発 
・導入時の指針となる手引書の作成 

委託 

再委託 

国立大学法人 
東京農工大学 

国立大学法人 
東京工業大学 

独立行政法人 
産業技術総合研究所

(株)NTT ファシリティーズ 

 
 
 
 研究項目： 

・実証試験場所の提供 
・地元調整 
・許認可等対応 

北杜市 

意見、報告

助言、指導

プロジェクトリーダー 
北海道電力株式会社  

総合研究所 太陽光発電プロジェクト推進室長  

三輪 修也氏 
サブプロジェクトリーダー 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

エネルギー事業本部 技術部 担当部長  

田中 良氏 

 
 
 
研究項目： 
・大型太陽光用PCSの開発 
・高調波抑制対策技術の開発 
・監視計測システムの開発 

(株)日立製作所 
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