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独立機関である国際エネルギー機関（IEA）は、1974年11月に設立された。その主要な2つ
の使命は、石油供給における物理的混乱への集団的対応を通じて、加盟各国のエネルギーセキ
ュリティを促進すること、及び信頼性のある、手ごろな価格のクリーンエネルギーを、その29
加盟国とその他の国々のために確保する方法に関して信頼で き る 研 究 と 分 析 を 提 供 す る こ
とである。国際エネルギー機関はその加盟各国でエネルギー協力の包括的プログ
ラ ム を 実 施 し て い る 。 各 加 盟 国 は 自 国 の 純 輸 入 量 の 90日 分 相 当 の 石 油 を 貯 蔵 す る
よう義務付けられている。
本機関の目標には以下のものが含まれている。


加盟各国の全てのエネルギー形態の信頼性のある十分な供給へのアクセスを確保する。特に、

石油供給混乱の場合の効果的な緊急事態対応能力維持を通じてそれを行う。


世界的な経済成長と環境保護に拍車をかける持続可能なエネルギー政策を促進する。特

に気候変動の原因となる温室効果ガスの排出を削減することに関してこれを行う。


エネルギーデータの収集と分析を通じて、国際市場の透明性を改善する。


将来のエネルギー供給を確保し、その環境への影響を緩和するためのエネル
ギー技術に関する世界的な協調を支援する。それには、エネルギー効率性及
び低炭素化技術の開発と配備の改善が含まれる。
 非加盟諸国、産業界、国際機関及びその他の利害関係者との
関与と対話を通じて世界的なエネルギー問題の解決策を見
出す。
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「System Integration of Renewables - An update on Best Practice」の翻訳
にあたって
本ページは「System Integration of Renewables - An update on Best Practice」日本語版翻訳に
あたって、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）スマートコミュニティ部が作成した
オリジナルの序文です。本序文に記載のすべての内容および見解については、NEDO が単独で責
任を負います。
2015 年 12 月に合意された温暖化対策のための国際的枠組み「パリ協定」は、各国の批准によ
り 2016 年 11 月に発効されました。「パリ協定」の発効を受けて、低炭素化に向けた国際的な議
論が本格化しています。
また、日本においても 2018 年 5 月にエネルギー基本計画の原案において、再生可能エネルギ
ーのコスト低減と 2030 年度時点で 22-24 ％程度の導入率が掲げられています。
2018 年 1 月、国際エネルギー機関（IEA）から英文の報告書「Next-Generation Wind and Solar
Power」、「Status of Power System Transformation 2017」、「Getting Wind and Sun onto the
Grid」の内容を組み合わせた書籍「System integration of Renewables - An Update on Best
Practice」が公開されました。
本書では、太陽光発電及び風力発電導入時のシステム統合について、その導入段階ごとに発生
する課題と対策について、事例を交えながら整理されています。ここで重要視されている電力シ
ステムの柔軟性については、再生可能エネルギー導入のさらなる拡大が想定される我が国におい
ても議論となっており、一部の地域においてはすでに直面する課題のひとつです。また、本書中
に「システム統合はより長期的なエネルギー戦略の一部である」、「LCOE に基づく比較は十分
でなく、誤解を招く可能性もある。」、「様々な技術の LCOE だけではなく、システム価値を比
較することで、政策設計のためのより完全な全体像と適正な基盤が提供される」という記述があ
るように、今後の日本のエネルギー戦略について議論がなされている昨今、本書が大変参考にな
ると考え、日本語翻訳版を作成しました。
なお、翻訳するにあたっては、できるだけ原文を忠実に表現することに留意し、意訳は極力排
除するよう心がけています。ただ、この分野の専門知識をお持ちでない方々にとってはわかりに
くい、あるいは誤解を生むおそれのある表現等（例えば、日本と海外の電力事情の違いによるも
の）につきましては、これらの箇所には訳注を付し、読者の皆様の理解を助ける工夫をしまし
た。
最後になりましたが、本書の日本語訳作成を快くご承認いただいた貞森恵祐エネルギー市場・
安全保障局長、各種調整のサポートをいただいた上鑪英樹担当官ほかIEAの皆様には深く感謝を申
し上げます。
また、翻訳の各章担当は以下の通りであり、監訳をご担当いただいた東京大学の荻本和彦特任
教授、占部千由特任助教、東京電力の戸田直樹チーフエコノミストをはじめとする皆様には、膨
大な時間と労力を割いて翻訳内容の精査をいただきました。ここに厚く御礼を申し上げます。
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要旨
風力と太陽光発電の設備容量は、支援政策と技術コストの劇的な低下により、多くの国で非常
に急速に拡大している。2016 年末までに、これらの技術（出力が変動する再生可能エネルギ
ー（VRE）と呼ぶ）が、15 カ国で年間発電電力量のシェアが 10%を超えた。2016 年のデンマ
ークにおける VRE の発電電力量のシェアは約 45 ％に、
アイルランドとスペインでは約 20 ％ Page | 9
に増加した。2022 年までに、中国、インド、米国などの大規模な電力システムでは、VRE の
導入率は倍増して 10 ％を超えると予想されている。
このような現状にもかかわらず、VRE の統合についての議論は、誤解、通説、更には誤った
情報によって依然として歪められている。VRE の統合には電力貯蔵が前提条件であるとか、
従来の発電機は VRE 導入の拡大に伴い非常に大きなコスト増を強いられるなどと主張される
ことが多い。このような主張は、現実ではあるが、最終的には管理可能な問題から意思決定者
の注意を逸らす可能性があり、これを放置すれば、VRE の導入を中断させることにもなる。
本書は、政策立案者、エネルギー関連省庁および規制機関のスタッフを対象として、主に 2 つ
の目的がある。第一は VRE 導入初期に直面する真の課題を明らかにすること、第二は、これ
らの課題をどのように緩和し管理すればよいかについて示唆を与えることである。また、導入
率が高くなった際の VRE 統合の管理方法に関する最近の分析も提供する。
本書では、VRE 導入の 4 つの段階で、電力システムの費用対効果と信頼性を維持するための
方策がどのように変わるかを明らかにする。これらの段階は、VRE の容量の増加が電力シス
テムに与えるインパクトにより区別しており、導入初期において障壁となりかねない対策の優
先順位を決めるための有用な枠組みを提供する。
第一段階は極めて単純である。VRE が電力システムに顕著な影響を与えない段階である。風
力や太陽エネルギー発電所がそれらよりはるかに大きいシステムに設置されている場合、出力
や発電の変動は、日々の電力需要の変動と比較して、認識されるほど大きくはない。現時点で
VRE 導入の第一段階にある国としては、インドネシア、南アフリカ、メキシコが挙げられる。
年間の発電電力量に対する VRE のシェアは約 3 ％である。
第二段階では、VRE のインパクトは認識されるが、電力システムの運用方法を一部改善する
ことで、極めて容易に管理できる。例えば、VRE 電源の出力予測システムを確立することに
より、柔軟な運転が可能になる発電所は、その変動を電力需要の変動に対応してより効率的に
調整することができる。
年間電力量のシェアに関する閾値は 1 つではなく、第二段階に入るかどうかは電力システム
の特性に依存する。年間発電電力量に対する VRE のシェアが 3 ％からほぼ 15 ％になる第二
段階にある国としては、チリ、中国、ブラジル、インド、ニュージーランド、オーストラリア、
オランダ、スウェーデン、オーストリア、ベルギーが挙げられる。
第三段階では、初めて重大な VRE 統合問題が発生する。全体的なシステム運用および他の発
電所が VRE の変動性のインパクトを受けるためである。電力システムの柔軟性がここで重要
となる。この状況における柔軟性とは、例えば風力の出力が低下したときに他の供給源から電
力を供給するなど、数分から数時間の時間スケールで、需給バランスの不確実性と変動性に対
応する電力システムの能力を意味する。現時点では、負荷配分可能な発電所と送電網が 2 つの
主要な柔軟性のある資源だが、中期的には、需要側の選択肢や新しいエネルギー貯蔵技術の重
要性が増すと考えられる。VRE 導入の第三段階とされる国などとしては、九州（日本）、ERCOT
（米国）、CAISO（米国）、イタリア、英国、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、ドイツが挙
げられ、年間発電電力量に対する VRE のシェアは 10 ％～25 ％である。
第四段階では新たな課題が顕在化する。これらは極めて技術的であり、柔軟性よりも直感的な
理解が難しい、電力システムの安定性に関する問題である。この電力システムの安定性とは、
数秒およびそれ以下という非常に短い時間スケールで通常の運用を妨げる可能性のある事象
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に直面した場合の復元力である。主にこの段階に関連した課題を抱える国としては、アイルラ
ンドとデンマーク1が挙げられ、年間発電電力量における VRE のシェアは 25 ％～50 ％であ
る。
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VRE 導入の第一段階における推奨事項
電力システムにおいて VRE が増加するにつれて、システム統合の課題が徐々に顕在化する。
したがって、段階的に VRE を吸収するシステムの能力を高めることが望ましい。最初の VRE
電源は、通常、システムにほとんど影響を与えずに統合することができる。送配電網接続容量
の透明性がありかつ適切な技術評価により、統合を実施することができる。技術的に優れた中
立的な機関に送配電網統合の技術的な可能性の評価を委任すること、根拠のない導入容量の上
限の使用や、従来の発電所に適用されている統合方法を避けることが必要となる。第一段階で
は考えにくいが、局所的な送配電網の増強が必要となる場合がある。送配電網を増強する前に、
電力システムへの影響を最小化する VRE 発電所構成にするなど、送配電線新設に代わる案を
十分に検討する必要がある。
システム運用者は、最初の VRE 発電所を接続するための技術要件を特定する際に、最初から
やり直すのではなく、最新の業界標準と国際的な経験を参照すべきである。国際基準は地域に
合わせて修正する必要がある。システム運用者は、低い VRE 導入率に適した要件から始める
べきである。

第二段階における推奨事項
適切な系統連系規程の制定
システム運用者は、政策立案者や規制機関と協力して、VRE 電源の接続に対応するために、
新しい系統連系規程が必要か、既存の系統連系規程を改訂するかを決定する必要がある。シス
テム運用者は、関連する電力システムのデータを収集し、系統連系規程に含む技術的要件を確
立するために使用する適切なモデリングツールを決める必要がある。
システム運用者は、他のより高い VRE 導入率を持つシステムの系統連系規程を参考にする必
要がある。これにより、他所で大規模に導入されている風力発電や太陽光発電技術を導入でき
るかどうかを判断することができ、その実現性はかなり高く、コスト削減にも役立つ。業界関
係者とシステム運用者は他の電力システム、特に大規模に VRE を導入しているシステムの状
況を継続的に監視して、適切な知見を確実に系統連系規程に組み込む必要がある。また、規程
を継続的に評価・改訂することで、適切性を維持する。

電源運用への VRE の反映
発電所の可視性はシステム運用者にとって不可欠である。十分な数の従来型および VRE 発電
所から静的およびリアルタイムのデータを送信する必要がある。大量のデータとそれに伴うコ
ストを管理するために、小規模の分散型電源（ルーフトップ太陽光発電など）の発電量を統計
的手法により推定することが必要である。さらに、VRE の出力予測を使用することで、シス
テム運用を最適化できる。最先端の集中型出力予測システムを導入し、それらを効果的に使用
して発電所の起動停止やその他の運用上の決定をすべきである。

1

訳注：国単位の VRE の年間の発電電力量に占める割合で考えるとデンマークも第四段階に入るとされるが、
電力システムとしてみた場合、デンマークはドイツ、ノルディックの電力システムと密接に連系して
運用されており、国単位の課題とすることは難しい面がある。
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発電所の起動停止計画と運転予備力の管理は、リアルタイムに近い実施が必要である。物理的
な給電（リアルタイム）の時点よりもずっと前に行われるシステムの運用計画は、変動に対し
て効率的に対処するために、リアルタイムに近づける必要がある。特に、起動停止計画と負荷
配分コマはリアルタイムに近づけるべきである。卸売市場が自由化されている場合、当日を含
むリアルタイムに近い取引が可能でなければならない。
VRE の導入レベルを引き上げるためには、市場運営の改善が必要である。卸売市場が自由化 Page | 11
されている場合、VRE の導入の拡大に対応して取引方法を改善し、正確な価格設定を行う必
要がある。
 変動性への対応として、価格シグナルの時間分解能を高めること、つまり、価格を短い
時間コマに対して与え、価格変動の許容度を上げることが重要である。
 不確実性への対応として、短い時間コマの価格シグナル、つまり実際の需給バランスを
反映して、リアルタイムに近い時点で価格を形成することが重要である。
 地点の制約とモジュール性への対応として、価格シグナルの空間分解能、つまり場所に
よって電力価格を変えることの重要性が高まっている。

VRE 連系のための十分な送配電網容量の確保
新しい送電線の建設は、VRE の導入と同時進行する必要がある。VRE 導入の拡大に伴い、発
電所の接続のため、送配電網への新たな投資が必要になると考えられる。電源と送配電網の構
築を同時に進行させ、送配電網の構築が遅れる場合の VRE 運用を管理する方法を検討する必
要がある。さらに、既存の送配電網インフラを十分に活用する必要がある。送配電網に混雑が
発生する場合、送配電網運用者は送配電線の新設を図る前に、制約を管理する低コストの対応
策を検討する必要がある。
低・中圧の送配電網における双方向の電力潮流に対応する必要がある。小規模の VRE 電源が
地理的に集中して導入されたシステムでは、低・中圧の配電網から送電網に向かって「上向き」
に流れる潮流を確実に管理することが必要である。これは一般に既存の設備で可能だが、調整
が必要な場合がある。最後に、事前に十分な計画を立てるべきである。VRE 統合のこの段階
で、送配電網計画の体系的な手法を確立して実施する必要がある。

VRE のシステムに対するインパクトの最小化
技術の組み合わせは、慎重な計画によって最適化することができる。例えば、エネルギーの計
画者は風力、太陽光発電、流れ込み式水力発電など相互に補完しあう技術を導入する価値を検
討する必要がある。地理的な広がりはまた、システムにおける VRE の価値を向上させること
ができる2。広域に分散配置された VRE 発電所のシステム運用における利点を認識して、既存
の送配電網容量の利用の最適化という即効性のある可能性についても検討する必要がある（次
の第三,四段階の「システム協調性が高い VRE 開発」を参照）。

第三、第四段階における推奨事項
VRE 統合を支援するための電力システムの運用と計画の変革
VRE 統合には、電力システムの費用対効果と信頼性を維持するための具体的な対策が必要で
あり、その対策は VRE の導入の進展に伴い進化する必要がある。これまで、統合の課題に取
り組むため多様な対策が用いられてきた。これらの対策は、電力システムの要件と目的に従っ

2

訳注：それぞれの変動が相殺するという「地理的なならし効果（平滑化効果）」による。
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て検討することができる。本書では多数の、特に VRE の導入率が高い場合に適用される技術
的および経済的な対策について概説する。
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多様な対策を協調させるためには、ロバストで統合的な計画が重要である。多くの管轄区域で
は、費用対効果が高く信頼できる方法により、電力システムを高い VRE の導入率に対応させ
るため、統合され協調した計画の枠組みが重要な役割を果たす。本書では、多様な供給資源と
需要資源を含む統合計画、発電と送配電網の統合計画、電力部門と他の部門の間の統合計画
（特に運輸、温冷熱供給）、さまざまな制御区域を含む地域間計画など、電力部門の新たな計
画の実例を紹介する。
事業用規模の VRE 統合を支援する政策、規制、市場の枠組み
政策、市場、規制の枠組みは、運用および投資の意思決定に重要な役割を持つ。電力システム
の変革という観点から、VRE の大規模な導入は、従来の政策、市場、規制の枠組みに大きな
課題をもたらす。この課題はほとんどすべての市場構造、すなわち、競争や自由化が進んだ市
場でも、垂直統合モデルに向かっている市場でも発生する。しかし、VRE 統合に必要な適応
策は、異なる出発点を反映して、それぞれの状況において異なると考えられる。
市場、政策、規制の枠組みにおける 5 つの広義の目標の達成により、電力システムの変革とい
う観点から、VRE 導入率が高い場合の統合が大きく可能になる。


発電の収入に安定供給への貢献を完全に反映することを確かなものにする措置など、
電力の安定供給を確保すること



既存のすべての資源の持つ柔軟性を活用し、システム運用の意思決定をリアルタイム
に近づけ、競争的枠組みにより効率的な電力価格の形成を促進することにより負荷配
分を改善する対策など、出力が変動する分散型電源の導入率が高い電力システムを効
率的に運用すること



IPP プロジェクトに適した内容の電力購入契約（PPA）など、クリーンな発電に対す
る資本集約的な投資を目的とし、低コストの資金調達を促進するため、十分な投資の
確実性を確保すること



地域的に適切な場合、地方の大気汚染や炭素排出の抑止策など、負の外部性を価格化
すること



火力発電、送配電網、デマンドレスポンス資源、エネルギー貯蔵など、新しい柔軟性
を持つ資源の統合と開発を確実に行うこと

システム価値
電力システムの変革を成功させるためには、VRE の経済評価手法も変更する必要がある。従
来の均等化発電原価（LCOE: Levelized cost of electricity）はもはや十分ではない。次世代の評
価では、風力や太陽エネルギー発電からの電力のシステム価値（System Value）を考慮する必
要がある。システム価値は、風力または太陽エネルギー発電を電力システムに追加することに
よって生じるシステム全体の利益として定義され、正の要素と負の要素の相互作用によって決
定される。正の効果には、燃料コストの低減、二酸化炭素（CO2）やその他の汚染物質の排出
量低減、他の発電容量および（おそらく）送配電網インフラの必要性の低減、送配電損失の低
減などが挙げられる。負の面としては、従来型発電所のサイクリング運転3や送配電網インフ
ラ増強コスト、システム制約による VRE 出力の抑制といったコスト増がある。
システム価値は、発電コストを超えた重要な情報を提供する。システム価値が発電コストより
高い場合、追加された VRE 容量は電力システムの総コストの削減に役立つ。VRE 発電の導入

3

訳注：用語集「サイクリング」参照
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率の増加に伴い、VRE 発電の変動性といった負の効果がシステム価値の低下を招く可能性が
ある。

システム協調性が高い VRE 開発－風力および太陽エネルギー発電の価値の
最大化
風力発電や太陽エネルギー発電は、システム協調性が高い導入戦略によって統合を促進するこ
とができる。VRE 自体がそのシステム統合のためのツールと見なされないことが多いという
ことには、歴史的な理由がある。VRE 導入の初期段階における政策の優先順位は、システム
統合ではなく、可能な限り迅速に導入を最大化し、可能な限り早急に LCOE を低減すること
に尽きていた。しかし、この考え方は VRE の高い導入率では十分ではない。VRE 統合を自ら
促進するために、先進的な導入を開始し、VRE 技術の貢献を解き放つためには、考え方の革
新が必要である。
システム協調性が高い主な VRE 導入対策を以下に示す。
 いかなる場合も、政府は統合計画の効率化を確かなものとすべきである。明確なルール
と手順による透明性の高いプロセスにより、新しい VRE 容量が適切な時期と場所に導
入され、VRE の調達と送配電網の増強の整合によりシステム全体のコストが低減され
る。
 もう１つの重要な措置は、VRE 発電の立地を誘導する適切なシグナルを提供することで
ある。再生可能エネルギー資源として最適な地域ではなく、需要センターに近い地域や、
代替の発電の選択肢が非常に高価な地域に VRE を配置する方が良い場合もある。
 最適な技術の組み合わせの選択も、重要な役割を持つ要素である。例えば、風力と太陽
エネルギー発電の出力は世界の多くの地域で相補的である。技術の組み合わせに配慮し
た導入をすることで、相乗効果が得られる。
 安定した発電の時間特性を持つ技術の選択は、システム協調性の高い VRE の導入を実
現するもう 1 つの方法である。例えば、先進的な技術による風力発電機は、より高くタ
ワータービンを設計し、発電容量に対するロータ直径の比を大きくすることにより、従
来型の機種と比較してより滑らかな発電特性を実現する。
 システムサービス4市場の高度化が重要である。システムサービスの新たな調達方法に
より、高い VRE 導入率のシステムを効率的に運用することができる。例えば、VRE 資
源と需要側管理を組み合わせて運転予備力を提供することで、火力電源を使うより費用
対効果が高くなる可能性がある。
 分散型資源の統合には、全体的な電力システムに与える価値に応じて報酬を支払う仕組
みを確立する。電気料金は、時間と場所に応じたコストを正確に反映する必要がある。

ローカルグリッドの進化
低・中圧送配電網は、顧客に対し受動的に電力を供給するパラダイムから、電力とデータの双
方向の流れによりスマートかつ能動的に管理されるシステムへと変わりつつある。この移行を
成功させるためは、技術、経済、制度の 3 つの重要な側面を十分考慮する必要がある。


4
5

技術的には、高度な分散化のもとで安定かつ効果的なシステム運用を保つことが、電
力会社5と規制機関にとって新たな優先事項となる。高度な情報通信技術（デジタル化）

訳注：アンシラリーサービスともいう。
訳注：Utility は、従来は垂直統合型の電力会社を意味し、米国、日本ではその形態が残っているが、欧州で
は発・送・配が概ね分離される中、対象となる組織がない状態となっている。また、公営の会社を含
め、様々な他の事業形態もある。本書では utility を電力会社と訳すが、被規制機関である「送配電会
社」などとすることが適当な場合もある。
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の導入により、システムの可視性と制御性が改善され、デマンドレスポンスを大幅に
利用できるようになる。


経済的には、分散型太陽光発電の普及と電池の経済性の向上には、小売電気料金と税
制の改革が必要となる。これには、分散型資源にその価値に応じて報酬を与えること
と、送配電網の利用者に共有インフラのコストを適切に負担させることの両方が含ま
れる。



制度的には、役割と責任は変化する。優先事項の１つは、ローカルグリッドを担う事
業者と送電網の運営を担う事業者間の協調の高度化である。さらに、アグリゲータの
ような全く新しい役割を制度に組み込むことが重要である。
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序
システム統合とは
システム統合
再生可能エネルギーのシステム統合は、エネルギーシステムにおける大量の再生可能エネル
ギーの安全かつ費用対効果の高い取り込みを可能にするために必要とされる技術的、制度
的、政策的および市場の設計などの分野のすべての変更を網羅する。VRE 技術の統合には、
必要とされる適応が最も重要である。再生可能エネルギー開発においては、風力発電と太陽
光発電の大きな役割を果たすという前提で、本書はこれら 2 つの技術の統合を対象とする。
特に明記しない限り、VRE（Variable Renewable Energy: 出力が変動する再生可能エネルギ
ー）は風力発電と太陽光発電を指す。
電気の物理的特性から、発電と消費は常に一致していることが求められる。電力システムの
計画と運用では、予期せぬ事象、機器の故障、通常の需要と供給の変動など、考えられるあ
らゆる運用条件の下で、すべてのシステム機器の技術的限界を考慮して、発電と消費のバラ
ンスを確保する必要がある。現時点では大量の電気を経済的に貯蔵できないため、この実施
は複雑なものになっている。
電力システムへの VRE の導入率の増加の難しさ（または容易さ）は、VRE 発電機の特性
と、それらを導入する電力システムの柔軟性という 2 つの主要な要因の相互作用によって決
まる。本書ではこれらについて順に議論する。

電源の特性
VRE 発電機は、大規模な火力発電所などの従来型の発電形態とは異なる 5 つの技術特性を持
つ。まず、すでに述べたように、最大出力がその時々の風や日射の利用可能量に応じて変動
する。第二に、これらの変動の予測は数日前までは一定の精度にとどまるが、数時間前にな
ると精度が大幅に改善される6。第三に、電力変換器技術を介して送配電網に接続される。こ
れは、発電機が事故停止した後などの、電力システムの安定性を確保する上で重要である7。
第四に、モジュール化され、より分散した形態で導入される。第五に、化石燃料とは異な
り、風や太陽光は輸送できず、最も良質な資源が得られる場所は多くの場合、需要の中心地
から離れている。これら一般的な類似点はあるが、風力と太陽光発電には多くの相違点もあ
る（表 1）。
VRE の電力システムへの統合の難易度は、他の多くの要因にも左右される。典型的な日々の
パターンや季節的なパターンに関し、電力需要と VRE 発電が正の相関関係を示すシステムで
は VRE の統合が容易であり（図 1）、VRE の導入促進には、電力システムの柔軟性が重要
な役割を果たす。
科学産業研究評議会（CSIR）8の分析（2016 年）によると、太陽光資源にも電力にも大きな
季節性のない南アフリカでは、太陽光・風力資源と電力需要との間に正の相関が見られる。
冬季の風力供給量の穏やかな増加は、その期間のわずかな負荷増加と正の相関があるが、風
力発電出力が一般に夕方や夜間に最大になり、太陽光発電出力を補完することのほうがより
重要である。
6

7
8

訳注：統計的には改善されるが、数時間前であっても電力システムの運用に重大な影響を持つ「大外れ」が
なくなるとは限らない場合が多いことに注意する必要がある。
訳注：本文で述べられるように、これは安定性を確保するのに適しているといっているわけではない。
訳注：南アフリカの機関（https://www.csir.co.za/）。
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表1

風力発電と太陽光発電の違いの概要9

発電所レベルでの変動性
Page | 16

集約時の変動
集約時の不確実性
ランプ
モジュール性
技術
設備利用率
キーポイント

風力発電
季節より短い時間スケールでは
多くはランダム・地域の条件に
よってはパターンが生じる場合
もある。
通常、大きな地理的ならし効果
の便益がある。
発電の形状やタイミングは
不明。
資源に依存する。多くの場合、
極端な現象は少ない。
コミュニティ規模およびそれ以
上。

太陽光発電
地球の動き（日、季節）に（雲、
霧、雪などの）変動が統計的に重
畳。
一旦「釣鐘型」に達すると、なら
し効果の便益は限定的。
既知の形状に対する未定の
低減率。
頻繁に発生し、概ね確定的、反復
的で、急峻。
住宅規模およびそれ以上。

非同期連系と機械的発電。

非同期連系と電子的発電10。

約 20 ％～50 ％。

約 10 ％〜25 ％。

風力発電と太陽光発電は、基本的な特性は類似しているが、重要な相違がある。

逆に、（VRE 発電と電力需要との）構造的な一致度が低い場合は、（VRE の）高い導入率
を達成することはより困難である。IEA の分析によると、デンマークの VRE 発電と電力需要
の相関関係は、それほど望ましいものではない。デンマークでは、風の季節特性により、需
要を賄う割合が非常に低い期間があり、逆に需要より VRE 発電が多い期間もある11。VRE
の発電特性と電力需要との一致が低い国では、VRE 電源の有効性を高めるため、将来の需要
の形を変えるか、または他の供給源（柔軟性を持つ発電、連系線およびエネルギー貯蔵）に
より需要を満たす必要性が大きい。

訳注：他の再生可能エネルギー発電と比較した太陽光発電と風力発電の最大の特徴は、より普遍的に利用可
能であることである。
10 訳注：electronic power generation の訳。
11 訳注：本文の後の記述にもあるように、デンマークは、多くの連系線で北欧とドイツの電力システムに連
系され、システム内の需給変動が北欧の水力や欧州全体の需給により吸収されることで、高い風力
の導入率を実現している。
9
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図1

南アフリカとデンマークの需要充足率12

各週における
時間数割合（％）

60%
50%

南アフリカ

40%
30%
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20%

デンマーク

10%
0%
<0.6

0.6-0.79

0.7-0.89

0.9-1.09

1.1-1.29

1.3-1.49

>1.5

需要充足率
注：需要充足率の記述については、IEA [2016a]の 54 ページのボックス 5.1 参照。

キーポイント
れる。

南アフリカでは自然条件により、デンマークより需要特性に合致した VRE 発電特性が得ら

電力システムの柔軟性
最も広義の解釈では、「電力システムの柔軟性」とは、費用対効果の良い方法で需要と供給の
バランスを維持するために、電力システムが発電と消費のパターンを適合できる度合いを意味
する。狭義では、「電力システムの柔軟性」とは、予測の有無によらず、変動に対し発電また
は需要を数分から数時間の範囲で増減できる程度を意味する。
柔軟性は、その原因にかかわらず、供給あるいは需要に急速かつ大きな変動が発生した時に、
サービスを継続的に維持する電力システムの能力を表し、上向きまたは下向きの変化に対して
利用可能なメガワット（MW）で測られる。
電力システムの柔軟性は、天然資源と歴史的発展に応じて、地域ごとに異なる。ある地域で
は、柔軟性は主に出力を急速に増減できる既設の水力発電所によって提供されているのに対し
て、隣の地域では主に、ガス火力電源と需要側管理の組み合わせにより柔軟性を維持している
という場合がある。
電力システムの用語では、柔軟性は、速やかに負荷を配分できる発電機をこれまで意味してき
た。しかし、需給調整は、しばしば言われることとは異なり、発電所だけを意味するわけでは
ない。既設の負荷配分可能な発電所は非常に重要であるが、将来の需給調整に使う可能性のあ
る他の資源としては、エネルギー貯蔵と需要側管理（またデマンドレスポンス）がある。隣接
する電力システム間の連系と送配電網インフラは、発電の変動をならし、遠隔地にある柔軟性
を持つ資源を接続することで、柔軟性を提供する。さらに、柔軟性にはいくつかの側面があ
る。1）短期間で発電を開始する、2）多様な発電レベルで運用する、3）発電レベル間を迅速
に移行する、といったことができれば、発電所の柔軟性は大きくなる。VRE 自体も柔軟性を提
供することができる。
電力部門以外の供給源もまた柔軟性に貢献することができる。実際、柔軟性の重要性が高まる
につれて、熱や運輸などの他のエネルギー部門とのより強い連携が生まれる可能性がある。例
えば、熱部門では、蓄熱システムとコージェネ13によって暖房と給湯を強化することで、変動
しやすい正味負荷への対応に貢献する可能性がある。電気自動車（EV）は、エネルギー貯蔵の
貴重な機会を提供し、ある時点では需要を賄っても余剰となる VRE 出力の効率的な使用を可
能にする。例えば、デンマークでは、コージェネ設備における電気ボイラーの使用が増加して
いる。これらのボイラーは比較的安価に設置でき、コージェネの柔軟性を大幅に向上させる。
システムに常時運転（熱生産の副産物としての電力生産）という制約を課すことなく、熱供給
のために電力を消費することができる。
12
13

訳注：demand coverage factor の訳
コージェネ (Co-generation)とは、熱電併給を指す。
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電力システムにおいて技術的に利用可能な柔軟性を持つ資源に加え、これらの運用方法が非常
に重要である。システム運用は、技術的に利用可能な柔軟性が必要な時に実際に利用できるよ
うに設計する必要がある。例えば、火力発電所を個別に検査すると14、電源の柔軟性を高める
多くの可能性が見つかる。運用手順も柔軟性の必要量に直接影響する可能性がある。例えば、
リアルタイムで需要と供給のバランスを取る地域（いわゆる制御区域）を拡大すると、全体と
しての変動が減少し、その結果システムの需給を能動的に調整する必要量が減少する。

VRE 統合の段階
付録 1 では、風力発電や太陽光発電に関して、特に VRE 導入の初期段階においてよく言わ
れる否定的な主張の一部が不正確である理由について説明している。では、VRE の統合には
どのような課題があるのか？
この質問に単純な答えはない。電力システムにまったく同じものはなく、各国の太陽資源や
風力資源も同じではない。そのため、特定の風力や太陽光の年間発電量などを特定レベルの
統合方策やそのコストに反映させるような単純なルールを導くことはできない。
本書では、VRE 統合の 4 つの段階を定義する。これらは、VRE 容量の導入率の増加が電力
システム運用に及ぼすインパクトによって区別される。一般化をすることで重要な違いを見
落とすことは避けられないが、導入初期で障壁とされることもある、電力システムへの統合
の対策の優先順位付けに有用な枠組みを提供する。
VRE 発電の導入率によってシステムがどの段階に入るかは、多くの条件によって異なる（ボ
ックス 1）
。
ボックス１

統合の課題の大きさを決定する電力システムの主な特徴

主な構造的、技術的要因


VRE の地理的、技術的広がり：多様性が増加すれば、課題は減少する。



規模（MW 需要）：電力システムの規模が拡大すれば、課題は減少する。



需要と供給の一致（季節的および日次）：一致度が高ければ、課題は減少する。



発電所の柔軟性（火力、水力、その他の負荷配分可能な再生可能エネルギー電源）：起動
時間が短く、最低出力が低く、負荷変化（出力の変化）速度が速いほど、課題は減少す
る。



系統間連系、エネルギー貯蔵、デマンドレスポンス：それぞれの利用が多くなれば、統合
はより管理できるようになる。

システム運用、市場設計、規制


システム運用：発電所や連系線の運用の意思決定を、よりリアルタイムの運用に近い時点
で行う。



市場設計：短期市場での電力取引を促進する。



系統連系規程（グリッドコード）：VRE 発電所にシステムサービス15を求めることで、統
合の課題は少なくなる（これらの要件は、VRE 発電所に対する追加コストとのバランスを
取る必要がある）。

需給の基礎



14
15

電力需要の進化：需要が増加すれば、既設の発電を廃止することなく VRE 投資の機会を創
出する。将来の需要は（ある程度）供給に適合するように形成できる。

訳注：independent audit の訳。
訳注：アンシラリーサービスともいう。
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第一段階は極めて単純である：VRE が電力システムに顕著な影響を与えない段階である。風
力や太陽光発電が大規模システム内に設置されている場合、出力や変動性は認識されるほど
大きくない。
第二段階では、VRE の影響は認識されるが、運用方法を一部改善することで、極めて簡単に
VRE 発電を統合することができる。例えば、VRE 出力の予測システムを確立することで、
柔軟な運転が可能になった発電所は、VRE（および需要）の変動を効率的に調整することが
できる。
第三段階では、初めて重大な課題が発生する。要約すると、VRE 出力変動の影響は、システ
ム全体の運用にも他の発電所にも及ぶ。この時点では、電力システムの柔軟性が重要にな
る。
ここで述べる柔軟性は、需給調整における不確実性と変動性の増加に対応する電力システム
の能力に関連する。今日、これに対応する 2 つの主な資源は、負荷配分可能な発電所と送電
網である。一部の電力システムでは、既設の揚水発電が貢献することもある。今後は、新し
いエネルギー貯蔵技術や大規模な DSR (Demand-side Resource：需要側資源)などの革新的
な技術が、効果的に柔軟性を提供する。
第四段階では新たな課題が顕在化する。これらは本質的に非常に技術的であり、柔軟性とは
異なり直感的な理解が難しい、電力システムの安定性に関する課題である。簡単に言えば、
電力システムの安定性は、極めて短時間の外乱に耐える能力を意味する。例えば、大規模な
火力発電機が事故停止した場合でも、安定な電力システムでは、本来の運用設定からの変動
はわずかである。これに対して、安定性の低いシステムでは、大容量のユニットが失われる
と、数秒あるいはそれ以下の時間で電源の安定供給を損なうような多数の重要なインパクト
が発生する。
システムの安定性が VRE 統合上の問題となる時点は、システムにより異なり、何十年も前に
行われた技術的な決定に左右されることもある。したがって、安定性の問題が発生する時期
を判断する簡単な方法はない。
電力システムは、ある段階から次の段階に明確に移行するものではない。段階は概念的なも
のであり、単純に対策の優先順位の決定のためである。例えば、柔軟性に関する問題は、完
全に第三段階に移行する前に、第二段階で徐々に出現する。同様に、システムの安定性に関
するいくつかの問題は、第三段階で既に顕在化しているはずである。
それぞれの段階の説明には、各国で発生した複数の事例の検証が有用である（図 2）。「ど
の程度の VRE 導入率で統合の問題が発生するか」という質問が多いが、この質問を一般化す
ることはできない。例えば、導入の第二段階にある国の VRE 導入率は 3 ％から 13 ％まで
に及ぶ。
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図2

各国の年間 VRE 発電電力量シェアと統合段階との対応（2016 年）
IE
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出典：Adapted from IEA (2017a), Renewable 2017

キーポイント
表2

各導入段階の VRE 導入率は様々で、次の段階に入る特定の境界点はない。

VRE 統合の 4 段階

システムの観
点からの特徴

16

第一段階
VRE 発電はシス
テムレベルでは
重要ではない

既設発電機へ
のインパクト

負荷と正味負荷
の差は感知され
ない

送配電網への
インパクト

インパクトがあ
るとしても連系
点近傍の限られ
た送配電網への
影響

課題の主要因

送配電網内の局
所的条件

属性（段階の進捗状況に応じて増す）
第二段階
第三段階
VRE 発電はシス 需給バランスの
テム運用者に感
大幅な変動のた
知されるように
め、柔軟性が重
なる
要になる
不確実性と正味
負荷の変動性は
重大ではない
が、VRE が対応
するため既設発
電機の運転パタ
ーンに小さな変
化がある
局所的な送配電
網に影響を与
え、送電網全般
で潮流が変化
し、混雑が発生
する可能性があ
る
需要と VRE 出力
の一致

正味負荷の変動
はより大きくな
る。運用パター
ンに大きな変化
があり、連続運
転する発電所が
減少する
様々な場所の気
象条件により送
電網全体で潮流
パターンが大幅
に変化し、送電
網と配電網の間
で双方向の潮流
が増加する
柔軟性を持つ資
源の可用性

第四段階
安定性が問題と
なる。VRE 出力
は、ある時間帯
では需要と同程
度となる
24 時間稼働する
発電所はなく、
すべての発電所
が VRE に対応す
べく出力を調整
する16

送配電網全般で
の増強と、外乱
からの回復能力
の強化が必要

外乱に耐えるシ
ステムの強靭さ

訳注：風力発電あるいは太陽光発電に対して調整用の火力発電所を意識した表現であり、どの発電所がど
のような運用をするかは、本来、電源構成などシステム全体の経済性、安定供給などを考慮して市
場、システム運用者が決める。
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他方、2 つの国で VRE 導入率が同じであっても、導入段階が異なることがある。最大の要因
は VRE 出力と電力需要との時間的な一致度である。一致度が良好であれば、統合上の追加課
題なく（すなわち次の段階に入ることなく）
、高い VRE 導入率に容易に到達することができ
る。
この単純な分類の利点は、起こりうる統合上の課題を分割できることである。本書では、発
生する統合上の課題へ実際的な対応を推奨する枠組みとしてこれらを用いる。どの段階に該
当するかの判定は読者の判断である。

第一段階 － すべてのシステムレベルで VRE は目立たない
当初、VRE の変動性は電力需要全体の変動に対して小さく、このような状況が 4 段階のうち
の第一段階の定義である。システム運用者は、VRE 電源が存在しない状況との差を感知でき
る状態ではないため、VRE 発電所の運用を気に掛ける必要はない。最初の VRE 電源のイン
パクトは、（追加された VRE 容量がシステム自体の容量と比べて大きい場合を除き）単に感
知されないということであり、多くのシステム運用者がこれを経験している。インパクトは
あるとしても局所的で、連系点またはその近傍に限られる。
しかし、これは VRE 電源を無視してよいと言っているわけではない。開発者が送配電網に連
系できる場所を十分に把握していること、そして新しい電源設備が実際に接続できる現地の
条件が整っていることが重要である。connection standard、grid connection code、あるいは
単に grid code17と呼ばれる、初期の VRE 発電所の機能に関する技術基準にも細心の注意を
払う必要がある。これらの技術基準はすべての種類の発電所に必要であるが、VRE 設備では
さらにいくつかの基準の検討が必要になることがある。
現時点で VRE 導入の第一段階と考えられる国としては、インドネシア、南アフリカ、メキシ
コなどが挙げられる。

第二段階 － VRE の存在が感知される
VRE 設備のシステムへの導入率が大きくなり、その出力がシステム運用において感知される
のが第二段階の始まりである。VRE 発電を特別に計測しなければ、この変化により、電力需
要は期待する値より低くなる（VRE 発電により需要の一部が賄われているため）
。この低減
された需要は「正味需要」
（あるいは「正味負荷」
）と呼ばれる。正味需要は電力需要から
VRE 出力を差し引いたものである。
この時点では、包括的な枠組みを開発する視点に立って系統連系規程を検討することが重要
になる。その目的は、第一に、費用がかかる将来の設備改善を不要にするため、新しく建設
される電源が耐用期間中、必要に応じて果たすべき機能を確保することである。
第二に、特に導入が急速に進む地域では、送配電網の混雑の最初の発生に対する管理が必要
な場合がある。
第三に、VRE 以外の発電所における最小コストの運用計画と負荷配分には、VRE の発電を
考慮する必要がある。この段階では、VRE 設備の可視性がより重要になるため、再生可能エ
ネルギー出力予測システムを確立することが推奨される。予測システムがなくても、電力シ
ステムの信頼性がある運用は可能だが、費用がかかるという点に留意が必要である。
現在、VRE 導入の第二段階にある国としては、チリ、カナダ、ブラジル、インド、ニュージ
ーランド、オーストラリア、オランダ、スウェーデン、オーストリア、ベルギーが挙げられ
る。

17

訳注：本書ではこの技術基準を我が国の呼称に準じて「系統連系規程」と呼ぶ。
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第三段階 － 柔軟性が重要になる
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VRE の導入が継続に伴い、電力供給の不確実性と変動性が極めて高くなり、特に週末18に正
味負荷の低い時間帯が見られるようになる。この状況では、（既存の）負荷配分可能な発電
所のより動的な運用が必要で、同時に VRE 発電の出力予測が電力システムの効率的な運用に
必須となる。さらに、新しい運用条件が過去とは大きく異なる可能性があるため、発電所の
柔軟性の見直しが必要な場合がある。送配電網上の潮流（電気の流れ）は、気象の変化に伴
いより大きく変動し、（太陽光発電が支配的な地域では）昼夜で大きく異なるなど、より変
化しやすくなる。
多数の小型 VRE 設備が集中した場所では、中・低圧配電網から送電網への「逆潮流」がより
一般的になる。これに対処するためには、送電網運用者（TSO: Transmission System
Operator）と配電網運用者（DSO: Distribution System Operator）の緊密な連携が重要であ
る。
この段階では、隣接する複数の電力システムまたは制御区域の運用を可能な範囲で統合する
ことに大きな価値がある。これにより、VRE 出力を集約し平滑化する領域を拡大すること
で、運転予備力の共有（そしてその結果全体としての必要量の削減）が可能になる。
VRE 導入の第三段階にある国としては、イタリア、イギリス、ギリシャ、スペイン、ポルト
ガル、ドイツが挙げられる。

第四段階 － 電力システムの安定性が課題となる
第四段階では、状況により VRE 出力が電力需要のほとんどまたはすべてを賄うようになる。
一般に、週末など需要が少ない期間に VRE 出力が最大になると、このような状況が発生す
る。温帯の国々では、風力発電と太陽光発電の両方が高出力となる春季にこのような状況が
発生する。流れ込み式水力が変動出力を増加させる場合もある。
この段階では、新しい問題が顕在化する。これらは本質的に、システム障害直後に安定運用
を維持する電力システムの能力（安定性）に関係する。この段階での様々な課題の中で、同
期慣性の問題が最近注目されている。慣性とは、大規模な火力発電所の発電機が持つ回転質
量に蓄えられた運動エネルギーを意味する。この回転質量は、短期的なエネルギー貯蔵の役
割を果たす。発電出力が不足すると、発電機側ではこれが回転に抗する力として働く。電力
システムの発電所の合計の慣性はこの力に抗して作用し19、送配電網の安定性を維持する。
この挙動は物理法則の直接的な結果であり、いかなる介入も不要であることに注意すること
が重要である。電力システムにおいて従来型（同期式）発電機の数が減ることは、この慣性
が少なくなることを意味するため、システムの安定性を維持するための代替手段を検討する
必要がある。これが、システム統合の第四段階での主な対策である。
この段階では、VRE 電源が送配電網に対する「基本的信頼性サービス」20をすべて提供する
方向に向かうことが必要で、これにより、（単一の制御区域ではなく）同期している送配電
網全域において 100 ％近くの電力需要を賄うことができる。
現時点で VRE 導入の第四段階にある国としては、アイルランドとデンマーク21が挙げられ
る。

18
19
20

21

訳注：週末に限らず、元需要が小さい時間帯、期間。
訳注：これにより周波数の変動が抑制される。
訳注：Essential reliability service の訳。従来アンシラリーサービスと呼ばれる送配電網の安定運用を維持
するための様々な資源による基本的なシステムサービスである。
訳注：VRE の導入段階という技術的な側面を国という技術的ではない括りで議論することについては、一
部齟齬が生ずる可能性がある。
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第四段階を越えて
本書では VRE 導入の 4 つの段階についてのみ述べるが、第四段階を超えた VRE 導入の可能
性もある。完全を期すために、第五および第六段階の主な特徴を簡単に説明する。第五段階
では、VRE 発電出力に構造的な余剰が発生する。この余剰電力を放置すると、VRE 出力の
大規模な抑制となり、導入拡大の障害となる。この時点では、さらなる VRE の導入には、他
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の最終エネルギー需要の電化を必要とする可能性が高い。熱や運輸が有望な選択肢である。
第六段階は、VRE 供給と電力需要の季節的な不均衡に起因する、構造的なエネルギー不足期
間が発生することが特徴である。時折発生する数日/数週間の供給不足（風の長期の「凪」な
ど）が長引き、その対応として、短期的には柔軟性の高い資源である需要側の反応や電力貯
蔵の能力を超えると考えられる。VRE が電力システムの主たる供給源となる場合、最終的に
は、合成天然ガスや水素など、費用対効果が高く大量に貯蔵できる化学物質への電力の変換
が必要となる可能性が高い。
緯度はここで重要な意味を持つ。低緯度の地域では、需要や太陽光発電出力に季節性がほと
んどなく、季節間貯蔵の必要がない。これに対し、高緯度の地域では、風力発電と太陽光発
電が相補的に働くことで、それぞれの季節的な変化に対応することが可能である（図 21）。
しかし、高緯度地域では、暖房の電化により冬のピーク需要が夏のピークの数倍になり、季
節間の貯蔵の必要性が大きくなる可能性がある（DECC, 2012）。

VRE 導入段階のまとめ
各段階を要約すると、大規模電力システムの一部がその他の部分より先行して次の段階に入
る可能性があることに注意することが重要である。よくある事例として、送配電網内に複数
の小区域が存在し、連系線により主送配電網に接続されている場合がある。オーストラリア
の「全国電力市場（NEM）」の 5 つの地域のうちの１つである南オーストラリアがその例で
ある。
また、電力需要と VRE 出力のタイミングの相関関係、地理的な集約による平滑化、電力シス
テムの規模と連系性、および運用者の VRE 出力の予測能力はすべて、一定程度、新しい導入
段階に入る時期に関係することも重要である。
VRE の効率的な送配電網への統合では、各導入段階に対し適切かつ相応しい対策が行われ
る。あるシステムでは、既存の資産により対応することができるが、追加のインフラ投資が
必要なシステムもある。どちらの場合も、VRE 導入率の増加に対して対策が遅れると、長期
的にはコストが上昇し、電力システムの安定供給が脅かされる可能性がある。逆に、過度に
高い要件を設定すると、コストが増加し、VRE の導入が遅れる可能性がある。
電力の安定供給にとって重要な対策と、電力システムの費用対効果を高めるために必要な対
策を区別することは有用である。例えば、第二段階になると、システム運用者が VRE 発電の
うち必要な量を抑制できることが不可欠であり、そうでなければ、安定供給が脅かされる可
能性がある。これに対し、効果的な出力予測システムがないと、システム運用者は他の発電
機をより多く起動して風力発電を過度に抑制することで、コストを押し上げる可能性があ
る。供給の安定性確保のために重要な対策を、以下に挙げる。

戦略と計画: システム統合の成功の基本
本書では、VRE のシステム統合に関連する一連の問題、特にその中でも初期段階で遭遇する
諸問題に焦点を当てる。しかし、統合自体はより広範で長期的なエネルギー戦略の一部であ
る。発電設備の容量と種類、および時間の経過に従って導入される送配電網やエネルギー貯
蔵技術など他のシステム資産に関する明確で一貫したビジョンを持つことが不可欠である。
包括的で長期的なエネルギー戦略の視点は、市場参加者やシステム運用者が変化を予見する
際に役立ち、VRE のシステム統合を安定かつ最小限のコストで行うことができる。
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このような戦略を開発する上での基本は、当該地域で利用可能な風力と太陽資源を理解する
ことである。資源データは、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）が公開している
「Global Atlas for Renewable Energy (再生可能エネルギーのためのグローバル・アトラス)」
をはじめ、多くの機関から入手することができる。これらは、どこの資源が最良かについて
およそ把握できるという意味で、エネルギー計画には十分すぎる詳細情報を含んでいる（但
し、個々のプロジェクトの開発には十分ではない）。この地図に既設の送配電網の地図を重
ねることで、新規の開発や設備増強に最も価値がありそうな場所を示すことができる。
VRE 導入目標が全体的な政策戦略の一部となった場合、効率的かつ効果的なシステム統合を
実現するためには、他のエネルギーシステムの開発と協調した検討を行うことが重要であ
る。政策立案者は、「どのようにして、この方策を既設の（従来の）電力システム開発のニ
ーズに組み込むか、または切り離すか」と自問するかもしれない。早期導入国は時としてこ
のような複合的な手法を取るのに失敗してきた。例えば、スペイン、ドイツ、イタリアなど
欧州の早期導入国はほぼ間違いなく、VRE の導入が他の発電設備の運用形態に与える影響を
十分に予測していなかった。
本書で説明する 4 段階の取り組みは、最も円滑かつ費用対効果の高い VRE 導入を実現すべ
く、多様なエネルギー計画に組み込む必要がある。特に、これは第二段階において VRE の悪
影響を緩和する対策にあてはまり、VRE 技術（風力/太陽光）の正しい構成の選択と、設置
場所（分散/集中設置、需要地から遠い/近い）と接続電圧（分散型/集中型）という 2 点によ
る戦略的な立地が対策の中心となる。
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第一段階：VRE 電源は全システムレベルでは影響
しない
第一段階は、風力発電所や太陽光発電所の導入初期段階である。この段階では VRE 発電所の
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総容量が、電力需要の例えば 2〜3 ％以上を占めることはない。このレベルの導入では、
VRE の出力と需要が相関していなくても、出力が非常に小さいため、電力システムの運用に
は影響せず（図 3）、単なる負の負荷22と考えることができる。言い換えれば、第一段階の
VRE 発電所は、需給バランスを確実に維持するためのシステム運用者の主なタスクや既存の
発電所の運用には加味されない（表 2）23。
図3

需要量と VRE 発電量の関係（イタリア, 2010 年 4 月 13 日）
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出典：Adapted from Terna (2017a), Ex post data on the actual generation

キーポイント 風力発電出力と需要が無相関であっても、第一段階ではシステムの運用に影響を及ぼさな
い。

図4

第一段階における課題と対策の概要

適切な技術的系統接続
ルールが存在するか?

特定のサイトのVREを送配電網に
接続できるか?

現地送配電網
問題への解決

接続ルールの確立

最初の風力発電と太陽光発電の統合の成功
問題

対処

結果

有り

無し

対処済み

キーポイント 第一段階のタスクは、最初の発電所を系統に接続するための実行可能な解決策を見つけるこ
とに重点を置いている。

22

23

ここでは、負の負荷は、VRE 発電所を管理できない負荷として扱うことができる、すなわち、出力のスケ
ジューリングや詳細な監視は必要がないということを指す。
多くの場合、例外があることは、規則があるということを証明する。ハワイ、ホンジュラス、Tucson 電力
が運用する Springerville 太陽光発電所を含めて、個々の VRE 発電所が問題を起こした例がある。
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個々の発電所の規模にかかわらず、発電所の影響は接続地点に近い地域でしか検出できない
可能性が高い。つまり、システム統合の課題（したがって統合戦略も）は、発電所周辺に限
られる。
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この段階で対処すべき主な課題が 2 つある。第一に、送配電網の「接続可能容量」（新規発
電所からの発電を送電網が受容できるかどうか）を評価する必要がある。例えば、大規模な
風力発電所が送電網内の遠隔地に接続される場合、その地域の送電網を目的に適合させるた
めに解決すべき技術的問題が数多く存在する可能性がある。第二に、VRE 発電所が運用開始
前に準拠すべき、適切な一連の技術的要件を確立する必要がある（図 4）。
ボックス 2

風力発電と太陽エネルギー発電の導入

VRE 導入の初期段階で最初に明らかにすべき事項は、「VRE の導入先」と「プロジェクト開発者に
よるサイトデータの利用可能性」である。このサイトデータは、利用可能な再生可能エネルギー資
源、電力の需要と供給、技術コスト、既存の電力インフラのデータなどである。VRE 導入を促進す
るためには、これらのデータが公開されていることが重要である。
風力発電や太陽エネルギー発電プロジェクト候補が特定されると、導入を進めるために満たすべき
主要な条件が 5 つある。読者は、以下に挙げる点すべてが系統統合の課題に厳密に関連しているわ
けではないことに注意してほしい。しかしながら、プロジェクト開発者が VRE 導入の初期段階で直
面する懸念と密接に関連した問題を説明するためのものもある。
送配電網接続：送配電網への接続の許可を得ることは、電力を送配電網に供給するための前提条件
である。
認可：新しい VRE 発電所は、適切な場所に立地し、建設の認可が下りて初めて建設することができ
る。サイト選択のための情報の入手と認可の手続きの合理化は、プロジェクト開発を促進するため
に重要である。この条件は第一段階で特に重要である。
地域に適合した技術と人材の可用性：各国固有の条件下において、VRE のための技術と適切な規格
の可用性は、送配電網への統合の観点から重要である。また、機器の故障やコストの超過を避け、
設備の正常な設置を保証するために、プロジェクトの様々な段階で熟練した作業員を確保する必要
がある。ボックス 3 では、技術規格の内容とそれが重要となる理由を説明する。
買取契約の締結：プロジェクト開発者は、発電電力に対する報酬を受けるために「オフテイカー
（引き取り手）」と契約を結ぶ必要がある。通常、電力購入契約（PPA: Power Purchase
Agreement）の形式を取り、最低限電力の価格と量を規定する必要がある。
資金調達：プロジェクトの推進には、開発および建設段階において十分な資金調達が不可欠であ
る。
上記すべてが VRE 導入のために必須となる成功要因であるが、本書ではシステム統合に関連する場
合についてのみ述べる。
出典： IEA (2015a), Energy Technology Perspectives 2015

特定サイトの VRE に対する送配電網容量は十分か？
VRE の導入を開始するに当たっては、一連の条件を満たす必要があり（ボックス 1）、以下
はこれに該当すると想定して議論を進める。この時点で、最初の VRE 発電所は送配電網に接
続する必要がある。そのためには、接続申請を作成し、送配電網の増強要件を決定し、後者
のコストを賄う一連の機能プロセスが必要である。
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利用可能な送配電網容量の決定
VRE 発電所が現地の電力供給の品質と信頼性に悪影響を及ぼさないようにするには、現場周
辺の送配電網の状況評価が不可欠である。原則的には、新しい VRE 発電所による周辺の送配
電網への技術的影響を決定することは、単に電気工学的な問題である。しかしながら、実際
には多くの複雑な問題が生じることがある。例えば、VRE 発電所が中圧あるいは低圧の配電
網に接続される場合、慣習となっているという理由以外で新設する発電所の接続だけを対象
とした検討を行うという実施はないと考えられる。
新しい発電所を確実に接続して運用するためには、（エリア内の送配電網上の負荷と比較し
た）発電所の規模と系統の一般的な品質によっては、いくつかの問題に取り組む必要があ
る。それにもかかわらず、多くの場合、小規模な VRE 発電所は問題なく簡単に既存の系統に
接続できる。
配電網（低圧）は様々であり、多くの場合、配電網への接続可能容量に関する一般的なルー
ルをあてはめるのは不適切である。例えば、カリフォルニア州では、所与の配電フィーダが
受け入れ可能な太陽光発電量の上限は、当初年間ピーク需要量の 15 ％に設定されていた
が、多くの場合、実際にどれだけ可能であるかを示したものではなかった。その後、この一
律に適用した上限は、利害関係者がそれぞれのフィーダ（配電線）への接続可能容量を確認
できるオンラインポータルを利用した、粒度の高い手法に替わった。ハワイでも同様の手法
の改善により、過去数年間の日中の最低負荷の 250 ％に達する太陽光発電の導入が可能にな
った。
このような進歩は、一部地域で配電網が、接続可能容量の実証的な評価に移行することに反
映されている。米国では、米国電力中央研究所（EPRI）がサンディア国立研究所および国立
再生可能エネルギー研究所（NREL）と連携して、この取り組みを推進している。実証的手
法では、（VRE 電源までの）配電変電所からの距離および高度な機能を備えたインバータ、
フィーダの再構成、太陽光発電の力率設定など緩和技術の使用といった、様々な要因を考慮
する（NREL, 2016a）。
大規模な風力発電所や太陽光発電所は、高圧レベルに直接接続される傾向がある。ここでは
ほとんどの場合、局所的な送配電網への影響および緩和策の必要性を詳細に判断する仕組み
が整っている。これは、新しい発電所に適用する一連の技術的な運用パラメータに関する同
意によることが多い。
送配電会社がこれらの分析を実施する能力を有する場合もあるが、発電または送配電設備の
所有に関して利害関係の無い、中立的な機関が実施/検証することが好ましいと考えられる。
これにより、プロジェクト開発者や送配電会社の視点による偏った見方が発生する可能性が
回避される。標準的なソフトウェアパッケージを使用してそのようなサービスを提供する実
力のあるエンジニアリング会社は多数存在する。分析を実施することになった企業は、送配
電網と VRE 発電所に関する必要な情報を入手するため、送配電会社やプロジェクト開発者と
協力する必要がある。

想定される増強要件の管理
第一段階では、最初の少数の VRE プロジェクトの接続に対応するために、送配電網を増強す
る必要はほとんどない。（めったにないが）問題が発生した場合、新しい送配電設備に対し
て、費用対効果が大きい代替案が存在する可能性があることは重要である。選択肢には、送
電システム容量と効率の改善、すなわち FACTS（Flexible AC Transmission Systems）機器
などの追加の送電システム機器によりシステムの制御性を向上させることや、特別な保護方
式などが含まれる。これらの選択肢は VRE 導入の第二段階に関連しており、次章で詳しく述
べる。
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導入にあたり特に大きなコストが発生する場合がある。それは、VRE 発電所が高品質の風力
/太陽エネルギー資源を有する地域にあるが、遠隔地であるために送電網への接続に長距離送
電線が必要な場合である。
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また、その豊富な資源を利用したい開発者が複数おり、それぞれが変電所へ独自に接続線を
建設した場合、「ギターの弦」のような構成、すなわち不必要な送電線の重複が生じる可能
性がある。あるいは、自費で接続線を建設する開発者がいる一方、便乗する開発者もいる、
いわゆる「動いた者の負け」という状況も考えられる。
この問題が解決されない場合、VRE 開発が完全に停滞する可能性がある。あるいは、自社製
の「ギターの弦」を接続する費用を負担できない小規模開発者が締め出され、大規模プロジ
ェクトだけが残るということも考えられる。
近年は、1）開発者がコストを分担し（その場合、分担方法の設定はさらに複雑である）、送
配電線の運用を独立した ISO / DSO に完全に移行する、あるいは、2）国費で接続費用を賄
い、その費用は電力消費者または納税者から公平に回収する、という 2 つの解決策が採用さ
れている。

適切な系統連系の技術要件があるか？
VRE 発電所が現地の電力供給品質と信頼性に悪影響を及ぼさないためには、適切な系統連系
の技術要件が不可欠である。
現代の風力発電所および太陽光発電所はすべて、その運用がソフトウェアプログラムによっ
て制御される点で、従来の発電所とは異なる。これは、システムの安定した運用を保証する
チャンスであり、同時に難しさでもある。チャンスは、送配電線上の障害などに対し、VRE
発電所からの広範な対応を設定できる機能にある。難しさは、他の設備所有者のコストを過
度に増やすことなく、特定のシステムニーズに適合する望ましい技術要件をすべて列挙する
ことは簡単な作業ではないということである。適切なトレードオフを見つけることは系統連
系規程24の重要な役割であり、VRE の導入が進むにつれますます重要になっている。系統連
系規程については、付録 2 で詳細に検討する。
しかし、開発の開始段階においては、シンプルであることが一番である。送配電網における
最初の VRE 発電所の導入が、通常の系統連系規程の開発に伴う、複雑で利害関係者を重視し
たプロセスによって遅れてはならない。そうではなく、システム運用者の「必須」要件（付
録 2 に示されている）を満たす風力発電所および太陽エネルギー発電所の最新の機能を要求
することで十分である。
また、系統連系規程の開発プロセスを直ちに開始し、必要なときに包括的な規則が参照でき
るようすることも推奨される。

24

訳注：系統連規定については、本書「VRE 発電所に適した運用要件の必要性」の「ネットワークコード の
役割と VRE 発電所」を参照のこと。
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ボックス 3

VRE の技術規格

VRE の効果的な導入は、技術品質の保証から始まる。国際的に認められた規格は、すべての主要な
構成機器に適用される。最先端技術の最新版は必要なくても、品質は重要である。例えば、最初の
VRE 発電所を導入する段階の市場では、高性能な風力タービンモデルモデルやインバータモデルが
必ずしも適切ではない。
開発者や政策立案者は、提供される機器が対象地域の条件（湿度条件、風力発電機のハブ高さ、太
陽光発電の洗浄装置など）に適することで満足すべきである。すべての関係者が、投入した資本に
対して最大のエネルギーが得られていることを確信できるよう、最初の経験は前向きなものである
ことが重要である。
機器が不適切な場合、発電性能に重大な影響を及ぼすことがある。例えば、ブラジルの風力発電導
入の初期段階では、欧州製と米国製の機器が使用されていた。これらは製造国の気候条件に合うよ
うに設計されていたが、ブラジルのような温暖で湿度が高く、場合によっては塩分を含む強風が吹
く気候においては、機械に問題があった。不適切な運用保守（O＆M）スキルなど、他の要因の影響
は不明であるが、ブラジルのシステム運用者は、2014 年までに風力発電機の 13 ％が基準以下の性
能であると指摘している。
規格は、発電所の構成機器の品質と互換性を確保するために市場で一般的に使用されるが、政策決
定を支援するために使用されることもある。規格には、国際電気標準会議（IEC）および国際標準化
機構（ISO）によるものなどがあり、風力発電機の強風への耐久性や系統連系規程の要件に適合する
高品質な出力の提供など、技術問題の解決策に関する国際的な合意を表している。
このような規格は、購入者が期待したものを得ることは保証するが、発電所から送電された電力が
送配電網を支える適切な品質であることを保証する必要があるというシステム運用者のニーズを満
たしていない。これは、系統連系規程の領域であり、付録 2 で詳しく述べる。
出典： Spatuzza (2015), Brazilian wind’s big problem
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第二段階：VRE 電源がシステム運用者から認識さ
れる
電力システム内で風力発電所と太陽エネルギー発電所の数が増加すると、それらの出力は電
力需給の調整に、よりシステム的な影響を持ち始める。この影響を正しく把握するために
は、正味需要（または正味負荷）の概念が重要である。

正味負荷とは何か？
風力および太陽光発電の出力は、各時点で利用できる風速や日射量によって制約される。さ
らに、一旦建設されると、燃料費がかからないため、これらの発電所からの発電コストは非
常に低く、場合によってはゼロに近い。これら 2 つの理由から、VRE から入手可能な電気を
優先的に使用することは、一般的に最も経済的である25。これは、VRE 出力を考慮した後の
残った需要を満たすために、電力システム上の他の資源（主に負荷配分可能な発電所だが、
貯蔵、デマンドレスポンス、連系線も含む）が必要になることを意味する。「正味負荷（net
load）26」は、単純に電力需要から VRE 出力を差し引くことで求められる（図 5）。
図5

需要と VRE 発電、正味需要の関係（イタリア、 2016 年 4 月 13 日）
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出典：Adapted from Terna (2017a), Ex post data on the actual generation

キーポイント

正味需要は、電力需要から VRE 出力を差し引くことにより得られる。

第一段階は、元の負荷と正味負荷の間に大きな差がない状況であり、第二段階への移行は、
正味負荷の曲線の構造変化によって示される。この時点で、（総負荷と比較して）正味負荷
の不確実性と変動性が大幅に増加するという考えもあるが、多くの場合、この増加は驚くほ
ど小さい。
例えば、多くの電力システムは日中に電力需要が増加するため、太陽光発電出力はこの曲線
とよく一致する傾向があり、全体的に正味負荷の変動は少なくなる。風力発電に関しては、

25

26

訳注：第一段階ではこの表現は正しい。しかし、導入量が増加し、残余需要が負になりエネルギー貯蔵がな
い場合など、燃料費がかからなくとも PV あるいは風力発電の出力抑制が必要となる。さらに、あ
る時点で PV あるいは風力の出力が大きいがその前後で低下し、火力の起動・停止が必要でそのた
めに一定の費用がかかるような場合には、当該時間コマで PV あるいは風力の出力抑制することで
全体の費用はより少なくなる。このように、ある条件下では、PV や風力の出力を抑制することで運
用費を下げることができるパターンは多数存在し、
「燃料費かがかからないので優先的に使用する」
ということは常の原則ではない。
訳注：残余需要/負荷（residual demand/load）、正味需要（net demand）とも呼ばれる。
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発電出力はしばしば非常に変わりやすい天候次第であるが、変動性や不確実性の影響は、負
荷による影響と比べて、一般的に小さいことが多い。
次の章で簡単に紹介するように、第二段階は需給調整が構造的により困難になるまで続く。
一方、第二段階では、従来の電力システム運用方法の段階的な改善が、再生可能エネルギー
の統合に十分である場合が非常に多い。
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システム統合達成のための新しい優先事項
新しい発電所の接続が現地の送配電網の環境に悪影響を及ぼさないこと、および VRE 発電所
が最新の技術基準を満たすことを保証するという第一段階の優先事項は、第二段階でも継続
される。
新たな優先事項も発生し、これらはすべて VRE 発電が電力システムにより幅広く影響を与え
始めているという事実に関連する。これらは送配電網と、（既存）発電所群への影響という
2 種類に分けられる。最後に、第三の一連の新たな優先事項は、VRE の導入方法、つまり送
配電網への悪影響の緩和に関連する（図 6）。
図6

第二段階における新たな課題と対策の概要
系統連携規定は
適切か?

発電所の可視性と制御性
を保証し、VRE予測システ
ムを実装する。

関係者と共に規定を開発
または改善する。

VREはシステムと
協調して導入されて
いるか?

送配電網は
まだVRE導入に
十分か?

VREはシステム運用
に反映されているか?

運用戦略を改善し、
送配電網の拡張を
検討する。

VRE導入場所と技術の
組み合わせを管理する。

風力および太陽光発電所の割合が増える。
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結果
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第二段階では、VRE 導入の影響が現れる。

系統連系規程27は適切か？
第一段階から、系統連系のための適切なルールは不可欠である。第二段階では、VRE 発電所
の影響がシステム上で増加するため、系統連系規程の制定についてより体系的な取り組みが
必要である。この取り組みには、VRE 発電所の技術的能力に対する適切な要件を特定し、実
際に遵守されるための仕組みを組み込むことが含まれる。この点は極めて重要であるため、
付録 2 で詳細を述べる。国際再生可能エネルギー機関の最近の報告書では、より詳細な内容
が述べられている（IRENA, 2016）。
第二段階以降において VRE を高い信頼性を維持して統合するためには、適切な系統連系規程
の確立が必須であり、そうでなければ電力システムの信頼性を損なう可能性がある。

27

訳注：系統連規定については、本書「VRE 発電所に適した運用要件の必要性」の「ネットワークコード の
役割と VRE 発電所」を参照のこと。
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VRE 発電出力はシステム運用に反映されているか？
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第二段階では、VRE 発電所の出力が正味負荷の形状を変化させ、その出力は需要を満たすた
めに必要な VRE 以外の発電所の発電量に様々な影響を与える。継続的に安定かつ経済的なシ
ステム運用を確実にするために、システムの日々の運用における VRE の変動を反映できる効
果的な業務手順の必要性が高まる。
システム運用者が VRE 技術に慣れることが第一の目的であり、これにより VRE 出力を不必
要に抑制する傾向が低減される。システム運用者は従来型の火力および、恐らく水力発電所
に慣れている可能性が高い。ほとんどの従来型発電所は負荷配分が可能である。つまり、燃
料供給、運転リードタイムおよび不測の事故だけを考慮すれば、必要な時に必要な分だけ出
力を増減することができる。したがって、システム運用者が風力発電所と太陽光発電所から
の電力供給の変動性および不確実性対し不安を抱くことになる。
周知のシステム運用の原則として、管理を堅実に行うためには、システムの現在および将来
の状態を評価し（可視性）、この情報に対応する適切なツールを持つ（可制御性）ことが必
要である。実際、これらを実現するためには発電所の負荷配分に関して 4 つの要素が必要で
ある。最初の 2 つは可視性に関連し、残りの 2 つは可制御性に関係する。
 システム運用者に対する VRE を含む十分な数の発電所の可視性。
 VRE の出力予測の導入と活用。
 負荷と VRE 出力の予測に沿った電源の運用計画、他の制御区域との間の連系線管理、運転
予備力管理（市場化されたシステムでは、市場の設計変更が必要となる可能性がある）。
 システム運用者がリアルタイム直前およびリアルタイム運用時に十分な数の発電所を制御
する能力。

システム運用者に対する発電設備の可視性
VRE 出力の十分な可視性は、VRE の導入率が拡大する中での安定供給の維持に重要であ
る。
システム状態の可視性を確保する上での中心的な要素は、再生可能エネルギー発電と従来型
発電の両方の発電所群に関する適切な情報である。VRE の導入が第二段階に移行すると、
VRE 発電所の「可視性」は、信頼性が高く最小コストのシステム運用に必須となる。この可
視性は、出力を記述したリアルタイムデータ通信の形で、システム運用者に配信される。
静的データと運用データの両方の提供が必要である。例えば、風力発電機の場合、静的デー
タはハブの高さ、定格出力、出力曲線などである。遠隔監視制御・データ収集（SCADA:
Supervisory Control And Data Acquisition）システムが発電所の運転データの収集および分析
を行う。システム運用者が予測業務のべースとして、適切な品質かつ適切なデータを確実に
利用できるようにするためには、技術の適切な選択が必要である。SCADA の品質、または
測定値の蓄積可能量が十分でない場合、この非常に重要な作業は困難になるため、既存の
SCADA システムを更新する必要がある。
これらのデータ管理には課題もある。例えば、データ量が膨大になり、従来の管理センター
では適切に管理する設備が不十分な場合がある。しかし、試行錯誤によりそのようなデータ
を受信して処理するように設計された複数のパッケージが存在する。
VRE 発電所の十分な可視性には、発電所すべてのリアルタイム監視が必要なわけではないこ
とに留意すべきである。例えば、小規模の太陽光発電システムにリアルタイムデータ監視シ
ステムを備えることは、一般的に費用対効果の高い方法ではない。むしろ、そのようなデバ
イスをシステム内の代表設備に設置し、リアルタイム出力を計算して集計したほうがよい。
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これは、ドイツなどの分散型太陽光発電の普及率が非常に高いシステムでは一般的な事例で
ある。
従来型の発電所にどのようなシステムが設置されているかによって、監視内容を増強する必
要がある。時間の経過とともに従来の発電所運用への影響が増すにつれて、システム運用者
が従来型発電所の発電能力を完全に把握し、運転状態（オフライン、最大出力、最低出力な
ど）を監視できるようにすることがさらに重要になる。これにより、気象パターンやその結
果としての VRE 発電所の挙動、および変動する需要に対応して、従来型発電所の出力の変更
（負荷配分）を計画することが可能になる。
システム運用者は、（すべての発電所だけでなく）それぞれの発電ユニットに関する運用デ
ータと静的データ28を必要とし、VRE の導入率が増大するにつれて、それらデータの粒度も
高める必要がある。例えば、連系点で計量された石炭発電所の出力から発電所内における
個々のユニットの運転状態を把握することはほとんど不可能である。これらの追加データの
収集には、相当な作業量が必要になる場合がある。

VRE の出力予測
SCADA が収集してリアルタイムで提供する VRE データをシステム運用者が監視すること
は、「持続予測」と呼ばれる 20〜30 分先までの発電所の挙動を予測する技術の基礎とな
る。しかし、1 日前やリアルタイム運用の数時間前に負荷配分可能な発電所やその他のシス
テム資源をスケジュールする基準として、信頼できる正味需要の全体像を得るためには、さ
らに包括的な一連の予測ツールが必要である。
出力予測は将来の時点における発電所の出力を予測しようとするものであり、これにより、
システム運用者の作業の中核である、出力の変化（ランプ）が予測できるようになる。数分
から数日先までの期間を対象とする VRE 出力予測には、多数のツールが使用されている。こ
れらのツールは、物理的および/または統計的モデリングに基づいており、計測データを必要
とする。
計測データには、気象観測所データ、衛星データ、雲と空の観測データ、VRE システムデー
タが含まれる。モデリングは数値天気予報（NWP: Numerical Weather Prediction）モデルに
基づいており、これはより広範な天気予報の基礎ともなっている。計測データのみに基づく
予測は 1〜3 時間先までの精度が最も高いが、さらに先の予測には NWP が不可欠である。
特定の風力発電所の出力予測には、数値気象予測データが必要であり、統計モデルの作成の
ために、少なくとも 6 ヶ月間の NWP データ29（風速や出力など）が必要である。物理的な
作業には、後流影響（別の風力発電機の風下にある風力発電機から「見た」風力資源への影
響）を含めて、発電所敷地の風況を詳細に解析するために、ウィンドファームの地形や設備
配置に関する情報が必要である。
システム全体での出力予測は、過去の発電の統計的/実証的分析により、風力発電所群の代表
データをスケールアップして作成する。システム運用者がデータを受け取る対象である VRE
発電所が多いほど、全体的な予測はより正確になる。しかし、システム運用者に新しい手順
が根付くには、時間が必要である。いずれにしても、すべての VRE 発電所からの発電出力を
予測する必要はない。例えば、ドイツでは 2015 年の発電電力量の 20 ％以上を風力と太陽

28

29

静的データは、特に定格容量（MW）、最小安定運転レベル、出力変化速度（ランプ速度（MW/分））、起
動/停止時間などのユニットの固定パラメータである。
訳注：予測に加えて、出力の実績データも。
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光発電から得ているが、ドイツのシステム運用者 4 社は、風力発電所が 800 ある地域からデ
ータを受信し、そのデータを外挿して全体の発電出力を計算していると報告されている30。
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システム全体の予測は、VRE 出力に関する非常に正確な視点を提供する。例えば、ドイツで
は、国全体の風力発電の出力予測の不確実性は、設備容量の約 2〜3 ％であり、単一の風力
発電所の場合は 10〜30 ％の範囲である31。その他の重要な要素としては、リアルタイムへ
の近さ（一般に、予測は実施する時点がリアルタイムに近いほど正確である）および VRE 発
電全体の予測の対象の地理的領域（広いほど良い）がある。

電源運用計画，連系線と運転予備力の管理
発電所の運転に関する意思決定は、リアルタイムに至るまでの時間領域で行われる。これら
の決定は、市場運用者が入札に基づくスケジュールの決定により行う場合もあれば、発電所
運用者が負荷配分を決定する場合もある（市場での自己スケジューリングまたは垂直統合型
電力会社など）。
まず、個別ユニットの並列32を決定（commit）する必要がある。この決定は、ある発電技術
によっては、他より早い時点に行うことが必要になる場合もある33。ほとんどのミドルロー
ド34電源の起動には数時間かかるが、ピークロード電源は通常 30 分以内に並列することがで
きる。さらに、発電所の正確な出力レベルは、ある程度事前に決定する必要があり35（発電
所の負荷配分と呼ばれる）、これらは発電所毎に、各時間コマ（負荷配分コマ）に対して設
定される（IEA, 2014）。
技術的な制約から、ユニットの起動停止と発電所の負荷配分に関しては、ある程度事前の計
画が必要となる。しかし実際には、多くの電力システムでは、数週間から数カ月先など、技
術的な観点から必要とされるよりもかなり前に運用が決定される傾向がある。これはしばし
ば経済的理由によるものであり、発電事業者と消費者との間の長期契約は、発電所が正味負
荷の変化に高い費用対効果で対処するための柔軟性の提供を妨げる場合がある。これは、シ
ステム全体として、特に VRE 普及率が増加する中での最小費用の運用には望ましくない。
要約すると、スケジューリングは理想的には次のように行われるべきである。
 できるだけリアルタイムに近い、頻繁なスケジュール更新を可能にする（リアルタイムの
5 分前までがベストプラクティス）。
 数コマ「先の」負荷配分コマの負荷配分を決定しつつ、短い負荷配分コマを目指す（5 分
が現時点でのベストプラクティス）。
 物理的に拘束力のある発電スケジュールで長期的に発電所を拘束しないこと（短期間で可
能な限り多くの発電容量を利用可能にすることの義務化がベストプラクティス）。
 発電スケジュールを最適化するときに送配電網における制約を考慮する。
 システムサービスの提供と発電スケジュールを同時に最適化する。
上記の諸点は、垂直統合システム同様、自由化された非垂直統合市場の枠組みにも等しく当
てはまるが、実際に用いられる仕組みは異なる。

30

31

32
33
34
35

訳注：ドイツの Tennet の発電予測、実績の公開情報は以下にある：
https://www.tennet.eu/electricity-market/data-dashboard/generation/
RMSE（RMSE-Root-Mean-Square Error）の値。RMSE は、予測モデリングの精度の標準的な指標であり、
二乗平均平方根偏差と呼ばれる。
訳注：発電機ユニットを電気的に送配電網に接続することあるいは接続した状態。
訳注：この場合は、並列する予定（スケジュール）を決定することになる。
訳注：原文は mid-merit。
訳注：例えば火力発電は内部のボイラー、タービンの特性などにより、出力をある値から他の値に変化す
るためには一定の時間を要するため。
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負荷配分可能な発電所の運転計画に加え、VRE の導入率の増加は、システムサービスや関連
市場にとって重要な意味を持つ。システムの運転予備力の規模を決定する際には、供給の安
定性と費用のバランスを考慮する必要がある。現在、必要な予備力レベルの確立には、非常
に単純で決定論的なルールが広く採用されている。通常、予備力の大部分は、最大のシステ
ム構成要素（発電所または送電線）の脱落36に備えるため確保される。瞬動予備力と低速の
手動で起動される予備力が同程度の量37確保され、さらに、負荷の予測誤差や負荷配分コマ
内の負荷変動38など、通常のシステム運用に対して必要な予備力も確保される。
VRE は電力システムの運用における不確実性を増加させるが、一般に負荷の不確実性や発電
停止との相関はない。言い換えれば、電源事故、極端な負荷変動、VRE 出力の大きな変化は
同時には起こりにくい。したがって、予備力の必要量を決定する際は、それぞれの予備力を
独立して割り当てるのではなく、これらのリスク要因を併せて考慮する必要がある。過去の
風力および太陽エネルギー発電出力の体系的な分析を行うことにより、情報に基づいた意思
決定が可能になる。例えば、米国コロラド州の Xcel Energy は、予備力要件の算出にこの種
の分析を行っており、分析を支援する十分な方法が確立されている（IEA Wind, 2013）。
予備力を設定する際のもう 1 つの重要な要素は、VRE 出力の不確実性が、時間および出力レ
ベルによって異なることである。これは、電力システムで占める VRE の割合が大きくなり、
VRE が予備力の設定に影響するようになると、全体的な予備力の必要量が日々変化すること
を意味する。例えば、風が強く曇った日など、不確実性の高い時には多くの予備力が必要だ
が、無風で晴れた日は少ない予備力で済む。このいわゆる動的な予備力割当は、VRE の導入
率が高くなるに伴いより重要になる。
隣接する制御区域を結ぶ連系線（送電線）の利用は、予備力割当てにおいて重要である。
VRE 発電が隣接区域から分離された小さな制御区域内に含まれる場合、各区域の VRE 出力
の変動は、全区域にわたって集約された全体の変動よりも割合として大きい。このような場
合、広域の送電網上で受動的に出力を平滑化する利点が利用できず、他の発電機、貯蔵およ
びデマンドレスポンスを使用した、より大容量の積極的かつ局所的な需給調整が必要にな
る。実際、協調した運用が行われないと、ある区域が上げ予備力を使い、隣接区域が下げ予
備力を使うといった正反対の操作が同時に起こる可能性がある。
この問題に対し、ドイツの電力システムではよい対処が行われている。歴史的な理由から、
ドイツには 4 つの異なる制御区域がある。2008 年 12 月まで、これらの制御区域は独立して
運営され、上記のような相反する操作が起きていた（隣接する制御区域において反対方向の
予備力を使用）。4 つの TSO はまず連携により、向きが異なる予備力を起動するのではな
く、複数の手順を経て、4 つの制御区域の境界を跨いだ不均衡の解消を目指した（IEA,
2014）。「お互いに反対方向に調整しない」というこの最初の段階に続いて、連携は共通の
バランシング市場へと拡大された。
より一般的には、連系線上の潮流をスケジュールする方法は、上記のように発電と同じ原則
にしたがい、技術的に可能な柔軟性を確実に動かせるようにする。

リアルタイム直前およびリアルタイム運用時の発電所の制御
運用状態に関する知識は、システム運用者がその情報に基づいて行動できて初めて有用とな
る。VRE の導入拡大には、VRE の正確な出力予測など最新データを考慮した高度なシステ
ム運用制御が必要である。

36
37
38

訳注：電源の事故、落雷による送電線の停止など。
訳注：あくまで目安としての量。システムの状況により異なる。
訳注：ここでは明記されていないが、次のフレーズにあるように、VRE の出力とその予測誤差差が大きな
誤差要因になることから、この負荷（load）は、残余需要（net/residual load）を意味すると考え
られる。
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多くのシステムで自動負荷制御（AGC）が行われているが、システム運用者と発電所運用者
との連絡に依然として電話を使用している市場も多く、発電機の監視と直接制御ができな
い。このような状況では、制御能力の向上（例えば AGC の導入）が一般的に推奨される。
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早い段階で必要になることはあまりないが、緊急時や送電線保守停止時などに、VRE の出力
抑制が必要な場合がある。VRE の出力抑制を計画する必要はあるが、これは将来の齟齬を避
け、VRE 発電所をこれに適応させるために、出力抑制のルールを最初に確立することが必要
である。一般的な原則として、システム運用者による個々の VRE 設備に対する制御の程度
は、VRE の普及に伴って変えていく必要がある。最初、VRE 設備はシステム運用に重大な
問題を起こさないが、その出力が正味負荷の形状を変えるようになると、VRE 設備がシステ
ム運用者の信号に迅速に反応することが必要となる。システム運用者が個々の発電所を直接
制御するのではなく、発電所運用者が負荷配分の信号を出すこともある。
システム運用者が総発電量を制御しようとする場合、VRE 出力を指令値まで抑制することが
できる。VRE 出力の変化速度（ランプ、MW/分）およびその変化速度の持続時間も制御する
ことができる。出力変化速度を制御する方法としては、太陽光発電ではインバータ技術、風
力発電ではタービンブレードのピッチ調整があり、突然の気象変化の影響を緩和する。スペ
インのシステム運用者の再生可能エネルギー制御センター（CECRE）は、同国における
VRE 統合の取り組みで大きな役割を果たしてきた（ボックス 4）。
システム全体の太陽光発電の導入率が同じでも、非常に小規模なシステムを多数設置するこ
とは、大規模な設備を少数設置するよりも難しい39。これは、小規模システムで同じ程度の
制御性を実現することがより難しいこと、また、システムサービスの提供に関しては、一般
に最先端のルーフトップ太陽光発電システムでも、大型発電所と比べて技術が成熟していな
いためである。
例えば、非常に小さなシステムが極めて多数普及しているドイツでは、この種のシステムに
も高度な要件を適用する方向に向かっている。そのため、系統連系規程（VDE-AR-N 4105
Application Guide for the Connection of Distributed Generation to Low Voltage Networks 40）
が改定されている。
システム運用者が十分な量の VRE を含む発電容量を制御できる能力は、VRE の導入率が増
加するなかで安定供給を維持する上で重要である。
ボックス 4

スペインの再生可能エネルギー制御センター（CECRE）

スペインのシステム運用者は、2006 年に中央給電指令所内に制御センター（CECRE）を設置し
て、急速に導入が進んでいた風力発電の管理を改善し、その後は太陽光発電と CSP も管理してい
る。CECRE は、システムの信頼性を維持しながら RE の発電を最大化する目的で、オペレーターが
RE の発電を常時監視する管理デスクで構成されている。必要に応じて、CECRE からスペイン周辺
の補助発電制御センター（Subsidiary Generation Control Centre）を介して大規模な VRE 発電所を
制御することができる。補助発電制御センターはリアルタイムのデータを収集し、CECRE に送る。

39

40

訳注：この後で述べる出力制御の実施について、現状での技術、製品、インフラの視点からの内
容である。
訳注：VDE-AR-N 4105 は以下のサイトで購入可能。
https://www.vde-verlag.de/standards/1100448/e-vde-ar-n-4105-anwendungsregel-2017-07.html
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図7

CECRE の制御室
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出典：REE (2016), Safe integration of renewable energies

送配電網は今後の VRE 導入に十分か？
VRE 導入の第一段階では、接続の観点から、送配電網の弱点を早期に特定することの重要性
が指摘された。第二段階では、送配電網の新たな問題が発生する可能性が非常に高く、集中
的な導入によって送配電網関連の課題が拡大して、送配電網の「ホットスポット」が発生す
る可能性がある。
例えば、イタリア南部のフォッジャ州は面積では国土のわずか 2.4 ％であるが、2014 年に
は同国の風力発電容量の 22 ％を占めている（GSE, 2015）。このような風力発電の集中
は、経済的あるいは非経済的な様々な要因によるものであり、規制上の障壁（他の場所にお
ける）や１か所集中に寄与する地域特有の要因を探す必要も考えらえる。フォッジャ州の場
合、このような VRE の集中的な導入に対処するため、新しい送配電網インフラへの投資が必
要となった。
以下に、頻繁に発生する課題と解決例を示す。

VRE 導入と送電線増強の同時進行
第二段階では VRE の導入が進み、送配電網の容量が足りなくなる地域もでてくる。これは、
最初から容量が十分でなかったか、問題の地域が送配電網とは別の何らかの理由で、VRE 開
発者にとって特に魅力的であり、新しい VRE が多数集まったことが原因であると考えられ
る。
例えば、ブラジルでは、送配電網の容量不足のため、新設された風力発電所のうちおよそ 2
GW が 2013 年に発電を開始できない状態となった。風力発電所は締結された PPA に従って
発電したはずの電力量に対する支払いを受けたが、送電網に電力を供給できなかった。これ
は、初期のオークションのルールでは、プロジェクトの場所に関係なく、発電コストに基づ
いて落札者が選ばれたためである。その結果、需要中心地や送配電網に近接しているかどう
かを考慮しないで、単に発電所所有者の支払うコストを最小限に抑えたプロジェクトが成功
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（落札）した。その後、風力発電所の接続までに時間がかかり、風力発電所は完成している
が送電網に接続できない結果となった。
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その後、このような遅延リスクは風力発電開発者が負担することになり、風力発電所が発電
できなければ、開発者は合意された支払いを受けられなくなった。2015 年末には、接続待ち
の風力発電容量は約 300 MW のみとなった。接続問題が発生した結果、最近の風力発電プロ
ジェクトは既存の送配電網の近くに立地する傾向がある。同時に、オークションに参加する
ためには、風力発電プロジェクトに送電要素を含めることが必須となっている。
中国では、2011 年までは 50 MW 以下の風力発電所は地方自治体の承認を受けていた。その
結果、送配電網拡張計画を十分考慮していない多数の発電所（それぞれ 49.5 MW）が承認さ
れた。風力発電の急速な導入は送配電網の拡張を上回り、一部の風力発電所が接続できなく
なった。国家能源局（National Electricity Administration）は 2011 年 8 月にこの問題に関す
る対策を講じ、以後、開発者は建設許可を得るためには、その地域の送配電網事業者と契約
を結ぶことが必須となった。この決定により、未接続の容量は大幅に削減された。
テキサス州では、送電網開発を最適化するため風力発電所の立地にゾーン指定を行ってい
る。テキサス州公益事業委員会（PUCT: Public Utility Commission of Texas）は、2005 年、
競争的再生可能エネルギーゾーン（CREZ: Competitive Renewable Energy Zone）を策定し
た。これは、新たな送電設備の開発とウィンドファームの建設が同期せず、それぞれの活動
を停滞させるような状況を解消するために実施された。西テキサス州の大半をカバーする 5
つのゾーンが選択され、PUCT は複数の選択肢から、新たに追加する 11.5 GW の風力発電容
量に対応する 345 kV 送電線の新設計画を選定した。この手法の成功は、発電所を建設する
前に送電線の拡張を開始し、適時に準備が整うことを保証したという事実に基づく。

既存送配電インフラの最大活用
新規の VRE 容量に対応する送電網の能力が接続点で制約されるように、送電線や変電所の容
量に制限があるなど送電網のボトルネックが、VRE 接続点から需要中心地（都市部や工場な
ど）への送電の制約となる場合もある。
このような弱点は、通常、系統の「混雑（congestion）」とも呼ばれ、周囲の送電網よりも
送電能力が低く、熱容量上限に近い電力を送る送電線が該当する。いずれの場合も、電力は
混雑の向こう側にある消費者に到達できず、この結果、発電側の出力は削減を強いられ、需
要側のその他の電源の出力を上げる必要がある。
このような発電所の「再給電」は、一般的には次善の策であることが多いが、ボトルネック
の一方で（低コスト/ゼロコストの）風力発電所の出力が抑制され、他方で燃料を必要とする
発電所の再給電が増加すれば、損失はより重大になる。
それまで接続可能な発電所が限られているか、または全くないと考えられていた送電網に、
新しい（VRE）発電容量が導入された結果、ボトルネックが発生する可能性があるという点
で、上記で述べたような系統の混雑は、系統接続容量の制約に似ている。 送電網で結ばれた
エリア全体でも、風力資源は場所により非常に大きな差がある。このばらつきは太陽エネル
ギー資源の場合それほど大きくないが、それでも地形や植生が影響を及ぼす可能性はある。
この資源が一様でないことは、既存の系統が風力エネルギーを受け入れるのに最適な配置に
なっていないか、または風力資源がより強いところでより弱い（より少ない電力しか輸送で
きない）ことを意味する41。
送電網の深刻な混雑を管理するためには、増強（送電線の品質改善など）が必要である。一
方で、既存のボトルネックや新たなボトルネックを管理する対策を検討すると同時に、VRE
41

訳注：風の強い地域に需要中心地は立地しにくく、従来型の発電所を立地させる必然性はなく、風の強い
地点まで送電線を通すことは風荷重の面から設備費の増加となる。これらの意味では風力発電に有
利な風況の場所に送電線が十分あるという必然性はむしろ低い。
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発電所の地理的な分散化（地理的多様性）や、毎時の出力の平滑化（技術的多様性）を得る
機会を徹底的に模索し、既存の余裕容量をより良く利用すべきである。モデリングによる送
電網増強の費用と効果の評価により、これらの意思決定を明確化し、設備増強の妥当性を示
すことができる。
送電網の増強を検討する前に、エネルギー計画者は、ボトルネックを引き起こす可能性のあ
る既存のインフラの弱点を特定する分析を行う必要がある。大規模な送電網の増強をしなく
ても弱点を強化する様々なツールがあり、以下、これらの一部について述べる。
 送電線のダイナミックレーティング：送電線には送電定格容量（レーティング）が設定さ
れている。この定格容量は、通常、時間の経過に対し一定値に固定される。しかし、送電
線の実際の送電能力は気温の影響を受け、低温では送電線容量は定格よりも高くなる可能
性がある。ダイナミックレーティングにより経時的な電線温度の変化を考慮に入れること
で、より高い技術仕様の送電機器への（より高価な）交換を回避または延期することがで
きる。
 フレキシブル交流送電システム（FACTS：Flexible AC Transmission Systems）：
FACTS は、送電網に注入/吸収される無効電力を柔軟に調節することによって、電力シス
テムの制御性と安定性を向上させ、送電能力を高めるパワーエレクトロ二クス機器であ
る。
 送電線リパワリング：比較的容量の低い送電線の導体をより高温に耐える導体に交換し、
より多くの電力の送電を可能とする。
これらのオプションの一部をボックス 5 に示す。AC 送電網最適化の手法に関するより詳し
い情報は、EU の"Best Paths"プロジェクトのウェブサイトに掲載されている42。
ボックス 5

送配電網の弱点の管理

近年、風力発電が大規模に導入されているスウェーデンのエーランド島では、ダイナミック送電線
温度モニタリング（DLR）が効果的に使用されている。既存送電線の従来の静的な容量に基づく
と、新たな 48 MW の風力発電所を追加するには、9～16 百万 US ドルの新規送電設備が想定され
た。しかし、代わりにリアルタイムの送電線温度監視を行うことにより、冬季（低温の期間）に最
大 60 ％の容量増加が確認されたため、送電線の増強の必要がなくなり、想定費用は 75 万 US ドル
になった。
従来、送配電網は、冗長な構成をとることにより、主要な送電線や他の機器の脱落に耐えられるよ
うになっている。このいわゆる「n-1」基準を用いた事故時管理は高い信頼性が得られるが、かなり
の費用増となる欠点がある。最近では、「予防的」考え方とは対照的な、「対処的」考え方が出て
きている。これは事故波及防止リレーシステム（SPS: Special Protection Scheme）43を使用して、
偶発事故が発生する可能性のある送電網の特定の部分を管理する。SPS はイタリアやニュージーラ
ンドなどで用いられている。
FACTS は多くの送電網で採用されている。デンマークでは、例えば、送電線の途中に設置された電
力用リアクトルやコンデンサが無効電力の補償に使用されている。これにより、送電線上の無効電
力の必要性を減らし、有効電力を運ぶ送電線容量を増やす。
2010 年にアイルランドの送電網に高温低弛度（HTLS: High Temperature Low Sag）電線44を使用し
た電線が導入された。当時の目標は、合計 1,000 km の送電線の容量を 50 ％増加させることであっ
た。従来の送電線を新設する方式では、長いリードタイムや、景観上および環境面での理由から地

42
43

44

http://www.bestpaths-project.eu 参照。
訳注：系統の部分的事故が全系に拡大・波及していくことを防止するために設けるリレーシステムで、系
統周波数維持、系統動揺の抑制、異常電圧の抑制のために、系統擾乱に発展し得る事故を想定して
あらかじめ制御量を設定しておく事前演算形、事故中および事故後の情報をもとに制御量を演算す
る事後演算形、特に演算を伴わないリレー形などがある。
訳注：日本で低弛度増容量電線と呼ばれる。
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域の団体等の反対を受け、しばしば遅延が発生する。低弛度像容量電線に取り換えることにより、
新規の送電線路を建設しなくても、増強が可能になる。
出典： NREL (2015a), The Role of Smart Grids in Integrating Renewable Energy; IEA RETD (2013), RES-ENEXT, Next Generation of RES-E Policy Instruments; Geary et al. (2012), Introduction of high temperature low
sag conductors to the Irish transmission grid。
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低・中圧配電網における双方向電力潮流の扱い
相当数の小規模の VRE 発電所が低・中圧配電網に直接接続されている場合、第二段階では一
連の課題が顕在化する。
送電網（高圧）とは対照的に、配電網（低・中圧）の積極的な管理は、これまで一般に行わ
れてこなかった。従来の配電網は単に送電網からの電力を受け入れ、それを受動的に消費者
に分配していた。より多くの発電資源が電力システムのこの部分に追加されている状況で
は、低・中圧配電網をめぐる状況が変わる可能性がある。
配電網の一部で発電量が消費量を超えると、電気の流れは通常方向から逆転する。消費者に
向かって「下向き」に流れるのではなく、その配電網の変電所からより高電圧側の送電網に
向かって「上向き」に流れる（図 8）。
この逆転は様々な時間に起こり、一定ではない。太陽光発電容量が大量に設置される多くの
住宅用配電線では、真昼に発生する可能性がある。日中は居住者が仕事等で外出し不在とな
り、住宅内の消費電力は低いにもかかわらず、屋根に設置された住宅用太陽光発電は最大出
力になる。
配電網が、配電用変電所から消費者までの下向きの流れを管理するべく発達したため、これ
らの逆潮流（「双方向」流）には重大な影響がある。それにもかかわらず、多くの増強や運
用の変更が必要だが、ほとんどの配電網は実際に双方向の電気の流れを管理することが物理
的に可能である。
当初、逆潮流は地方の配電線（配電用変電所の下流）で晴れた日に観察される可能性がある
が、設置された太陽光発電容量がその地域における配電網のピーク需要の数倍を越えるよう
になると、この状況は急激に変化し、頻繁な過負荷につながる（IEA PVPS, 2014a）。
図8

太陽光発電が設置された場合の双方向の電力潮流
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VRE はシステムと協調性の高い方法で導入されているか？
ここまで、VRE 大量導入に対応するための電力システムの適合方策について説明してきた。
本節の目的は、VRE の導入をシステムがさらに受け入れられるようにするための方策につい
ての疑問に答えることである。
例えば、需要中心地に幾分近い場所に VRE 発電所を建設することができれば、送配電網増強 Page | 41
の必要性が減る。しかし、これは再生可能エネルギー資源が最良ではない地域に VRE 発電所
を建設することになりかねず、その場合、発電コストが上昇する傾向がある。
最適な戦略は、VRE のコスト（発電所の場所、資源の品質および他の必要なインフラへのア
クセスに依存する）と、VRE を統合するための対策コストを含む、各国固有の環境によって
異なる。
VRE のコストと VRE を統合するための対策コストの間のトレードオフを管理するためには
システム的な計画が必要である。次の議論では、システムの観点から VRE 導入の推進に利用
できる方策を紹介する。
導入の初期段階で最も重要な措置は、システムの観点から適合性がよい風力発電と太陽エネ
ルギー発電の組み合わせを考慮することである。さらに、VRE 発電所は地理上の戦略的な立
地にすべきである。
より後の段階では、システムと協調した VRE の導入という側面も重要となる。これらについ
ては次章で述べる。
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第三段階と第四段階
VRE 統合を支援する電力システムの計画と運用の変革
Page | 42

電力部門の最近の動向と発展の大部分は、VRE 導入の拡大に関連している。これは、システ
ムの運用と計画の観点からの電力システム変革を示唆しており、VRE の導入率の増加に伴
い、多くの管轄区域でこの傾向が大きくなる可能性が高い。
VRE の導入率が低い段階では、VRE の統合はほとんどのシステムに対し大きな問題にはな
らない。しかし、VRE の導入率が高くなると、従来の電力システムのインフラ、運用手法、
制度設計を、VRE の高い導入率に合わせて調整しない場合、問題がより拡大する可能性があ
る。
VRE 固有の技術的および経済的特性と、電力システムの複雑な特性を考慮すると、VRE を
高い導入率で統合する場合には、技術的、経済的、制度的要因など多数の側面を考える必要
がある（図 9）
。さらに、VRE の高い導入率は、数年から数日、時間、分、秒などすべての
時間スケールで、電力システムに幅広く影響する。
本章では、VRE のシステム統合に採用された、または採用される可能性がある技術的選択肢
と運用手法について説明する。ここでは、多くの電力システムで採用されている技術的およ
び運用手法の選択肢を詳しく考察し、VRE を考慮した統合計画の枠組みについて検討し、最
後に低・中圧配電網の計画と運用に与える影響について説明する。
VRE 統合を支援するための政策、規制、市場の枠組みに関する問題については、次章で説明
する。

図9

VRE のシステム統合の多面性

キーポイント VRE 統合の成功には、技術、経済、制度の各側面での協調が必要である。
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VRE の運用上の課題に対する技術的選択肢と運用手法
VRE に関連する電力システムの課題は、技術的な選択肢や運用手法への適応によって対処す
ることができる。
VRE の影響を軽減するために、世界中の多くの電力システムにおいて様々な対策が実施され
ている。これらの緩和策は、技術的および経済的な対策に分類することができる。技術的対
策は電力システムの信頼性の向上に、経済的対策は電力システム運用の費用対効果の改善に
役立つ（表 3）。
VRE の導入段階により異なる時点で必要になるこれらの対策について、以下に説明する。た
だし、すべてを網羅しているわけではなく、ここに挙げた選択肢は統合の課題に対処するた
めに電力システムで最近使用されたものである点に留意してほしい。
また、VRE 導入のより後の段階における複数の課題に対処するために使用できる技術的対策
については、簡単な説明に留め、詳細は付録 3 で述べる。
表3

VRE の導入段階による技術的選択肢と運用手法

キーポイント
る。

VRE 統合の管理に適要すべき技術的選択肢と運用手法は、VRE の導入レベルによって異な

技術的対策
VRE に起因する運用上の課題に対処するための技術的対策は、VRE 導入の第二段階以降で
重要になる。技術的対策の主な目的は信頼性の問題に取り組むことであるが、これらの中に
は、電力システム運用の費用対効果を高める技術的対策もある。

システム運用者による VRE のリアルタイム監視と制御
リアルタイムでの VRE 発電所の監視・制御は、特に VRE の導入率が増加し、VRE 発電所の
規模が比較的大きくなるに伴い、電力システムの安定運用のために重要となる。これは、
VRE 導入の第二段階以降におけるシステムの信頼性にとって重要となる。
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市場が集中負荷配分か自家負荷配分かに依り、この制御はシステム運用者が直接、または、
発電事業者を介して行われる。厳密な仕組みに関わらず、システム運用者がリアルタイムで
VRE 発電を把握し、VRE の制御のための効果的なメカニズムを持つことが重要である。
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導入率が低い段階での VRE の影響は最小限であるため、VRE 導入の第一段階では、VRE 発
電所の可視性と制御性が優先事項ではない国が多い。これは特に、VRE が配電網に接続され
ていて、規模が非常に小さい場合に言える。この結果、VRE 発電所の可視性および制御性は
非常に限定的である。
可視性と可制御性により、送電システム運用者（TSO: Transmission System Operator）や
VRE 発電所の所有者は、緊急時などのシステム条件に合わせて VRE 発電の負荷配分ができ
るようになる。VRE 発電所が制御信号に対応して発電設定値を自動的に調整することができ
ることにより、自動負荷制御（AGC: Automatic Generation Control）を含む周波数調整サー
ビスの提供が可能となる。VRE 発電所の可視化および可制御化は、遠隔監視制御システム
（SCADA: Supervisory Control and Data Aquisition）などの適切な通信・制御技術により実
現される。
VRE の導入拡大と統合段階が上がるに伴い、多くの電力システム、特に VRE の割合が大き
い電力システムで、可視性と制御性が統合されている。スペインは、システム運用者に VRE
発電所の監視・制御機能を持たせるために大きな努力をしてきた国である（ボックス 6）。
ボックス 6

スペインの再生可能エネルギー制御センター

スペインにおいて、REE（RedEléctricadeEspaña）は、リアルタイム情報に基づき再生可能エネル
ギー発電の監視・制御を行う先駆的な取り組みとして、2006 年に CECRE（Control Center of
Renewable Energies）を設立した。CECRE を通じて、システム運用者はスペイン国内に設置された
風力発電における 98.6 ％の遠隔監視データを 12 秒ごとに受信し、そのうちの 96 ％を制御する
（15 分以内に所定の設定値に合わせる）ことができる。
これは、再生可能エネルギー源制御センター（RESCC）による 55 MW を超える、すべての分散資
源の集約と、RESCC と CECRE との接続によって実現された。この階層構造と、REE が開発したソ
フトウェアにより、システムが受け入れ可能な最大の風力発電量が算出される。VRE の発電をリア
ルタイムで監視・制御することで、再生可能エネルギー発電の出力制御量と回数を低減し、電力供給
の品質と安定性を維持すると同時に再生可能エネルギーの統合を最大化することができる。

送電線容量の拡大に向けたツールと技術
送電網が強くない45場所で VRE の導入が増えると、送電線の混雑を悪化させる可能性があ
る。送電線の混雑は出力制御や一部の地域の電力価格の上昇などの形で経済的な影響を与え
るが、それに加えてシステムの信頼性の問題を引き起こす可能性がある。送電網の増強、需
要管理、出力管理、電力貯蔵など、問題を解決するための複数の選択肢が存在するが、経済
的に見合わないものもある。
大規模な送電網増強をしないで、弱い地点の強化と送電容量の有効活用に利用できる、費用
対効果の高い選択肢がある。一般的な対策としては、送電線のダイナミックレーティング
（DLR）、FACTS 機器（FACTS）、移相変圧器がある。これらの対策は VRE 導入の第二段
階で採用することができる。また、オーストラリア、アイルランド、日本、スペイン、スウ
ェーデン、タイ、英国、米国などの多くのシステムで大きな効果を発揮している（US DOE,
2012a; AEMO, 2014）。付録 3 でこれらの対策を説明する。

45

訳注：ここではその詳細に触れていないが、「送電網が強い」とは、ある送電を行う条件で定常状態およ
び想定すべき事故時に電圧が変動しない、電流容量を越えない、周波数変動が許容範囲にあるなど
複数の条件がある。
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他の対策としては、高温低弛度（HTLS: high temperature low sag）電線への取り換え、送電
線の昇圧などがある。しかし、これらの選択肢は、送電線工事が必要であり、比較的高価で
複雑であると考えられている（Holman, 2011）。

電源の柔軟性
柔軟性の高い発電所は、送電網インフラ、貯蔵、需要の能動化（IEA, 2014）に加えて、シス
テム運用上の課題に対処するための有用な柔軟性の源泉と考えられる。柔軟性の高い発電所
は、VRE 導入の第三段階におけるシステムの進展において重要である。
発電所の柔軟性には、出力設定、出力変化率、リードタイム46という 3 つの側面がある。各
種発電技術が提供する柔軟性の度合いは、これらの側面により異なる。
貯水池式水力発電は、基本的に極めて柔軟性の高い再生可能エネルギー発電技術である。オ
ープンサイクルガスタービン発電および内燃エンジン（reciprocating engine）発電も高い柔
軟性を持つ発電資源となり得る。十分な蓄熱容量を組み合わせた集中型太陽熱発電は、一般
に水力資源が限られている暑く乾燥した地域で、柔軟で負荷配分可能な発電候補になる可能
性があり、直接的な太陽エネルギー導入率の増加に加え、間接的に VRE の導入を促進する役
割を果たす。
対照的に、大型火力発電ユニットは従来連続運転するように設計されており、一般に、出力
を周期的に上げ下げし47部分負荷で運転することは意図されていない。これらの発電所には
特別な技術的制限はないが、頻繁なサイクル運転には追加費用を伴う48。
既存の大型火力発電所は設備改良により大きな柔軟性を持つことができるが、そのために
は、サイクリングの悪影響を防ぐための機器の改造が必要である49。機器の改造に加えて、
圧力上昇率の制御や定期点検（のスケジューリング）など、発電所の運転手順の変更によっ
ても柔軟性が向上する可能性がある。新しい発電所では、長期的なリスクを軽減するため、
設計段階でサイクリング実施の可能性を考慮する必要がある。
現在、多くの国の火力発電所は、正味需要の変化への対応を改善することで、大きな柔軟性
を提供することができる。火力発電の柔軟性の向上例は、デンマーク、カナダ、米国、ドイ
ツ（ボックス 7）、スペインで見られる。さらに、イタリアなど複数の大規模なコンバイン
ドサイクルガスタービン（CCGT）発電所を持つ国は、それらの柔軟性を向上させる対策を
講じている。
米国のノースダコタ州では、進行中の風力発電ブームにより、従来のベースロードとして運
用されていた 1,146 MW の石炭火力発電所が、Midcontinent Independent System Operator
（MISO）電力市場に電力を販売するため、より柔軟な運転を開始した。小規模な設備改造
（500 万 US ドル未満）と運転手順の微調整により、この発電所の最低運転電力を 300 MW
以下に下げ、出力変化速度を大幅に向上させることができた（Holdman, 2016）。
ボックス 7

ドイツの石炭火力電源の柔軟性

ドイツにおける VRE 導入率の増加は、従来型の既存火力発電所に技術的および経済的な課題をもた
らした。VRE 発電はある期間ほとんどの需要を賄うことができるが、VRE の出力が低い期間の需要
を満たすにためには、従来型の火力発電所が必要になる。
しかしながら、既存の火力発電所、特に石炭火力発電所は比較的柔軟に運用できることが検証され
ている。石炭火力発電所は設備容量が大きいため、既設設備は VRE の出力変動の調整に使用される
ことが多くなっている（図 10）。需要と供給の変動に適応するため、多くの石炭火力発電所は一日

46
47
48
49

訳注：リードタイムは建設に要する期間ではなく、運転における起動時間などの意。
訳注：このような運転を、以下サイクリング、あるいはサイクリング運転と呼ぶ。
このような費用増加は、発電所の構成部品の損耗ならびに発電効率の低下による燃料費の増加から生じる。
これらの変更は、主に耐熱性の向上と腐食防止のため、ボイラー、タービン、ロータおよび復水器に対し行
われる（Cochran, Lew and Kumar, 2013）。
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を通して出力変化率を高め、起動停止を毎日行い、最低運転電力を大幅に下げて運転するように、
柔軟性を改善する変更が行われている。このような変更は機器、ソフトウェア、運用方法の変更に
よって実現されている。石炭火力発電所は需給調整市場に参加して、様々な時間領域の調整を行う
ことができる。
出典: Henderson (2014), Increasing the Flexibility of Coal-Fired Power Plants。
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図 10

瀝青炭火力発電所の発電パターン（ドイツ，2016 年）

16 000

MW

14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0
5月1日

5月2日

5月3日

5月4日

5月5日

5月6日

5月7日

出典: ENTSO-E (2017a), Actual Generation per Production Type,
https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType.

キーポイント ドイツの瀝青炭火力発電所の発電パターンは、火力発電所のサイクル能力を実証している。

事故波及防止リレーシステムの使用
事故波及防止リレーシステム（SPS: Special Protection Scheme）は主に、負荷、電圧または
周波数を制御することによって送電線や変圧器などの送電網設備の過負荷を防止し、ひいて
は電圧や周波数の崩壊を防止する。SPS の用途は主に、電力システムを不安定にする可能性
のある異常状態の検出であり、所定の事故が発生すると自動的に起動する50。これは、送電
網の信頼性を改善する技術的対策の 1 つであり、VRE 導入の 第三段階で有用な選択肢にな
る。
VRE が主要な発電源となりつつある多くの管轄区域で、SPS の採用が増えている。VRE 発
電所は、従来の発電機とは異なる方法でシステムの外乱（電圧および周波数）に応答する。
SPS の導入により、システムの安定性を維持しつつ、VRE 発電量のシェアを拡大できる。
この選択肢は、費用と時間を要する既設インフラ増強の代替案になる。SPS は一般に送電容
量を増やし、電力システム運用に大きな柔軟性を提供する手段と考えられている（Miller et
al., 2013）。これは長期的あるいは短期的な解決策として使用できる費用対効果の高い選択
肢である。
チリおよび欧州の多くの管轄区域では、送電網への VRE 受け入れ量を増やすために SPS が
導入されている。欧州ではほとんどの場合、SPS は事故により発生する電圧、周波数、過負
荷の問題に対処するために設置されている（De Boeck et al., 2016）。

先進的な VRE 技術と設計
太陽光発電や風力発電機の技術の先進的な設計は、システム協調性の高い VRE 導入戦略のさ
らなる例である（Hirth and Mueller, 2016）。これは、VRE 出力の価値を高めることに加
え、出力変動や予測誤差を小さくすることで、電力システムの運用上の課題も軽減する。太
50

採用されている代表的な SPS としては、転送遮断と高速ランバックがある。転送遮断とは、事故により送
電線に過負荷が生じる可能性がある場合に、極めて短時間（100 ミリ秒など）に発電機を遮断する方式で
ある。高速ランバックは、過負荷を軽減するためにインバータに信号を送信して出力を低減させる方式で
ある。
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陽光発電所の先進技術としては、より高い積み増し比率と追従システムがあり、また、太陽
電池の方位や傾斜角の変更も検討されている。太陽光発電所の先進的技術の詳細について
は、付録 3 で述べる。
風力発電所は出力を最大にするため、最大の風力資源が得られる場所に建設される傾向があ
る。しかし、電力システム内の風力発電のシェアが増大すると、風力発電所が同じ場所に集
中することで、風力発電出力の価値が低下する51ばかりではなく、電力システムの運用にも
問題を引き起こす可能性がある。これらの課題は、地理的分散が限られていることによる送
電線の混雑と全体的な風力発電出力における大幅な変動に起因する。これは風力発電機技術
の進歩により対処が可能な問題であり52、高性能な風力発電機技術（「低風速タービン」）
による風力発電機はタワーがより高く、発電容量に対するロータ直径がより大きい。
これら先進的な VRE 技術は、特に VRE 導入の第三段階以降で、電力システムの信頼性を向
上させることができる。

システムの非同期電源率の上限値の制定
VRE の導入率が高い小規模で独立した電力システムにおいて、主な技術課題の 1 つは、同期
慣性の低下と、それによるシステム全体の慣性（システム慣性）（system inertia)53の低下で
ある。VRE 発電機は、通常、電力変換器により送配電網に接続され、この連系は「非同期」
連系と呼ばれる。VRE 発電機は送配電網への直接的な電気機械的結合がなく、この点で従来
の同期発電機とは異なる。例えば、電力システムの慣性への直接的な寄与はない54 55。
十分な同期慣性を維持するため、アイルランドなど一部の国で採用されている対策の一つ
は、システムの非同期電源率（SNSP: System Non-Synchronous Penetration）56に上限値を
設けることである。この方式は、VRE が主要な発電源となる第四段階で重要である。詳細は
付録 3 で述べる。

慣性に基づく高速周波数応答
慣性に基づく高速周波数応答57（IBFFR:Inertia-Based Fast Frequency Response）は、VRE
が高い導入率を占める電力システムで検討・実施されている、電力システムに慣性を供給す
るためのさらなる技術的な選択肢である。IBFFR は「合成慣性（Synthetic inertia）」または
「疑似慣性（emulated inertia）」とも呼ばれ、VRE 発電所から得ることができる。IBFFR
は、風力発電機の回転質量に蓄えられた運動エネルギーを利用してシステム慣性に貢献す
る。この方法は、VRE 導入の第四段階における周波数安定性の問題への対応に有用である。
カナダのケベック州の TSO は、風力発電所から慣性を得るための技術要件を規定した一例で
ある。ブラジル、オンタリオ州（カナダ）、オーストラリアの全国電力市場（NEM）も同様
の要件を検討している。IBFFR については、付録 3 で詳しく述べる。

51
52

53
54

55

56
57

訳注：送電線の混雑やシステムの不安定性を引き起こすことで出力が制限されることなどを指す。
訳注：別項でも述べられている通り、地理的集中を避けるために設置地点を送電網の特性と併せて最適化
することも重要な選択肢であると考えられている。
システム全体の慣性。
システム慣性は、電力システム内の事故発生後の負荷周波数変化率（RoCoF）を緩和する。VRE が火力発
電を代替するようになると、システム慣性が減少し、その結果事故発生後の RoCoF が大きくなる。様々な
区域で適用されている RoCoF 基準は 0.5～4 Hz/秒の範囲である（DGA Consulting, 2016）。この基準はま
た、VRE 発電所で高 RoCoF が持続する期間にも依存する。
訳注：「直接的な寄与はない」と述べているのは、後述するように、疑似慣性を提供できる技術があるた
め。
訳注：Eirgrid や論文などでは、System Non-Synchlonous Penetration (SNSP)とすることが多い。
訳注：交流電力による同期化力と同期機の慣性によって従来の発電機が提供していた電圧位相の急変に対
応した発電機の出力変化特性を、電力変換器の特殊な制御により模擬する意。
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スマートインバータ
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従来、インバータは主に、VRE 源で発電された DC 電力を AC 電力に変換して送配電網に供
給する目的で設計されていた。しかし、第四段階で VRE の導入率が高くなると、電力システ
ムの信頼性と費用対効果を高めるために、VRE 発電に系統サポート機能を追加する必要性が
高まる58。スマートインバータは、この必要性を満たす 1 つの選択肢であり、その詳細は付
録 3 で述べる。

先進的揚水発電運用
揚水発電（Pumped Storage Hydropower）は電力システムの柔軟性に寄与する重要な資源と
なり得る、運用段階では費用対効果の高い選択肢である。揚水発電は送配電網の必要性に応
じてエネルギーを供給または貯蔵することができる。VRE の導入率の増加に伴い、費用対効
果と信頼性の高い方法で対応し、日間、週間、または季節間の電力貯蔵と柔軟性を確保する
ために、インド、中国、オーストラリアなど多くの国で大規模揚水発電への関心が高まって
いる。
揚水発電も電力システムの信頼性を維持するためのシステムサービスを提供することができ
る。システムサービスには、ブラックスタート、負荷追従および高速起動、瞬動予備力、無
効電力調整、慣性および負荷周波数調整が含まれる。これらの機能の多くは、VRE 導入の第
四段階における信頼性の課題の対策として有用である。循環水路式揚水発電（HSCPS:
hydraulic short circuit pumped storage）59はシステム慣性および周波数応答を提供すること
ができる。揚水発電の技術的特性は、付録 3 で述べる。

送配電網レベルの電力貯蔵
貯蔵は、特に VRE 導入の第四段階では、大きな柔軟性を提供し、送配電網の安定運用の維持
を支援する技術と考えられている。現時点では、揚水発電が貯蔵の大部分を占めている。そ
の他、導入されている貯蔵技術には、圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）、バッテリー、フ
ライホイールおよび液体空気貯蔵がある。
大規模送電網の場合、貯蔵は多くの場合地方の混雑緩和に使われ、MWh 当たりの価格が同
等な発電または他のオプションより高くても、信頼性と経済性の両面で便益をもたらすと考
えられることが多い60。VRE の導入率が増加するにつれて、貯蔵の利点は安定運用にまで及
ぶようになる。揚水発電、CAES、フライホイールなどの貯蔵技術は、様々な時間スケール
で周波数応答を提供することができる。送電網レベルの貯蔵は、米国の PJM、イタリア、チ
リなどの管轄区域でシステムサービスの提供に使われている。システムの観点からは、バッ
テリーの便益は、風力発電より太陽光発電の方が先に表れることに注意が必要である61。送
電網レベルの貯蔵技術の詳細は、付録 3 で述べる。

58

59

60
61

訳注：系統サポート（システムサービスと同義）機能は、当該システムの状況のよる必要性、効果によって
は、第三段階で必要となる場合も考えられる。
訳注：水車発電機の軸上に発電用水車と揚水用水車を持つ構造からタンデム式揚水発電、ポンプ・水車併
設式揚水発電、また、水車運転、ポンプ運転、水車ポンプ同時運転の運転に着目して、「3 モード
揚水発電」などと呼ぶこともある。
参考：http://www.hfm.tugraz.at/en/references/transcient-flow-simulation-water-hammercalculations/hydraulic-short-circuit-in-a-pump-storage-power-plant.html。
最初の段階では、VRE はまだ市場価格に影響を与えていないため、貯蔵の経済的利益はほとんどない。
訳注：これは太陽光発電の一日の変動が大きいことを意味していると考えられる。しかし、本書でも繰り
返し述べられているように、風力発電、太陽光発電の導入インパクトは多様であり、どちらが先に
蓄電池を必要とするかについて、太陽光発電が先と言い切ることは難しい。
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経済的対策
経済対策の目的は、VRE 発電の導入率が大きくなった電力システムにおける運用面での費用
対効果を改善することである。経済的対策がなくても、高い信頼性で送配電網を運用するこ
とはできるが、費用対効果が低下する恐れがある。VRE 導入の第一段階で早くも経済対策を
取るシステムもある。

電力システム運用への予測の導入
センシング技術に数理モデルを併用した先進的な予測ツールを使って風速と日射を正確に予
測し、それにより 1 時間以下の短い時間単位で VRE 発電所の出力を予測することができ
る。
高度な予測は VRE 統合の費用対効果を改善するツールと考えられ、システムが VRE 導入の
第二段階に近づくに伴って効果を発揮する。VRE 導入率の拡大に伴い、高度な予測はシステ
ムの信頼性も改善する。
VRE 発電出力の集中型のシステムレベルの予測は、システム運用者がシステム全体の VRE
出力の全体的な変動性を把握し、利用可能な VRE 発電出力を正確に予測することにより、シ
ステム運用を改善することができる。予測はリアルタイムの負荷配分、起動停止計画、運用
計画を支援する有用なツールである。負荷配分を自己設定する市場では、VRE 発電の出力予
測は、発電事業者が信頼できる運用計画を設定し、運用計画からの逸脱を抑制する上で役立
つ。良好な発電所レベルの出力予測は、より費用対効果の高い確実な発電計画を可能にす
る。システム全体の優れた出力予測は、発電計画が適切で、十分な運転予備力を確保する上
で重要である。
出力予測を定期的に更新し、リアルタイムに近づけることで精度が向上する。VRE 導入率の
増加に伴い、出力予測は電力システムの計画と運用により不可欠な要素となる。オーストラ
リア、テキサス州、カリフォルニア州、デンマーク、ドイツ、英国、アイルランド、スペイ
ンなどは、管轄区域にシステム運用を支援する出力予測システムを導入した例である。
オーストラリアの NEM では、AWEFS（Australian Wind Energy Forecasting System）と
ASEFS （Australian Solar Energy Forecasting System）62という風力発電と太陽エネルギー
発電の出力予測システムが、発電機の起動停止計画と負荷配分手順の一部として統合されて
いる。AWEFS と ASEFS は、発電設備の起動停止計画と負荷配分における 5 分から 2 年先
までの様々な時間領域の予測を作成する。この例については、IEA [2017b]の第 6 章のケース
スタディで詳細に述べられている。

負荷配分への VRE の組み込み
VRE の導入率の拡大と、AGC 等のシステムサービスを提供する能力の向上に伴い、市場運
営者は負荷配分において VRE を積極的に管理することにより、高度な予測を活用するように
なる。このような考え方は、VRE 導入の第一段階後半から有用である。
New York ISO（NYISO）、Midcontinent ISO（MISO）63、PJM、ERCOT など多くの電力シ
ステムでは、システムの信頼性を維持しつつ、VRE 出力の利用を促進するため、各種の
VRE の負荷配分機能の開発に着手している（US DOE, 2012b ; Madjarov and Chang,
2012）。これには、他の発電源同様、起動停止計画およびセキュリティ制約付負荷配分64
62

63

64

訳注：以下、ASEFS の対象には太陽熱発電が含まれる。
https://arena.gov.au/projects/australian-solar-energy-forecasting-system-asefs-phase-1/
訳注：名称が変更され、現在は MISO である。
MISO：https://www.misoenergy.org/
訳注：明記されていないが、再生可能エネルギーの優先給電ではなく、経済負荷配分の意。広義には時間レ
ンジでは前日からリアルタイムまで、需給バランス、運転予備力の充足、さらには連系線や送電網
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（security constrained dispatch）に対する VRE の組み込みが含まれる。この対策は、初期段
階における VRE 統合の経済性改善に有用であるとともに、VRE が主要な発電源となった段
階におけるシステムの信頼性向上にも有用である。このような運用形態は、適切な予測シス
テムの導入によって可能になる。
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運転予備力の高度な必要量決定
運転予備力とは、需要を満たすためにシステム運用者が短時間で使うことができる容量であ
る。予備力は需要と供給の不確実性に対処するためにシステム運用に含まれている。一般
に、予備力は電源の喪失などの障害への対応、あるいは需要変動、需要予測誤差など通常の
運用のために確保される。運転予備力を決定するより高度な手法を使うことで、VRE 導入の
第二段階における電力システム運用の経済性を改善することができると考えられる。
予備力は一般に周波数維持予備力（FCR: Frequency Containment Reserve）、周波数回復予
備力（FRR: Frequency Restoration Reserve）、待機予備力（RR: Replacement Reserve）
に分類される65（ENTSO-E, 2017b）。名前が示すように、FCR はシステムレベルの障害発
生後のシステムの周波数の変動を制限する。次に FRR が周波数を公称値に戻して FCR を開
放し、さらに RR が働いて FRR を開放する66。
従来、多くの電力システムで実践されている FCR の必要容量の決定は n-1 基準により、シス
テムにおける発電機または送電線の最大の単一設備事故に対処できる。
重要なことは、VRE 出力の不確実性は、一般に、需要および供給の不確実性とは相関がな
く、電源事故や重大な負荷変動および VRE 変動が同時に発生する可能性は低い。さらに、
VRE 関連の不確実性は 1 日の時間帯によって異なるため、これらの特性を反映して予備力を
動的に調整する必要がある（Milligan, Denholm and O'Malley, 2012）。
FRR は、通常、負荷変動、予測誤差、その他の要因の、経験的、またはより高度な場合は確
率論的分析により決定される。VRE の導入が進むと、電力システムには従来とは異なる不確
実性が加わり、さらに高度な手法により適切な水準の運転予備力を決定し、費用対効果と信
頼性の高いシステム運用を実現する必要がある。電力システムの計画および運用に関する不
確実性が多いことから、FRR および RR の運転予備力必要量の決定には、確率的手法が適し
ている。これらの手法は、テキサス州、英国その他多くの欧州連合（EU）諸国などの管轄区
域で用いられており、スペインでは、風力および太陽エネルギー発電の予測誤差が予備力計
算に組み込まれている（ボックス 8）。
ボックス 8

スペインにおける予備力決定への予測誤差の利用

風力および太陽エネルギー発電所もそれぞれ発電の予測値を申告するが、スペインの TSO である
REE は、SIPREOLICO と SIPRESOLAR という風力と太陽エネルギー発電の出力予測ツールによ
り、向こう 48 時間の風力およびと太陽エネルギー発電出力を予測する。1 時間の粒度の予測は 1 時
間ごとに更新され、二次、三次、および「低速」（30 分〜4 時間）の予備力の決定に関する情報を
提供する。
毎日、市場および相対契約を受けて、REE は翌日の運転予備力の利用可能性をチェックする。予備
力誤差の上下限、過去の需要予測、および過去の風力・太陽エネルギー発電の出力予測誤差を考慮

65

66

の潮流制約などの制約のもとで起動停止計画と経済負荷配分を、狭義にはリアルタイムあるいはそ
の領域の経済負荷配分を意味するなど、定義についてはそれぞれのコンテクストで確認要。
訳注：Entso-e はこの予備力体系を 2013 年の”Network Code on Load-Frequency Control and Reserves”
で定め、同時に発表された Supporting Document に予備力やその適用プロセスの詳細が述べられて
いる。FCR, FRR, RR について定訳はないため、本翻訳では、内容に即した訳を行った。
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/resources/LCFR/130628-NC_LFCRIssue1.pdf
訳注：この予備力の運用の内容は欧州の ENTSO-e が主導する運用の考え方の場合の例である。
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して、最終的な計算を行い、市場実績を受け取った時点からリアルタイムまでの予備力を修正す
る。

より迅速な起動停止計画と負荷配分
起動停止計画と負荷配分をリアルタイムにできるだけ近づけることで、正味負荷の変化をよ
り正確に表現することができる。これにより、VRE 変動の大部分をエネルギー市場の取引67
で吸収し、予備力で調整する必要がなくなるため、予備力の使用がさらに効率的になる。こ
の運用方法は、VRE 導入の第二段階からの VRE に関連する経済的な懸念への対処に有用で
ある。
卸電力市場を有する管轄区域では、起動停止計画と負荷配分は通常は時間による単位（コ
マ）で行われる。1 コマの長さは最も速い市場の 5 分から、より標準的な設計では 30 分から
1 時間までの範囲である。
垂直統合の構造を持つ管轄区域では、システム運用者は市場取引スケジュールに制約され
ず、したがって、システムの必要に応じて任意の時間に再負荷配分を行うことができる。
今日の主要な電力市場において、最短の負荷配分コマは 5 分で、米国のほとんどの独立系シ
ステム運用者（ISO）およびオーストラリアの NEM で採用されている。テキサス州電力信頼
性評議会（ERCOT）は、負荷配分コマを短くすることで市場運営の効率化に成功した市場の
代表例である。ERCOT は 2010 年に負荷配分コマの 15 分から 5 分への短縮を決定し、周波
数調整予備力の必要量を低減した（ボックス 9）。
注意すべき点は、VRE がなくても起動停止計画と負荷配分の高速化の便益はあるが、VRE
導入率が高いとその便益は大きくなる。
ボックス 9

テキサス州 ERCOT におけるリアルタイム負荷配分

ERCOT は、テキサス州内における約 2,300 万の顧客への電力供給を管理する ISO である。2010 年
に実施された市場改革の一環として、負荷配分コマが 15 分から 5 分に短縮された。負荷配分コマが
短くなった結果、周波数調整予備力の必要量は大幅に低減された（図 11）。
ERCOT 市場は、5 分毎という発電所の準リアルタイムの負荷配分が特徴である。実際、ERCOT の
地点別価格システムでは、風力資源を含むすべての発電の資源に、基本的に 5 分毎に個別の負荷配
分指令が与えられる。セキュリティ制約付経済負荷配分（SCED: security constrained economic
dispatch）アルゴリズムは、主に、負荷と発電のリアルタイム遠隔監視データ、エネルギー供給価格
および最新のシステム状態に基づいている。
このような運用形態は、米国の ISO および地域送電機関（RTO）の特徴である送電網の集中管理に
より可能となる。同時に、市場取引の清算と混雑管理を組み合わせることができれば、市場参加者
とシステム運用者の協調を必要とする再給電プロセスをなくすことができる。リアルタイムの負荷
配分により、予備力の必要量は最小限になり、リアルタイムの電力価格に送電線の混雑や他のすべ
ての課題が反映される68。
ERCOT のリアルタイム負荷配分プロセスは、発電に対して入札された価格やシステムの制約（送電
線潮流の制約など）の下で、風力発電の利用の最大化を意図している69。

67

68

69

訳注：原文は Schedule。起動停止計画との訳語を充てるところであるが、内容に即して「エネルギー市場
の取引」とした。
訳注：正確には、5 分コマの中の需給変動、5 分後の予測誤差などの定常変動に対する必要量は少なくなる
が、障害に対応する予備力は依然として必要であり、kWh 市場の外での調整の必要性はなくならな
い。
訳注：実際には運用費が低く低価格で入札できる風力などが優先的に負荷配分を受けるが、運用決定の目
的関数は費用最小であり、優先給電ではないことに注意。
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図 11

ERCOT における負荷配分コマ短縮前後の予備力必要量の変化

Page | 52

出典: IEA RETD (2015), Integration of Variable Renewables。

キーポイント 負荷配分コマの短時間化で、より効率的な予備力必要量が得られる。

制御区域間の負荷配分の協調と連系線管理
地域間連系線を用いて需給調整を行う領域の規模を拡大することにより、VRE の変動性と不
確実性の影響が低減し、インバランスの相殺および予備力の融通や共有が可能になる。これ
は、特に VRE 導入の第三段階以降の VRE 導入率が高い電力システムの需給調整において、
費用対効果の高い選択肢のひとつである。
制御区域を跨ぐ起動停止計画と負荷配分を調整することで、地理的および資源の多様性が高
まり、全体的な負荷と VRE 出力の変動を滑らかにすることができる。広域では気象パターン
の強い相関は考えにくく、各管轄区域の需要が同時にピークに達する可能性も低い。
制御区域間の協調により、予備力の必要量が少なくなる。さらに、複数の地域を組み合わせ
ることで、全体の予測誤差や出力調整の必要性も減少する方向となる（図 12）。
連系線の適切な運用により、他の方法よりずっと効率的に柔軟性資源を使用できるようにな
り、システムの柔軟性が大きくなる（IEA, 2011a）。さらに、連系により周波数応答を相互
に提供し、AC 送電線を介した連系もシステム間の慣性の共有に貢献する。
制御区域間の効果的な協調には、管轄区域を統合する地域間の計画が必要である。これは、
後で VRE との統合計画に関する節で説明するように、市場統合を達成するための基盤ともな
る。
これらの活動は、多くの欧州市場で行われており、最近の開発には、インバランスの相殺の
プロセスを実施する地域プロジェクトである IGCC（International Grid Control Cooperation）プラットフォームがある。現在、IGCC プロジェクトには、オーストリア、ベル
ギー、チェコ共和国、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、スイス（ENTSO-E,
2017c）の 8 カ国から 11 の TSO が参加している。
Nord Pool も連系線管理と制御区域間協調の良い例である（ボックス 10）。デンマーク、ノ
ルウェー、スウェーデン、ドイツ間の AC および DC 連系線を通じた国境を越えた連系線に
より風力発電出力を他の国に送電し、需給変動を 1 つの大きな制御区域で調整することを可
能にする。
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図 12

制御区域間の運用の統合による便益
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注：MW / hr = 1 時間当たりのメガワット。
出典: NREL (2007), Impact of Balancing Areas Size, Obligation Sharing, and Ramping Capability on Wind Integration.

キーポイント

制御区域の運用を組み合わせることで、出力変化の要件が軽減される。

ボックス 10

ノルディック市場における連系線管理

Nord Pool Spot（NPS）市場は、連系線管理の優れた実践例である。ノルディック市場の 12 のゾー
ンを中欧および西ヨーロッパ（CWE）市場と結ぶ送電容量のオークションは、電力の前日市場によ
る間接方式である。
北欧地域を対象とした NPS 市場は、大きな柔軟性の共有を保証し、一連の市場（前日、当日、リア
ルタイム運転予備力）により、連系線を通じて前日から実際の給電時間までの取引を可能とする。
また、システム運用者 4 社が協調して、自社の資源により国別ではなくシステム全体の需給調整を
協調して行う。
デンマークの連系線はすでに電力システムの需給調整に使用されており、風力発電の出力が大きい
ときにはエネルギーを売り、小さいときにはエネルギーを輸入する（図 13）。
連系線はデンマーク国内システムの安定性を維持するためにも使用される。2014 年における風力発
電の変動の約 80 ％は、連系線を通した商業取引によって補償された。
出典: ENS (2015), Flexibility in the Power System – Danish and European Experiences。
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輸入(MW)

図 13

輸出(MW)
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デンマークの連系線潮流と風力発電出力
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出典: Energinet.dk (2017), Market Data, www.energinet.dk/EN/El/Engrosmarked/Udtraek-afmarkedsdata/Sider/default.aspx

キーポイント 制御区域を大きくすることで、VRE 発電の価値を最大化できる。

VRE 発電所に適した運用要件の必要性
ネットワークコード70の役割と VRE 発電所
前章で述べたように、電力システムのすべての構成要素を適切かつ確実に調整するために、
一連のルールと仕様を制定し、電力部門のすべての関係者がこれを遵守する必要がある。こ
のようなルールをネットワークコードと呼ぶ。ネットワークコード71は接続コード、運用コ
ード、系統計画コード、市場コードなど多くの側面を網羅している（IRENA, 2016）72。
従来型電源を代替する VRE の導入率の増加に伴い、周波数調整や有効電力制御、無効電力・
電圧制御、運転予備力などのシステムサービスを VRE から供給する必要性が高まる。その結
果、送配電網に接続された VRE 発電所では、より厳密で正確な技術要件が求められる。
ネットワークコードは、VRE の導入率の増加に伴う電力システムのニーズの変化に合わせて
継続的に修正される。さらに、システム運用者の実践経験が増えることで、必要な変更が示
される。ネットワークコードの改訂の頻度は、電力システムとエネルギー部門の進化の速度
によって決まる。
最近では、VRE 導入率の増加に対応して、ドイツ、アイルランド、スペイン、デンマークな
ど多くの国で系統連系規程の改訂が行われている。アイルランドは風力の導入率が高いた
め、系統連系規程の修正に積極的に取り組んでいる（ボックス 11）。
最近の進展の 1 つが欧州連合（EU）で、欧州委員会規則 2016/631 により発電機の系統連系
要件を規定するネットワークコードを制定した73。VRE の導入率の増加に伴い必要になるシ
ステムサービスの必要量を予測することが困難であるため、必要な技術要件の実施プロセス
70

71

72

73

訳注：原文は Grid code である。本書の Grid Code は、ENTSO-e の体系であるネットワークコードまたは
接続コードの二つの意味で使われている。このため、前者の場合はネットワークコード、後者の場
合は日本の用語である系統連系規程に、意味によって訳し分ける。Entso-e のネットワークコードの
体系の説明は以下を参照。
https://electricity.network-codes.eu/network_codes/
訳注：IRENA,2016 では、Entso-e のネットワークコードの体系を Introduction で紹介して全体の議論を進
めている。
計画コードには、送電網の拡張と新規発電容量の計画立案に関するルールが含まれる。 市場コードに
は、電力取引のルールと、価格形成に技術的制約を組み込む方法が含まれる。
訳注：日本の系統連系規程にあたる RfG（Requirement for Generator）のこと。2018 年までに各国がこの
ひな形に基づく各国実施案を作成中。
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を先送りにすると、システムの信頼性に及ぼすリスクが大きくなる可能性がある（詳細につ
いては、付録 2 を参照）。
ボックス 11

アイルランドの系統連系規程

アイルランドは系統連系規程を継続的に更新し、送配電網が VRE 発電の大きな導入率に対応できる
ようにした。電力システムを支援するため、技術要件に対して多くの変更を行っている。これら
は、システム運用者である Eirgrid によって実施された広範な検討に基づいて決定された。
現在の系統連系規程 Ver.6.0 には、特に風力発電所向けに確立された多数の技術要件が含まれてお
り、有効電力制御、周波数応答、電圧調整を対象としている。注目すべき要件は次のとおりであ
る。


5 MW 以上の容量の発電所について風力発電機の動的モデルを提供すること



公称値の 15 ％までの 625 ミリ秒未満の電圧降下に対し、風力発電所の接続を維持する FRT74
能力を保持する。さらに、風力発電所は電圧の回復を助けるため、有効電力と無効電流を供給
すること



0.5 Hz/秒までの RoCoF75値に耐える能力を持つこと



47.0 Hz〜47.5 Hz の範囲内の周波数で連系を 20 秒間維持すること



5〜15 秒以内に周波数偏差に応答すること76



有効電力出力の変化率を定格容量ベースで 1 ％〜100 ％/分で制御すること。

出典: EirGrid (2015), EirGrid Grid Code Version 6.0

VRE 導入拡大に伴う統合計画
VRE の統合を促進するためには、長期エネルギー計画において VRE に関連する問題を考慮
することも重要である。これにより、発電と送配電インフラの両面で柔軟性を持つ資源に関
する適切な投資を判断することができる。さらに、高度なデマンドレスポンス、貯蔵、輸送
の電化などその他の重要な動向についての選択肢を正確に反映させる必要がある。システム
の柔軟性を高めることで、VRE 統合が容易になるだけでなく、電力システム運用の費用対効
果と信頼性を向上させることで、他の便益も得られる。
電力部門の計画は長期の計画であるため、本質的に複雑なプロセスであり、非常に不確実な
要因に左右される。さらに、所与の電力システムに対する複数のグループと管轄区域からな
る、多くの活動で構成されるため、計画策定のプロセスは一層複雑になる（Cochran et al.,
2012）。
従来の電力部門の計画は、この先 20〜30 年間の経済成長を仮定して予測された電力需要を
満たす供給インフラ（発電、送配電網）を拡張することが主な目的だった。しかし、VRE や
その他の新技術の導入および消費者参加の増加による電力部門の状況の変化に伴い、将来の
電力システムについての計画はこれらの発展の役割と影響を反映してより高度化する必要が
ある。

74
75
76

訳注：Fault Ride Through （事故時運転継続）
訳注：前節の「システム非同期電源率の上限値の制定」の脚注参照
訳注：正確には、5 秒以内に周波数偏差に応答し、15 秒以内に制御を完了すること
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統合性と協調性がより高い計画の枠組みは、将来の電力システムに対して適切な選択肢を特
定する上で有用である。このプロセスでは、柔軟性と信頼性の問題、および供給側と需要側
の各種資源が VRE 統合で果たす役割を考慮して、電力システムの変革の道筋を示す必要があ
る。
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多数の管轄区域で統合計画が採用されており、電力部門、特に VRE 導入に関する開発を効果
的に反映させる一連の要因を考慮している（Miller et al., 2015）。
協調され、統合された計画には、概略で以下のように分類される多くの要素が含まれてい
る。
 需要資源を組み込んだ統合計画
 発電・送配電の統合計画
 電力部門と他部門、特に温冷熱供給・輸送部門との部門横断的計画
 異なる地域、管轄区域および制御区域を跨ぐ計画。

需要資源を含めた統合計画
統合計画には、需要資源を考慮した計画プロセスがある。
需要側に見込まれる役割は、電力部門計画において見過ごされることが多い。デマンドレス
ポンスは、分散型エネルギー資源（DER）によって提供される。一般に DER はモジュール
形式を取ることがある小規模資源であり、地域の配電網に接続され、エネルギーまたはシス
テムサービスを提供する能力を持つ。DER には、分散電源、柔軟性を持つ需要、貯蔵および
その他の資源が含まれる。
適切なデマンドレスポンスは、迅速な応答サービスを提供することによって、VRE の出力変
動の平滑化や電力システムの信頼性維持など、様々な便益を実現することができる。また、
発電や送配電網への投資の延期や回避にも大きな役割を果たす。DSM には、省エネルギープ
ログラムから積極的な負荷管理まで多数の介入形態の選択肢がある（IEA, 2014）。
需給資源を網羅した協調性のある計画では、エネルギーの地点別価値を考慮することで、
VRE 技術の導入に最も有利な区域の特定に役立つ。

再生可能エネルギーのシステム統合

© OECD/IEA 2018

ベストプラクティスの最新情報

ボックス 12

PacifiCorp の統合型資源計画

PacificCorp は米国北西部 6 州にまたがる電力会社で、独自の統合資源計画（IRP: Integrated
Resource Plan）77に基づき、省エネルギープログラムおよび負荷配分可能なデマンドレスポンスプ
ログラムを電力計画に統合している。これらは供給資源として評価され、IRP モデルにおける他の
供給オプションと比較することができる。
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こうして策定された費用を抑えた省エネルギー対策は、最終的な IRP における電力供給の大きな割
合を占めている。
出典: Wilson, R. and B. Biewald (2013), Best Practices in Electric Utility Integrated Resource Planning: Examples
of State Regulations and Recent Utility Plans。

電源と送配電網の統合計画
統合計画手法により、送配電網全体の資源を最適化することで、信頼性、経済性、環境の各
面に多くの便益がもたらされる。歴史的には、垂直統合された規制下の独占企業によって実
施されてきた電力システム計画は、多くの場合よく調整された計画で、送配電網の混雑の実
際の発生は少なかった。
しかし、再編された市場の管轄区域では、計画の調整はより困難であることが多い（IEA,
2016a）。これは、発電、送電、配電の各計画が異なる組織により管理され、個別に実施さ
れていることが原因であることが多い。この結果、発電、送電、配電の拡張が整合せず、効
果が落ちる結果となる可能性がある。
この問題は、VRE プロジェクトの開発が電力システムの他の要素の変化を上回ることが多い
ため、VRE 導入が進むにつれて大きくなる。（風況・日射など）最高品質の資源を有する地
域に VRE が集中すると、その地域の送電網に負担がかかり、送電の混雑を招き、最終的には
電力の供給コストを上昇させる可能性がある。
この問題は送電網と配電網の双方にとって重要であり、新規の VRE の追加により従来のエネ
ルギーの流れや送配電網利用に変化が起こり、地域における送配電網への VRE の接続によ
り、通常の配電網の運用が難しくなる可能性がある。VRE プロジェクトの開発に、送配電網
の整備が追い付かないことがある。ブラジルで発生したこの種の問題では、送電容量の不足
のため、2015 年末の段階で 300 MW の風力発電が接続できなかった（Epoca, 2016）。
発電と送電の拡張を考慮した計画手法の一例としては、南アフリカの再生可能エネルギー開
発地域（REDZ）政策がある。統合された地点分析と利害関係者の協議に基づき、8 つの
REDZ が特定された。地点分析では、エネルギー資源の賦存量、インフラの可用性、利害関
係者と地方自治体の支援、環境適合性、社会経済的ニーズが考慮された（SA DOE, 2015）。
REDZ の場所が示されることで、送配電計画に対し送配電網が支援することが必要な地域が
特定され、確認される。REDZ については、第 6 章の南アフリカのケーススタディ[IEA,
2017b]で詳細な内容が述べられている。
統合計画に加えて、調達戦略により、VRE 発電所の地点に基づいて財務的インセンティブを
与えることができる。これについては、送配電網投資に関する次節以降で説明する。

77

訳注：IRP とは、米国の電力会社に義務付けられている我が国の供給計画にあたるもの。デマンドレスポン
ス な ど を 含 め た 統 合 型 で あ る こ と が 特 徴 。 Pacifi Corp の IRP は 以 下 の サ イ ト に あ る 。
http://pacificorp.com/irp
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電力部門と他部門の統合計画
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電力と他の部門にまたがる統合計画は、エネルギーシステム統合において拡大しつつある分
野である。歴史的に、異部門間の計画は、多くの国で発電用の主要な燃料の 1 つであるガス
部門と電力部門の間でのみで重要であると考えられてきた。しかし、その電力・ガス計画で
さえ、特に制度および規制の点で課題が多いため、多くの国で別々に実施されている。
多くの管轄区域で、電力とガスの計画を連携する取り組みが行われてきた。欧州連合（EU）
では、欧州委員会が電力計画立案者78に対し、ガス部門である ENTSO-G（欧州のガス配送網
運用協議会）の計画担当者と協力して共通のベースライン想定を作成することを奨励してい
る。これには、それぞれのネットワーク開発 10 年計画に同じ分析基盤を使用することが含
まれる。次にこれらの計画は、様々な電力およびガスのネットワーク拡張・強化プロジェク
トの費用便益分析の基礎として使用される。
最近では、需要側の技術の継続的な革新と導入が、電力システムに影響を与えている。需要
側の技術、特に電気自動車（EV）は、電力システムにおける VRE の導入を促進する可能性
がある。このような技術の選択肢の導入により、電力システムの柔軟性を高めることができ
る。例えば、スマート充電機能を備えた EV は、VRE の出力が高い時間帯に充電し、出力が
低い時に送配電網に放電することで柔軟性を提供し、VRE の統合を促進する。
さらに、電力部門と輸送部門の連携も EV 充電インフラの開発と計画を支援し、EV の普及を
促進することができる。EV の普及に従い、電力部門と輸送部門の相互作用が増加すると考
えられる。スコットランド、日本、米国など、多くの管轄区域で電力部門と輸送部門との間
の計画の連携が行われている（Miller et al., 2015）。スコットランドでは、EV は風力の余剰
発電出力を吸収して、風力発電の統合に貢献し、風力発電の出力抑制を回避している（Miller
et al., 2015）。

地域を跨ぐ計画
電力システム計画は、従来、それぞれ単独の電力会社の制御区域に限られていた。しかし、
VRE 導入率の拡大に伴い、制御区域を拡大して、複数の地域にわたる多様な資源により柔軟
性の供給を増加できる可能性が出てきた。さらに、広域に存在する多様な発電源により、供
給の変動が低下する。電力システムを大規模かつ統合することで、システム運用は複雑にな
るが、より安定する傾向がある。
制御区域の変化と地域間計画の拡大は、時間の経過とともに、わずかな動きから、特定の管
轄区域における電力市場統合にまで至っている（Miller et al., 2015）。複数の制御区域また
は国の管轄区域に跨る計画により、既存の発電および送電資源をより効率的に使用し、増強
費用を最小限に抑えることができる。
多くの隣接する TSO は、資源利用の最適化と柔軟性の向上のため、連携して電力システム計
画を策定し始めている。地域間で連携した調整は欧州連合、南アジア、東南アジア諸国連合
（ASEAN）、米国で見られる（IEA, 2015b, IEA, 2016a）。
2011 年以降、米国の地域送電計画の立案者は、隣接エリアの送電計画立案者との調整により
地域計画を策定することが求められている（FERC, 2016a）。南アジアでは、2013 年からイ
ンド、ブータン、ネパールの電力システムが相互に接続され、同期した運用が行われてい
る。2014 年、各国政府はエネルギー協力に関する南アジア地域協力連合（SAARC）包括協
定を締結し、エネルギー部門では地域間の電力市場開発と更なる連系線の開発が含まれてい
る（SAARC, 2017 年）。

78

訳注：次の ENTSO-G (European Network of Transmission Operator for Gas)に対し、ENTSO-E (European
Network of Transmission Operater for Electricity)
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地域間計画による利益の可能性があっても、多国間の電力取引には制度的および契約上の課
題が多い。このような国境を越えた取り組みは、複雑で実現が難しいものとなる場合があ
る。
欧州連合（EU）は、送電計画における地域協調の顕著な例である。様々な管轄地域の送電網
計画と運用を調整するため ENTSO-E（欧州送電運用者協議会）が設立された（IEA,
2016c）。ENTSO-E の活動にはネットワークコードの作成、実施の調整と監視と、長期的な
地域送電網計画の策定が含まれる（ボックス 13）。
ボックス 13

欧州における協調型送電網計画

ENTSO-E は、送電網開発 10 カ年計画（TYNDP）を隔年で改訂し、EU のエネルギー政策の目標達
成を促進するために必要とされる向こう 10～15 年の送電網拡張計画の概要を公表する。TYNDP
は、ENTSO-E 地域内で汎欧州送電計画を提供する共同計画政策であり、2030 年における欧州の電
力システムの在り方を示すシナリオやビジョンの開発から始まる 2 年間の検討の成果である。
TYNDP 2016 は、2030 年の再生可能エネルギーの導入率を 45 ％から 60 ％とする「ビジョン」と
呼ばれる様々なシナリオに基づき必要な送電線および連系線の開発を分析し、欧州の送電網のう
ち、ボトルネックが存在する、あるいは対策が行われなければ発生するおそれのある地点を約 100
カ所指摘している。
TYNDP で特定されたプロジェクトは、EU のエネルギー政策目標の達成に貢献する。この目標に基
づいて、Project of Common Interest（PCI）が選定され、認可手続の加速、規制条件の改善、財政
支援の提供などの利益を受ける。
出典: ENTSO-E (2016a), Ten-Year Network Development Plan 2016。

DER の増加に伴う低・中圧配電網の計画と運用
中・低圧配電網79の計画では、これまで、供給地域の負荷の増加と、計画期間内に普及また
は重要となる可能性がある技術に関するシナリオ計画を考慮する必要があった。配電網イン
フラの増強は、一般に大規模な投資であり、償却期間も数十年にわたり、完了までかなりの
時間および/またはプロジェクトの段階実施を必要とするため、長期計画による将来の投資の
管理が行われる。配電インフラの計画期間は、通常 5 年から 10 年である。

新たな計画要件
配電会社の計画期間内に大量の VRE などの DER が地域の配電網に統合されることが予想さ
れる場合、通常、より複雑な追加的な計画検討を実施する必要がある。これは、相互接続さ
れた配電システムの安全で、信頼性と費用対効果が高い運用を継続的に確保するためである
（IEA PVPS, 2014a）。現地の状況によって、システム運用者は追加の計画項目の組み合わ
せを志向する可能性が高い（表 4）。

79

訳注：欧州など海外と日本の送・配電の分類、電圧階級区分はは一致しないが、本書では原文の表現に即し
て「中・低圧配電線」とした。
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DER 統合のための新たな計画項目

検討項目

目的

実負荷の推定

DER 発電によって相殺されたフィーダ負荷を決定する

回線の接続変更80

DER の統合のもとでも接続変更が可能であることを確認する

潮流

過負荷や、逆潮流が発生する可能性のある、単方向の潮流の仕様となっている機器
を特定する

電圧調整

電圧品質を確保し、自動電圧調整装置の配置と制御設定を通知する

出典: Seguin et al. (2016), High-Penetration PV Integration Handbook for Distribution Engineers。

選択および検討手法の改善
地域電力会社は、「screen」81を使用して、ビハインド・ザ・メーターの太陽光発電プロジ
ェクトなどの DER が地域の配電網に及ぼす影響を評価する。スクリーニングは、配電計画
業務の一部であり、DER プロジェクトの承認プロセスに関係する。
配電網上の DER の正確な分布（配電線の両端付近など）により、DER の配電線に対する影
響の大きさが決まる。より正確な配電網計画により、接続要求に対して詳細な分析が必要な
のか、詳細な分析なしに承認するのか、大きな回路変更や増強なしでは直ちに計画期間内に
接続できないかを、システム運用者に通知できる（ボックス 14）。
今日の配電網で使われている「screen」の多くは、DER の導入率が低い前提で設計されてい
る。地域の配電網スクリーニングの精度を向上させるためには、近隣や街路レベルなど比較
的高い空間分解能を持つ将来の DER 導入シナリオを計画作業に含める必要がある。計画ツ
ールは、社会経済データにより、特定の地域における DER 導入の可能性を判断することが
できる（Sigrin et al., 2016）。配電網への影響を評価するもう 1 つの手法としては、DER の
ランダムな配置を想定する手法がある（Smith and Rylander, 2012）。このように、導入率が
増加に伴う必要な分析の複雑化に対応するため、「screen」の改良にはかなりの開発が必要
である（Rylander et al., 2015）。

80

訳注：ここでの「回路の接続変更(circuit reconfiguration)」は、配電線路でのループ化、地絡・短絡事故時
やその後の再閉路時、開閉器での計画的な接続変更など、PV に必ずしも関係しなくとも配電網で生
じる接続変更を指している。出典の文献では、PV の大量導入時には、その接続に際して通常時だけ
でなくこうした接続変更時にも問題が生じないか評価する必要があると指摘されている。ただし、
事故時などは過電圧や過負荷の基準が通常時と異なる場合がある点に注意が必要である。

81

「screen」は、地方のシステム運用者が地域の配電網の熱容量および電圧容量上下限の逸脱を評価する視
覚化ツールである。
訳注：「screen」は特定のツールを指すものではなく、電力会社、ソフトウェア会社、研究機関などが使
用、提供、研究する DER の連系のスクリーニングを行うツール。”Rylander et al., 2015”にはま
とまった情報が載せられている。
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ボックス 14

15 ％を超える導入：カリフォルニアにおける新たな DER 連系判定手法

従来、DER の総容量が配電線のピーク負荷の 15 ％に達した場合、カリフォルニア州の DER プロ
ジェクトにはフルスペックの連系検討が求められた。PV 導入の進展につれて、この 15 ％の限界が
しばしば顕在化する、管理プロセスの負担が増し、その後の導入を遅らせた。今日では高度化した
分析により、地域の配電線を飽和させる可能性が高く、電力会社による詳細な分析が必要かを判断
する。これにより、プロジェクト評価の負担が軽減され、より効果的になり、電力会社やプロジェ
クト開発者にとって時間とコストの節約となっている。

スクリーニング後、システム運用者は PV 連系申請の評価について、準静的な時系列
（QSTS: Quasi-Static Time Series）解析または代替方法を適用することができる（NREL,
2014a）。QSTS 解析では正確な負荷モデルと日射モデルを組み込んでおり、DER が回線運
用と電圧調整装置の組み合わせに与えると予想される影響を、より詳細に解析することがで
きる。しかし、現代の一般の計算機でも、包括的な評価には数日を要することがある。VRE
連系のためには、時間がかからない検討方法やツールが必要である。ドイツの配電網運用者
EWE Netz はこの時間的な遅れを短縮する取り組みを先導しており、プロジェクト開発者や
住宅所有者はわずか数分でスクリーニングの結果を受け取ることができる。

データに基づく先進的な配電システム管理
一連の有用なエネルギーサービスの提供とは別に、DER とその導入を支援する技術は、配電
網の運用と計画が必要とするデータの貴重な供給源である。DER は、直接、あるいはエネル
ギー管理システム（EMS）や第三者のアグリゲータを経由してシステムの状態を運用者に伝
えることができる（NREL, 2016b）。
標準的なインターネット接続や他のシステムを通じた情報交換の改善により、システム運用
者は DER の位置およびエネルギーとエネルギーサービスの提供をリアルタイムで可視化す
ることができる。また、気象条件に基づいて DER による発電と需要を予測することも可能
になる。
システム運用者が適切な制御を行うためには、高度配電管理システム（ADMS）を導入する
必要がある。ADMS は、運用者側のデータの流れを管理および整理する。ADMS の重要な特
徴は、消費者に設定値やその他の制御信号を送ることができることである。これにより、エ
ンドユーザの機器の組み合わせに対する有効電力および無効電力の配分を実施し、必要に応
じて公平に出力を抑制することが可能になる。

VRE 統合を支援する政策、規制、市場の枠組み
VRE の大規模な導入は、電力システムの変革という意味において、従来の政策、市場、規制
の枠組みに課題を提起している。これは、完全に再編・自由化されたモデルに向かうのか垂直
統合モデルに向かうのかにかかわらず、すべての市場構造に当てはまる。しかし、必要な適応
は、出発点が異なるため、各状況において大きく異なる。世界的に見られるのは、異なるモデ
ル間のある程度の収束である。

電力システムの効率的運用のための政策、市場、規制の枠組み
政策、市場、規制の枠組みは、電力システム運用に関する決定方法に強く影響する。卸電力市
場が整備されている場合、運用に関する決定は発電事業者による入札に基づくが、そのような
市場も詳細な設計は異なる（下記参照）。近年、電力システムの運用効率を改善し、VRE の導
入率をさらに高めるために、これらの市場の確立または強化に関心が集まっている。この背後
にある要因としては、特に広域にわたる既存設備のより有効な活用による節約の可能性があ
る。さらに、風力と太陽光の導入は、市場設計の改善の原動力となっている。適切に設計され
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た短期市場は、運用上の判断の調整に関係するだけではなく、発電への新規投資の環境改善、
柔軟性の促進、発電所の廃止に関する正確な情報提供に貢献することに留意することが重要で
ある。したがって、短期市場の導入や改善を最優先事項とすべきである。

最小費用負荷配分 ー 短期市場の役割 （分～時間)
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短期市場は、すべての市場ベースの電力システムの基礎であり、VRE を高い導入率でかつ高
い費用対効果で統合する有効な手法であることが証明されている。短期市場はほとんどの場
合、前日市場とリアルタイム市場という 2 つの主要な市場で構成されている（図 14）。前日
市場では、参加者はエネルギー売買を入札し、翌日の各時間における価格を設定するとともに
発電ユニットの運用が決定される。その後、当日には、需給バランスを取るための調整が必要
で、それらは継続的に更新される。これは、システム運用者または発電事業者によって行われ
る。欧州では、市場参加者は、システム運用者がバランシング（またはリアルタイム）市場を
介して需給調整を行ってバランシング電力価格を設定する前に、当日市場の枠組みの中で電力
のブロックを取り引きすることもできる。北米では、システム運用者が 5 分単位の市場でリア
ルタイム価格を計算する。システム運用者は、遅滞なく周波数を回復するために、運転予備力
を含むいくつかのアンシラリーサービスも調達する。
これらの短期市場に加えて、中長期市場では前日市場の前に、電力や先渡し容量開発の取引が
できる。それらは投資決定（以下の節を参照）において重要な役割を果たしているが、これら
すべての市場の基礎となる商品は、短期市場で取り引きされるエネルギーであることを忘れて
はならない。
電力市場に標準の設計はない。しかし、概して、既存の短期市場は、電力価格の地理的および
時間的分解能により 2 つのカテゴリーに分類される（IEA, 2016b）。
 低分解能の市場設計は、欧州で実施されており、その主要な目的は国境を越えた電力取引
を可能にすることである。各国の国内送電網の混雑は比較的少なく、国ごとの単一価格で
十分であると考えられていた。それぞれの価格ゾーン内で、システム運用者ではなく電力
取引所が、混雑および送電網の制約が存在しない前提で価格を計算する。システム運用者
は、発電所を再給電することによって混雑を処理する。主となる市場は前日市場で、参加
は必須ではない。
バランシング/リアルタイム市場は前日市場を補完する市場であり、システムの限界費用を
反映することよりも、市場参加者に需給バランスを取るインセンティブを与えるために設
計された。
 高分解能の市場設計は、電力システムの物理的実体と運用の正確な経済的表現を提供する
ことを追求する。これらは、テキサス州など北米の複数の地域でより一般的になっている
（Alaywan, Wu and Papalexopoulos, 2004）。そのために、システム運用者は高度なソフ
トウェアによりセキュリティ制約付経済負荷配分（SCED: Security Constrained Economic
Dispatch）を実施して市場枠組みを直接管理する。
主となる市場はリアルタイム市場である。システム運用者は、リアルタイムの送電線の混
雑を反映して、数千のノードの地点別限界価格を計算する（Schweppe et al., 1988; Hogan,
1992 and 1999）。再生可能エネルギーの導入に必要な柔軟性を経済的によりよく（価格
に）反映するために、近年、いくつかの市場では時間分解能が 5 分とさらに細分化してい
る。前日市場の価格は、リアルタイムの電力価格の最善の予測を反映している。
高分解能の市場設計は短期市場のベンチマークとなり、電力市場全体の運営コストを削減する
ことができる（Green, 2007; Neuhoff and Boyd, 2011）。高い地理的および時間的分解能を持
つ市場設計は、より高い導入率での VRE の統合に適している。当日の時間枠の中での透明性
が増せば、既存の高分解能の市場設計がさらに改善され、風力や太陽光の予測の精度向上に対
して電力スケジュールが調整しやすくなる。
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これに対して、低分解能の市場は、より多様な発電所の効率的な運転に貢献するためには、地
理的分解能を改善する必要がある。しかし、高分解能と低分解能の市場設計の差は、市場に提
供されるシステムの局所的および一般的な供給不足に関する情報の差である。実際、物理法則
はいずれでも同じであり、低分解能の設計でも、システム運用者は地点別の情報に基づく集中
型市場枠組みを使用して混雑を管理し、発電と負荷をリアルタイムで調整するために必要な発
電所の運用を指令する82。再生可能エネルギーの導入率が高い場合、地点別の短期バランシン Page | 63
グ電力価格の透明性を高めることが重要になり、確実に市場設計を収束する83（IEA、2016b）。
図 14

電力市場の構成要素の概観

注:PPA:電力購入契約(Power purchase agreement)84
出典：Reprinted from IEA (2016b), Re-powering Markets: Market Design and Regulation during the Transition to Low-Carbon
Power Systems。

キーポイント 相互に関連した複数の市場により、様々な時間領域で発電と負荷を一致させる。

短期市場設計に関する最近の改善では、リアルタイムに近い取引の導入、供給不足時の価格設
定の改善、システムサービス85の調達のための市場の改革、より広い地理的地域での取引の導
入、分散資源の統合促進、といった点に主に焦点が当てられている。最後の分散資源の統合推
進については、次々節「論点:ローカルグリッドの進化」で詳しく説明する。他の点について
は、以下、例とともに順に説明する。

運用判断と取引のリアルタイム化
技術的な制約から、システム運用に関してある程度の将来の計画とスケジューリングが必要と
なる86。しかし、実際には、多くの電力システムは、技術的に必要とされるよりもはるかに前
から、場合によっては数週間から数か月前に、運用上の決定を確定する傾向がある。例えば、
発電事業者と消費者との間の長期契約は、発電所による柔軟性の提供を妨げる可能性がある。
このような状況は、特に VRE の導入率が高い場合、最小費用システム運用にとっては望まし
くない。VRE の導入率が上昇している地域では、リアルタイムに近い電力取引への改善策が
講じられている。
例えば、欧州では、当日市場の機能を改善するために多くの措置が取られている。ドイツでは、
近年これらの市場の機能が体系的に改善されている。最初のステップとして、ドイツの電力取
82
83

84
85
86

訳注：原文の call の訳である。発電所に出力調整の指令（給電指令）を出すことを指している。
訳注：既存の市場設計が地点別価格を採用している米国 ISO などではこの問題は少ないが、ゾーン制を採
用している欧州、日本などでは、地点別価格を導入する技術的、制度的難易度は大きい。
訳注：長期に結ばれる購入契約。
訳注：アンシラリーサービスともいう。
訳注：一般に火力発電の発電機は、事前の状態によるが、起動するために数時間を要する。その他貯蔵機能
を持つ技術には貯蔵容量の上下限がある。これらのため、それらの所要時間、貯蔵制約、取引に係
る時間などを見込んで計画やスケジュールを策定することが必要となる。

再生可能エネルギーのシステム統合

© OECD/IEA 2018

ベストプラクティスの最新情報

Page | 64

引所である Epex Spot は、当日市場で 15 分と 60 分の電力のブロックを取り引きする機能を
導入し、前日市場での 60 分の契約より細かい粒度を実現した。これにより、当日の取引では、
午前と夕方の太陽光発電の増減をより正確に反映することができる。（供給と需要をできるだ
け早く一致させるために）取引はもともと連続的 87であったが、市場機能を改善するために
2015 年にオークションが導入された（供給と需要の応札は集められ、グループでマッチング
される）。その結果、当日市場の取引量は過去 5 年間で大幅に増加している（図 15）。
VRE の予測がリアルタイムに近いほど正確であるため、発電所のスケジュールはリアルタイ
ムに近い予測に応じて更新することが望ましい。そうすることで、技術的に柔軟性を提供でき
る発電所も、古い情報に基づくスケジュールに縛られず、その特性を発揮することができる。
発電所のスケジュールが電力市場での取引によって決定される場合に、「ゲートクローズ」と
いう用語は、（市場参加者の発電所別の入札内容を変更せずに）リアルタイムにどれほど近い
時間まで発電スケジュールを変更できるかを指す。

87

訳注：continuous の訳であるが、ザラ場取引であることを意味している。
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図 15

ドイツ当日市場の月間取引量（2012 年～2016 年）
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注：TWh =テラワット時。

出典：50Hertz Transmission GmbH (2017), “The transmission perspective”。

キーポイント ドイツは、リアルタイムに近い取引を促進するために、当日市場を体系的に発展させた。

米国では、連邦エネルギー規制委員会（FERC）が 2016 年 6 月に新たなルールを制定し（FERC,
2016b）、電力取引をリアルタイムに近づける改善を目指している。FERC は現在、システム
の負荷配分と同じ分解能でリアルタイム市場を決済することを、米国の独立系統運用者（ISO）
と地域送電機関（RTO）に求めている88。歴史的に、市場参加者は場合によっては 1 時間単位
の価格のみ入札が許されていたが、発電所の実際の運転は 5 分単位で調整されていた。しか
し、これは、市場参加者がリアルタイムに近い新しい情報に基づいて入札を更新できないこと
を意味していた。新しいルールはこの不一致を取り除き、決済の時間コマの長さを負荷配分コ
マの長さと同じにすることを義務付ける。同じ原則が運転予備力に適用される。このルールは、
これらを未実施の ISO（ISO-NE、MISO、PJM）に影響を与える。このルールはまた、供給不
足時価格の改善も目指している（次節を参照）。
オーストラリアでは同様の手続きが進められており、同国のエネルギー市場委員会は現在、全
国電力市場（NEM）の決済時間コマ（現在 30 分）とその負荷配分コマ（5 分）を整合させる
ためのルールの変更を検討中である。ルールの変更は 2016 年 5 月に要求され、現在検討中で
ある（AEMC, 2017a）。大口のエネルギー消費者から提出された、ルールの変更要求の補足文
書では、そのような整合が望ましい理由を強調している：
発電事業者は各負荷配分コマに対する平均発電価格を受け取る。高価な入札に基づいた、
ある負荷配分コマの発電に出力を高速に調整できる発電機が予定されている場合、その
発電機が参加した 1 コマの負荷配分に対して、30 分の取引時間コマの平均負荷配分価
格が支払われる。この平均価格は、出力を高速に調整できる発電機への投資、または既
存の高速に応答する発電機の運用には十分ではない可能性がある。
同様に、需要は全取引時間コマにわたる平均価格を支払っている。たとえ価格スパイク
に反応して出力を減らしても、過去の負荷配分コマでの出力を減らすことはできない。
5 分毎の実際の電力消費に対してではなく、30 分の加重平均によって価格が設定される
と、消費後に価格が変化することになる。（Sun Metals, 2016）

88

California ISO（CAISO）、ISO New England（ISO-NE）、Midcontinent（MISO）、New York ISO（NYISO）、
PJM および Southwest Power Pool（SPP）である。
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電力システムの短期的運用の改善は、政策、市場、規制の枠組みが基本的にこれを達成するの
に十分適してない場合においても可能である。例えば、2014 年に中国北東部で導入された出
力調整89のアンシラリーサービスは、当日の電力取引を円滑化する効率的な仕組みとなってい
る。この仕組みの下で、火力発電事業者は、直前の通知で通常の運転レベルを下回って出力を
下げ調整する能力を提供する。一定レベルを下回る調整は追加の金銭的報酬を受けられるた
め、短期的なシステム条件に対応する能力を改善するインセンティブが向上する（Zhang and
Du, 2016）。

供給力不足/容量不足時の価格決定の改善
テキサス電力信頼度協議会（ERCOT）とオーストラリアの NEM が運営する市場は、現在、新
しい発電容量へのインセンティブとして、供給不足時に高い卸 kWh 価格を使っている。2014
年に、ERCOT が供給不足時の卸価格を改善するため、管理メカニズムとして運転予備力需要
曲線を導入し、利用可能な運転予備力の減少時に予め決められた曲線にしたがって価格を引き
上げるようにしたことは、注目に値する。この曲線は、容量不足の場合には容量に経済的価値
をもたらし、停電負荷の価値（9,000 US ドル/MWh）まで価格を段階的に増加させる（図 16）。
この「信頼性価格加算（reliability price adder）」により、ERCOT が行った信頼性向上措置が
実際に予備力と電力の価格に確実に反映される。（この加算がなければ、信頼性向上措置が行
われた結果、価格は抑制されてしまう）。供給不足時価格は、すべての市場参加者がシステム
にとって最も必要とされるときに容量を提供するインセンティブを生み出し、これらの高い価
格は、めったに使用されない容量における固定費の回収に寄与する。これは、供給不足時の価
格形成を改善する規制介入の一形態である。

89

訳注：power regulation の訳である。
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図 16
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ERCOT における運転予備力需要曲線（ORDC）（2017 年夏）
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注：ORDC =運転予備力需要曲線。

出典：Adapted from ERCOT (2017), Real-Time Market, www.ercot.com/mktinfo/rtm。

キーポイント 運転予備力に経済的価値をリアルタイムで与えるように、ORDC を使用することができる。

供給不足時の価格形成は、容量メカニズムを持つ市場でも改善されている。例えば、PJM は、
運転予備力需要曲線の導入に取り組んでいる（PJM、2016）。同様に、英国の電力バランシン
グコードレビュー90では最近、短期予備力の価格を「キャッシュアウト」バランシング電力価
格91につけるために、予備力の供給不足時価格設定が導入された。欧州の他の規制当局やシス
テム運用者（例えば、ベルギーの電力ガス規制委員会、フィンランドの TSO）も、供給不足時
の価格形成を改善するための「価格加算」の導入の可能性を検討している（B＆B, 2016）。
最近の電力市場改革に伴い、ドイツには 2 本立ての取り組みを採用した改革例がある。戦略的
予備力制度が過渡的にセーフティネットとして導入されている。長期的には、ドイツは kWh
のみ市場に供給力確保を依存する考えであり（市場設計 2.0）、卸スポットエネルギー市場に
おいて、供給不足時価格を改善するための調整が行われている。中でも注目すべき代表的な取
り組みが、前日と当日のプライスキャップの撤廃である。
供給不足時価格と容量市場は補完的な手段と見なすことができ、容量メカニズムは信頼度基準
を満たすための追加のセーフティネットを提供する。

システムサービスの調達メカニズムの改革
電力システムの信頼性のある運用は、システム周波数と電圧レベルの維持に貢献する多くのシ
ステムサービスに大きく依存する。大規模停電の後にシステムを再起動するときには、特別な
機能が必要になることもある（いわゆるブラックスタート機能）。システムによっては、同じ
サービスを異なる方法で確保することもある。例えば、系統連系規程でシステムサービスを義
務付けることもあれば、調達や市場メカニズムを使用することもある。
システムサービス市場の改革により、市場全体の機能を改善することができる。実際、供給不
足時価格を改善するために運転予備力需要曲線を使用する上記の例は、システムサービス市場
と効率的なシステム運用と投資シグナルとの間のリンクに焦点を当てている。

90

91

訳注：Electricity Balancing Significant Code Review の訳である。
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-efficiency-review-andreform/electricity-balancing-significant-code-review
訳注：英国のバランシング市場の価格のことで、市場参加者は自分の発生したインバランスに
応じてバランシング価格を支払う（余剰を発生させた場合は受け取る）。予備力不足時には、予備
力の供給不足時価格が短期予備力価格に反映され、これを受けて「キャッシュアウト」バランシン
グ電力価格の価格が上昇する。
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VRE の導入が進むにつれて、そのようなサービスの必要性、ひいてはその経済的価値は変化
する可能性がある。この背後にある理由の 1 つは、従来型の発電機はこれまで、これらのサー
ビスの多くを発電の単純な副産物として提供してきたことである。例えば、従来の発電機は、
電圧制御装置、ガバナ、タービンおよび発電機の回転質量に蓄えられた慣性により、電圧およ
び周波数の安定に貢献する。VRE 発電所は、一般的に、それらのサービス、特に迅速な周波
数応答を提供する能力に限界があり、それらを明示的に調達する必要が発生する。
VRE の導入レベルが高いほど、需給バランスの変動性や不確実性も増す。したがって、電力
貯蔵やデマンドレスポンスなどの柔軟性を持つ資源をより高いレベルで集めることが優先事
項になる。システムサービス市場の改革は、他の措置とともに重要な役割を果たしている（下
記の柔軟性に関する節を参照）。
アイルランドと北アイルランドは、発電における再生可能エネルギーの導入率を 2020 年まで
に 40 ％に高めると表明している。このために、今後数年間の電力システムで考えられる運用
上の問題を特定するために、DS3 作業プログラムを策定した（ボックス 23 参照）。このプロ
グラムでは、これまでの包括的な技術検討によって特定されているシステムの問題に対処しそ
れらを軽減する、一連の新しいシステムサービスプロダクトに関する検討プロセスを開始し
た。出力が変動する非同期発電の導入率が高い電力システムにおける、周波数制御および電圧
制御に関連する課題に対処するための新しいプロダクトが提案されている（Eirgrid/SONI,
2016）。DS3 プログラムで特定された新しいサービスには、同期慣性応答、高速周波数応答、
事故後の高速有効電力回復、出力変化率マージンが含まれる。これらは、既存のシステムサー
ビスプロダクトを補完し、アイルランドの事情を反映した特有の新しい要件を反映している92。
同様に、オーストラリアエネルギー市場運営者（AEMO）は 2015 年 12 月に将来の電力シス
テムセキュリティプログラムを開始した（AEMO, 2017b）。その目的は、電力システムで継続
的にセキュリティと信頼性を確保するために AEMO の機能と業務プロセスを適応させること
である。このプログラムでは、周波数制御、システム強度、極端な電力システム条件の管理、
電力システムの可視性という 4 つの優先分野を対象としている。周波数制御に関しては、既存
の周波数制御アンシラリーサービスを補完する高速周波数応答メカニズムが現在検討されて
いる。大規模発電事業者である AGL93も、慣性アンシラリーサービス市場を確立するために、
2016 年 9 月にルールの変更を提出した（AEMC, 2017b）。これらすべての改革は、本書執筆
の時点で進行中である。
さらなるシステムサービスの革新的な市場プロダクトの例は、CAISO の Flexible Ramping
Product である。これは、需給バランスのより顕著な変化から生じる出力変化のニーズを満た
すために、従来の発電機群から十分な出力変化の柔軟性を調達できるように設計されている
（CAISO, 2014）。周波数応答や運転予備力を含むその他のアンシラリーサービスは、CAISO
の前日およびリアルタイム電力市場に既に統合されており、発電事業者は kWh 市場と同時に
最適化される CAISO のアンシラリーサービス市場に応札する。
これまでシステムサービス市場にはあまり注目してこなかった管轄区域では、標準的な仕組み
の確立や、従来は対象外であったサービスへ報酬の支払いを開始する手続きが進められてい
る。例えば、インドでは、電力システム運用公社は、新しい予備力周波数アンシラリーサービ
スの実施についての詳しい手続きを発表した（POSOCO, 2016）。このステップは、明示的で、
金銭的に補償される運転予備力体系の導入の開始を意味している。イタリアでは、イタリア電
気ガス水規制局（AEEG）が、2014 年にプライマリー周波数調整サービスへの自発的参加の

92

93

周波数変化率（RoCoF）が配電系統での単独系統検出に使用されるため（閾値 0.5 Hz/秒）、低いシステム
慣性および周波数変化率の問題は、特にアイルランドとイギリスで大きい。配電網の単独系統の問題は、
他の多くのシステムでは当てはまらないので、そのようなシステムでは、もっと後の段階において慣性関
連の問題に直面する可能性がある。
訳注：AGL はオーストラリアの大手総合エネルギー企業の 1 つで、エネルギー事業の小売・販売、発電施
設、探査段階のガスポートフォリオを有する。
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選択肢を導入した。これは、従来は、完全に義務的で補償がないサービスであった（Terna,
2017b）。

地理的により広い範囲での電力取引
VRE や動的負荷に関連する変動や予測誤差を緩和する便益を開放するためには、広い地域的
な市場統合の強化が重要である。しかし、電力システムの地域統合は新しいものではない。実 Page | 69
際、電力市場の発展は地域統合とは切り離せない（IEA, 2014）。例えば、米国の PJM や MISO
およびオーストラリアの NEM などの大規模な ISO / RTO の形成は、多くの小さな制御区域を
1 つの大きな市場に統合することを目的としている。同様に、欧州では、電力市場は電気の越
境取引を可能にすることを主目的として設計されてきた。この点については、2014 年に欧州
12 カ国でいわゆる市場連携（market coupling）を実施したことは大きな成果である。
最近の傾向は、この発展に新たな刺激を与え、さらに大きな制御区域の確立につながっている。
例えば、米国西部では、西部エネルギーインバランス市場（Western Energy Imbalance Market）
により、カリフォルニアとその近隣地域が地域ベースでバランシング資源を共有できるように
なり、より効率的な負荷配分および新しい送電投資の必要性の低減が可能になっている。地域
間の連系線が利用可能であるにもかかわらず、バランシングの決定が基本的に地方レベルで行
われる他の地域と比較して、この取り組みは進んでいる。
西部連系系統は、米国 14 州、カナダ 2 州（アルバータ州とブリティッシュコロンビア州）、
メキシコのバハカリフォルニア州の北部地域を含む、大規模な同期エリアである。地域の信頼
度は西部地域信頼度協議会によって調整されているが、従来からバランシングは州政府または
地域の自治体の責任であり、現在でもそれに変わりはない。CAISO は、この地域で唯一の ISO
であり、運用は完全にカリフォルニア州内に限られている。
西部 EIM は、米国西部地域に地域電力市場を創設する最初の取り組みであり、2 つの特徴が
ある。第一は、東部連系（PJM、MISO など）の地域卸電力市場とは異なり、西部 EIM は唯一
のバランシング市場であり、送電システムの運用責任はそれぞれの制御区域にある。第二に、
西部 EIM のサービス領域は地理的にひと続きでない（図 17）。EIM への参加は任意であり、
電力会社は 180 日の事前通知によって無償で退出することができる。現在は電力会社 6 社が
参加しており、今後数年間に 3 社が参加する予定である。
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図 17

米国西部地域のエネルギーインバランス市場への参加電力会社
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出典：CAISO (2017a), Western Energy Imbalance Market (EIM)

キーポイント 制御区域の拡大により、さまざまな管轄区域でバランシング資源を共有し、より効率的な負荷
配分が可能になり、送配電網投資の必要性が軽減される。

西部 EIM を運営する明示的な責任を負う地域的組織がないため、CAISO が市場運営者として
行動する。これにより、幾分ユニークなガバナンス構造が生まれた。運営責任は CAISO に集
中するが、西部 EIM には参加電力会社および参加している州の規制機関の代表者を含む独自
の理事会がある。
システムの信頼性の向上は、西部 EIM が実現できる便益として強調されることが多いが
（NREL, 2013）、その設立以来、便益の定量化は経済的および環境的効果に焦点を当てて行
われ、特に 3 つの便益が強調されている。すなわち、より効率的な負荷配分、再生可能エネル
ギー資源の出力抑制の低減、柔軟性の予備力の必要量の低減である。2016 年の第四半期の想
定便益を表 5 に示す。
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表5

米国西部エネルギーインバランス市場の便益想定（2016 年第四半期）

便益

想定削減額

より効率的な地域間および地域内負荷配分

2,827 万 US ドル

VRE の出力抑制の低減

23,390 MWh

出力抑制の削減による推定 CO2 削減

10,011 ton

柔軟性の予備力の低減

上げ代:390 MW～490 MW
下げ代:474 MW～482 MW

出典：CAISO (2017b), Western EIM Benefits Report Fourth Quarter 2016。

欧州では、前日市場の統合が進展しているが、短期の当日市場およびリアルタイム/バランシ
ング市場をよりよく統合する必要がある。広域にわたる市場の効率化には、制御区域の強力な
協調と統合が必要である。
欧州全体の市場の統合と調和を図る取り組みは、ネットワークコードの開発に集中している。
欧州連合（EU）の 2009 年の立法提案パッケージ（“Third Package”として知られている）で
は、とりわけ、欧州ネットワークコードとガイドラインの策定が義務づけられた。ネットワー
クコードは、ネットワークセキュリティ、第三者アクセス、データ交換と決済、緊急運用手順、
リアルタイム・前日・長期市場向けの容量割り当てと混雑管理（CACM）など、幅広い項目に
対して、共通の技術的および商業的ルールを確立する。
ネットワークコードの開発は、複数のステークホルダー間での検討プロセスの繰り返しにより
管理されている。エネルギー規制機関協力庁（ACER: Agency for the Cooperation of Energy
Regulators）が、各ネットワークコードの一般的枠組みのガイドラインの開発の責任をもち、
欧州送電網運用者ネットワーク（ENTSO-E）が文書として完成させる。ACER はこのネット
ワークコードに必要な修正を行い、最終案の承認は欧州委員会の専管事項である。そして、加
盟国はネットワークコードの実施責任を負う。
この繰り返しプロセスは遅くしかも複雑であるため、一部のネットワークコードの実施が他の
ものよりも遅れている。しかし、システムの信頼性を維持しながら、多くの VRE をより効率
的に統合する必要性を含む、一連の共通した懸念事項を解決しつつ、その開発は進められてい
る。特に CACM の実装は、国際連系線の利用の向上と、システム全体の柔軟性向上の観点か
ら、特別に重要な事項と見なされた（Hesseling andHernández, 2015）。
欧州委員会は地域統合を強化するための最近の提案として、複数のいわゆる地域運営センター
（ROC: Regional Operating Center）の開発に焦点を当てている。これらは、各 TSO によっ
て設立された自主的な地域共同機関である、既存の地域安全保障イニシアチブ（ RCSI:
Regional Security Cooperation Initiatives）が進化したものである。RSCI はリアルタイムでは
機能しないが、代わりに TSO データに基づいて担当地域のシステムの様々な予測を作成する。
これらは、2016 年 11 月に発表され、現在 EU レベルで議論されている、包括的な「すべての
ヨーロッパ人のためのクリーンエネルギー」立法提案パッケージの一環として提案された指令
（directive）に含まれている。最終案は 2018 年に予定されている。
ROC への進化は、地域協力を強化するための第三パッケージの要件によって推進されている。
これが実際に何を意味しているかは、依然として激しい議論の下にある。少なくとも、ROC
は、共通送配電網モデリング、システムセキュリティの解析、停止計画の調整、短期的および
中期的な資源のアデカシー94の予測、送電容量の協調的な計算という 5 つのサービスを実施す
94

訳注：「七原、栗原：諸外国における電源・系統計画の信頼度基準の現状、電気学会論文誌 Vol. 114-B, No.10,
'94」によれば、アデカシーとは、「系統要素の計画停止および計画外停止を考慮し、基幹電力系統
がいつ何時にも需要家の求める電力、電力量を供給できる能力」。電源もしくは資源のアデカシー
として用いられる場合には、発電の容量が十分にあるかどうかという概念を指す。
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る（ENTSO-E, 2017d）。各国の TSO を代表する ENTSO-E は、段階的な「進化」方式を推
奨してきた。地域協力は強化されるであろうが、ROC が負うべきその他の責任の決定には、
少なくとももう 10 年はかかると考えられる（ENTSO-E, 2016b）。
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電力市場の地域統合にはまだ多くの障壁がある。市場統合による効率性の向上が重要であれ
ば、大きいと思われる分配の影響も重要である。意思決定者や規制当局は、より良い市場統合
を実現するための新しい国際連系線への投資を決定する際、国内消費者の利益の域を超えた視
点で、統合された市場が持つ広範な効果を考慮する必要がある。地域市場は地域統治を必要と
する。
実際、枠組み条件がまったく異なる地域であっても、より緊密な協力関係は双方にとって価値
をもたらし得る。例えば、電力市場の構造が大きく異なっていても、シンガポールとマレーシ
アは何年も前から電気を取り引きしてきた。シンガポールには、アンバンドルされた競争的な
卸電力市場が整備されているが、マレーシアはシングルバイヤーモデルを採用している。両国
はピーク需要を満たし、システム全体の安定性を維持するという 2 つの主要な目的で使用さ
れる、450 MW の一つの国際連系線によって連系されている。
従来、経済的に電力を取り引きする方法が確立されていない場合は、相対で正味ゼロとなるこ
とを基本として電力が融通される。つまり、金銭的補償を不要とするために、融通量は時間で
ならすと正味ゼロとされる。

クリーンな電源への十分な投資の確保
新たな発電容量への投資には、期待される収入について長期的な十分な見通しが必要である。
これは、政策、市場、規制の枠組みにかかわらず当てはまる。垂直統合の規制された独占にお
いては、独占企業が消費者からコストを回収することを許可する規制当局が、この確実性を提
供する。競争的な卸電力市場の環境においては、先渡し市場は数年先の十分な見通しを提供す
る上で重要な役割を果たす。しかし、再生可能エネルギーやその他の低炭素エネルギー資源の
大規模な導入では、これらどちらの考え方にも課題を生じる可能性がある。
規制環境下では、既存の電力会社は、クリーンな発電候補に先行的に投資をしようとするため
の初期投資を賄う低コストの資本の獲得の課題にしばしば直面する。実際、再生可能電源、原
子力、炭素回収・貯留の発電所は、いずれも膨大な初期コストを必要とする。したがって、資
金調達のコストは全体のコストに重大な影響を与える。このような状況は、十分な財務上の信
頼性を持つ専用のオフテイカー95を作り、長期的な PPA の競争オークションを通じて発電容
量を調達することによって解決できる。
市場が自由化された地域における課題はかなり異なる。これらの市場では一般に、供給は既存
の容量ですでに十分であり（米国、欧州）、さらに余剰容量を持っている場合もある。このよ
うな環境は、一般に新しい投資先にはあまり適していない。さらに、短期的および中期的には
電力価格が魅力的に見えても、妥当なコストで資金調達を確保するには将来の見通しが不十分
である場合がある。このため、よりクリーンな新しい発電容量への投資を促進するために、長
期的なメカニズムも使われてきた。
近年、新規電源の調達におけるそのような枠組みの役割には、注目に値する変化が見られる。
火力電源との大きなコスト差をカバーするのではなく、資本集約的な技術の投資リスク軽減の
ために、収益の確実性を提供することである。そのような措置がない場合、リスクにより導入
コストが上昇するか、あるいは導入が完全に妨げられる可能性がある（IEA, 2015a）。
世界の VRE 産業が成熟するにつれて、競争を誘引しコストを下げるために、政府や電力会社
は競争的な調達メカニズムに移行している。この傾向は、卸電力市場を含む様々な制度的枠組
95

訳注：プロジェクトファイナンスにおいて、事業会社が生み出すサービスを購入する者のことをオフテイ
カー（引き取り手）という。
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みを持つ市場で発生している。これらの競争的調達メカニズムは依然として長期契約を提供し
ているが、最終的な契約価格は競争を通して決定される。
ほとんどの競争的な調達枠組みでは、政府または電力会社が指定された容量または発電電力量
に対する提案や入札を要求する96。VRE 開発者は容量やエネルギーを供給するための入札を
行い、政府や電力会社は価格競争力、各種技術基準、場合によっては経済開発や社会的インパ
クトの基準に基づいて提案を評価する。提案が承認されると、電気のオフテイカーは VRE プ Page | 73
ロジェクト所有者と PPA を締結する。PPA は固定価格契約、または差金決済契約（CfD:
Contract for Difference）などの価格設定メカニズムとすることができる。英国では、2017 年
4 月に再生可能技術に関する CfD オークションが新たに開始される（Nabarro, 2016）。
適切に設計されたオークションは、透明性の確保、参加レベルの向上、不確実性や遅延の削減
に有用であり97、多様な技術を互いに競争させうる。オークションは、例えば、立地場所を要
件に含める、または結果を送配電網開発に整合させるなど、比較的システム協調性の高い方法
で VRE の開発が行われることを確保する要素を含むように設計することもできる。
いくつかの最近の例が明らかにしているように、オークションは風力発電と太陽光発電のプロ
ジェクトの価格低減に役立っている。
 メキシコ：連邦電力委員会は、1860 MW の太陽光発電を 0.0501 US ドル/kWh の価格で購
入した（GTM, 2016）。
 インド：インドのソーラーエネルギー社は、カルナタカ州で 950 MW の太陽光発電を 0.066
US ドル/kWh で購入した(Clean Technica, 2016)。
 チリ：スペインのソーラーパネル開発者である Solarpack は、年間 280 GWh の太陽光発電
を 0.0291 US ドル/kWh で供給する権利を獲得し、
2019 年に稼働予定である（Photo, 2016）
。
 アラブ首長国連邦：中国と日本の共同コンソーシアム JinkoSolar-Marubeni が 350 MW の
太陽光発電の入札を 0.0242 US ドル/kWh で獲得し、2019 年に操業を開始する予定である
(Clean Technica, 2016)。
数は限られるが、いくつかの VRE プロジェクトが長期契約なしで資金調達され、導入されて
いることは注目に値する。このような場合、VRE プロジェクトは、卸電力市場に参加し、経
済的に成り立てば、出力の一部に対して短期または中期の契約を利用する、マーチャント発電
機として導入される98。これらのプロジェクトは、プロジェクトのリスクを軽減するのに役立
つ代替的な支援スキームの恩恵を受ける場合もある。
最近、オーストラリアのビクトリア州にある 320 MW の太陽光発電所が PPA なしで資金を確
保し、建設を開始した（Vorrath, 2017）。オーストラリアの卸電力市場は、太陽エネルギーへ
のインセンティブと組みあわせ、信用が保証されているオフテイカーなしでプロジェクト開発
をサポートする上で十分な市場を作り出した。同様に、テキサス州では、いくつかの風力発電
所が、長期 PPA のないマーチャントプロジェクトとして資金が調達され、建設された。2014
年には、テキサス州の新しい風力プロジェクトの約 1/3 は、長期（10～13 年）のヘッジ契約
と卸電力市場への直接参加の組み合わせに基づいて資金が調達された（NAW, 2015）。しかし、
テキサス州で建設されたプロジェクトは、資本コストを下げる連邦投資税額控除（ITC:

96

97
98

過去には、これらの競争的調達枠組みは特定の技術に特化したものであった。最近では、すべての技術の
競争促進にシフトしている。
オークション設計要素の詳細な扱いについては、IRENA（2015）を参照。
具体的には、これらの VRE プロジェクトは、従来の長期契約を止め、前日卸市場またはスポット市場への
直接入札を選択している。これらのより短期的な契約はプロジェクトの運用開始まで確定しないこともし
ばしばある。
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Investment Tax Credit）99、収益の不確実性を相殺する発電税額控除、ならびに RPS 制度100
の義務量を満たすための再生可能エネルギー証書の売り上げから便益を得る可能性がある。

負の外部性の価格設定
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既存の政策、市場、規制の枠組みにかかわらず、全発電コストを正確に反映させることは、健
全な投資と運用上の決定を下すための前提条件である。コストに含む外部性には、その土地の
大気汚染、特に二酸化炭素（CO2）排出などの環境への影響がある101。
多くの国で炭素価格の導入や強化が行われており、このような傾向が続くと化石燃料発電によ
る電力価格が上昇し、再生可能エネルギーへの投資条件がより有利になる。
欧州では、2005 年に EU 排出権取引制度（ETS: Emissions Trading System）が開始されたが、
炭素価格が低すぎ、運用上または投資上の意思決定に影響を与えなかった。制度強化に向けて、
排出権の一時的な「バックローディング」や市場安定化リザーブ102を創出するなどの手段が導
入されているが、価格は CO2 トン（tCO2）あたり 5 ユーロから 7 ユーロの範囲の上昇に留ま
り、価格の大幅な引き上げには成功していない。
英国とオーストラリアでは、炭素価格が投資家にとって不確実性の要因となっている。英国で
は、2011 年に政府が EU ETS への追加の税金として炭素価格の下限値を導入した。下限値は
毎年引き上げられ、2030 年までに 70 英ポンド/tCO2 になる予定である。しかし、2013 年の
導入から 1 年後、政府は 2021 年までは下限価格に上限を設けることを決定した（Ares and
Delebarre, 2016）。
オーストラリアでは、EU ETS との価格の結合を目的として、2012 年に初期固定価格 23 豪ド
ル/tCO2 の ETS が導入された。
その後、2013 年に選出された新政権はその政策を取り消した。
米国では、2010 年に、連邦レベルで炭素価格の導入が試みられたが、Waxman-Markey 法案
は上院で成立しなかった。州レベルでは、地域温室効果ガスイニシアチブ（RGGI）やカリフ
ォルニア ETS などのいくつかの地域イニシアチブが開発されたが、結果として得られた炭素
価格は、5～15 US ドル/tCO2 とかなり低いままである。
炭素価格に関連する困難に直面して、一部の政府は直接規制により炭素排出を制限する代替措
置をとっている。
直接規制の一例として、米国では、オバマ政権はクリーンパワープラン（CPP）
を通じて電力部門の CO2 排出を制限する規制の実施を環境保護庁（EPA）に指示した。しか
し、このプログラムは現政権によって放棄されている。
結局のところ、炭素価格設定は政治的なはたらきかけ、すなわち、ある方向への投資とイノベ
ーションの促進を目的とする政府の介入である。従って、炭素価格に晒される投資は、ある程
度の規制リスクに晒されている。このリスクは軽減できるが、決して完全になくなることはな
い。このような状況は、高炭素技術と低炭素技術の両方に関連する投資リスクに重要な意味を
小型風力タービン（最大 100 kW）および大型風力タービンの ITC は、それぞれ 2016 年および 2019 年以
降は小さいことに注意。
100 訳注：電気事業者に、販売電力量に応じ、電気の調達量のうち一定量を再生可能エネルギーとすることが
義務づけられた制度。
101 一部の著者は、風力と太陽エネルギーの不確定性と変動性を外部性として扱うコストの可能性も考慮する。
しかし、そのような関連費用は、規制手段を導入せずとも市場価格に含むことができる。このような「統
合コスト」の定義と価格設定には、多くの実用的かつ概念的な課題がある。 詳細は（IEA, 2014; IEA / NEA,
2015）を参照のこと。
102 訳注：バックローディングとは、2014 ～2016 年にオークション予定だった EU-ETS の排出権の一部（9
億 t）のオークション時期を 2019～2020 年に後ろ倒し（バックロード）するという措置。市場安定
化リザーブとは、排出権の流通量がある量を上回った場合に市場からリザーブに組み入れ、流通量
がある量を下回った場合にリザーブから市場に投入する仕組み。いずれも、排出権余剰による取引
価格低迷を回避する目的で作られた。詳細は、例えば以下を参照。
http://ieei.or.jp/wp-content/uploads/2016/06/takeuchi160615.pdf
99
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持つ。高い炭素価格または高価格への期待は、炭素排出量が多いオプションへの投資を抑制す
る可能性を持つが、低炭素価格または低価格リスクは、よりクリーンなオプションへの投資を
妨げる可能性がある。さらに、高炭素価格を前提とした投資は、政府が価格の引き下げまたは
廃止を決定すれば、経済性を失う可能性がある（IEA, 2015a）。

十分な柔軟性の解放
大部分の電力システムでは、運用の改善とシステム協調性の高い VRE 導入だけでは、エネル
ギー政策の目標達成には十分ではない。柔軟性を持つ資源への追加投資も必要であろう。この
ような投資を確保することは、政策、規制、市場の枠組み全体の重要な側面になる。柔軟性を
持つ発電、送配電網インフラ、デマンドレスポンス、電力貯蔵の 4 つの電力システム資源を適
切に組み合わせることで103、十分な柔軟性を実現できる（IEA, 2014）。

柔軟性を持つ発電
柔軟性を持つ発電（主に火力発電からのもの）は多くの場合、VRE の変動性と不確実性に対
し需給のバランスを取るための、費用対効果の高い、成熟した、容易に利用可能な選択肢であ
る。この選択肢は、VRE 発電量が少ない段階で供給信頼度を確保するために重要である。発
電所の柔軟性を促進するために専用メカニズムを導入するのではなく、柔軟性を持つ発電に報
酬を与えるという観点から政策、市場、規制の枠組みを見直すべきである。運用効率、供給不
足時価格の設定、設備廃止の管理の節で述べられた事例は、この点に関してすべて重要である。

需要側資源の統合
デマンドレスポンスは、電力システムにとって重要な資源となり得る。一般参加型のデマンド
レスポンスは、次の項目により様々な形式に分類できる。
 誰が参加するか（規制対象の顧客、大口産業需要家など）。
 どのように参加するか（配電事業者による規制下のプログラム、規制緩和された民間部門
のアクリゲーション、または需要家による直接市場参加など）。
 報酬レベルの決定方法（規制された報酬、市場ベースの報酬など）。
今日見られる拡大する需要側の参加の多くは、ピーク需要の削減が引き続き動機となっている
ことに留意が必要である。需要側資源の将来を見通すことは、システムが必要とする柔軟性の
新たなニーズを満たす上でますます役に立つ。
フランスは、時間帯別料金とダイナミック電気料金導入のフロントランナーである。 1960 年
代には、国営電力会社である EDF が既に昼夜と季節に応じた電気料金を提供していた。1980
年代に導入された EJP 料金は、2000 年に国のデマンドレスポンス容量を 6.5 GW に拡大する
上で役立った、クリティカルピークプライシング（CPP: Critical Peak Pricing）の一形態であ
る（Veyrenc, 2013）。電力市場の自由化によりこれらの料金の使用が低下し、その後その容
量は 3 GW に減少した。
フランスで最初のデマンドレスポンス運用者は 2003 年に業務用と産業用市場に参入し、2007
年には家庭用市場に参入し、消費者に対し、金銭的補償と引き換えに電力需要を管理すること
を受け入れるよう提案した。フランスの TSO（RTE）は電力市場とバランシング市場への参
加を解禁したが、10 MW 以上の需要家に対象を限定しており、住宅の消費者および中小企業
が直接参加することはできない。

103

訳注：本書の「VRE の運用上の課題に対する技術的選択肢と運用手法」で述べられている優先給電から経
済負荷配分への移行、「VRE 設備に重要な運用要件の必要性」で述べられているアンシラリーサー
ビスの分野に再生可能エネルギー発電の出力制御を組み合わせることも重要な選択肢である。
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このシステムにおける大きな問題の 1 つは、新しいアグリゲータが請け負うロードシフトの
報酬に関するものである。この問題に対処するために、 2012 年にフランスは NEBEF
（notifications d’échange de blocs d’effacement）と呼ばれる新しい規則を導入し、RTE をロ
ードシフトのための入札を行うことのできる唯一の仲介者にした。
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2015 年 1 月のフランスにおける容量報酬制度の導入により、デマンドレスポンスは完全に参
加資格を得ることができるようになり、規制されたインセンティブの仕組みは解消される。ア
グリゲータは、容量メカニズムに参加し、報酬を受ける。加えて、規制料金の収入を原資とし
て、アグリゲータが金銭的インセンティブを受け取る支援メカニズムが導入された。
欧州連合の他の多くの国々は、以後デマンドレスポンスに電力市場を開放しており、欧州委員
会は、加盟国が電力市場への需要側の参加を改善する指針を出している（JRC, 2016）。米国
では、卸電力市場である PJM が、需要側資源を卸電力市場および容量市場に入札することを
認めている。その市場におけるデマンドレスポンスは、主に民間部門のアグリゲータによって
提供されている（McAnany, 2017）。カリフォルニア州は、州の 3 大私営電力会社が、デマン
ドレスポンスのために小売顧客を集約する民間部門と提携し、それらを前日市場に応札する
「デマンドレスポンスオークションメカニズム」パイロットプログラムを開始している
（TURN, 2014）。ERCOT はプライマリー周波数応答の半分を、需要資源と契約している。
規制下の配電事業者も、規制上の義務またはインセンティブによって、小規模の顧客がデマン
ドレスポンスに参加するための枠組みを提供する例が増えている。例えば、ハワイアンエレク
トリック社では、家庭用の顧客に対して給湯機やエアコンの集中制御をするかわり、毎月の支
払からの払い戻しを提供している（Hawaiian Electric, 2017a）。50 kW 以上の業務用および産
業用の顧客に対しては、需要ピーク時の需要削減および信頼性イベントの促進、または VRE
の統合支援を目的とした、別の「高速デマンドレスポンス」プログラムが、関連する通信イン
フラと金銭的なインセンティブを提供する（Hawaiian Electric, 2017b）。

貯蔵技術
電力貯蔵は、近年、特に欧州と米国において、電力システムの柔軟性の提供により、大きな役
割を果たしている。しかしながら、その比較的高いコストは、電力貯蔵の導入にとって大きな
障壁である。現在、費用対効果の向上には、蓄電池による電力貯蔵が提供できる幅広いサービ
スからの、複数の収益源を組み合わせる必要がある。これは、単一の経済主体が電力貯蔵資産
のすべての潜在的な価値にアクセスすることは難しいため、既存の政策、市場、規制の枠組み
にとっての課題となる。
しかしながら、電力貯蔵の使用事例は増えている。その顕著な例は、英国における新しいタイ
プのシステムサービスに対する最近のオークションである。EFR（Enhanced Frequency
Response）は、再生可能エネルギー統合に対処するためのシステム運用の枠組みの一環とし
て、ナショナルグリッドにとって優先順位が高いと考えられている新規のシステムサービスで
ある（National Grid, 2016）。このサービスは、技術的に中立なオークションの仕組みによっ
て調達された。非常に競争の激しいオークションを通じて、201 MW の EFR が、平均価格 9.44
英ポンド/MWh、総額 6,595 万英ポンドで調達された（National Grid, 2017）。驚くべきは、オ
ークションのプロセスで落札された設備がすべて蓄電池だったことである。この結果は、蓄電
池貯蔵の競争力の向上と EFR 特有の技術要件の両方を反映している。
電力貯蔵の平等な競争の場を確立するためのさらなる課題は、充電/放電により負荷にも発電
機にもなるという、ハイブリッド性である。米国では、FERC は、電力貯蔵の市場参加につい
て ISO/RTO に一貫したルールを作成するための料金改定を提案している。この措置はまた、
卸電力市場で競争する資格を有する市場参加者としての分散エネルギー資源アグリゲータを
明示的に定義する。現在、ISO/RTO は、特定の資源の参加形態を制限することができる。例
えば、MISO では、「貯蔵エネルギー資源」は周波数調整サービスを提供することだけが許さ
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れている。FERC のルールは、電力貯蔵の卸電力市場参加を明示的に可能にするするために、
ISO/RTO の料金変更を要求すると考えられる（FERC, 2016c）104。

送配電網への投資
マーチャント送電線への限定的な投資を除いて、送配電網は引き続き、規制が必要な自然独占
と主として考えられている。したがって規制改革は、市場の効率を再現することを目的とした Page | 77
インセンティブに基づく規制に焦点を当てており、これは独立した規制機関の発展によって支
援されてきた。それでも規制当局や政策立案者が常に規制枠組みを完全に脱炭素化に適応させ
てきたわけではない。特に、再生可能エネルギー資源の導入の進展は、しばしば送配電網開発
のペースを上回る場合がある。政策立案者や規制当局が、送電線新設のインセンティブを再生
可能エネルギーへの投資を支援する他の政策と明示的に結びつける必要があるのに対し、送配
電網開発では再生可能エネルギーが建設される可能性が高い場所を予想する必要がある。テキ
サス州の競争的再生可能エネルギーゾーン（CREZ: Competitive Renewable Energy Zone）は
そのような政策の一例である（図 18）。

104

訳注：最新情報が以下に掲載されている
https://www.ferc.gov/media/news-releases/2018/2018-1/02-15-18-E-1.asp#.WwNSxiAuDb0

再生可能エネルギーのシステム統合

© OECD/IEA 2018

ベストプラクティスの最新情報

図 18

テキサス州における競争的再生可能エネルギーゾーン（CREZ）
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出典：reprinted from IEA (2016b), Re-powering markets: Market Design and Regulation during the Transition to Low-Carbon
Power Systems

キーポイント CREZ は、送配電網の適切な領域に再生可能エネルギー資源を配置することにより、送配電網
の混雑を軽減する、積極策として創設された。

上述のように、電力システムの地域的拡大により、変動性を持つ発電資源のより効率的な統合
が可能になる。しかし、電力市場における地域統合のメリットの十分な活用には、運用面に加
え規制面での協調が必要である。しかし、国境を越えた規制の協調は難しい。国境を越えたイ
ンフラの効率的な開発には、例えば、費用対効果評価のための共通の手法の開発が必要である。
欧州では、国境を越えたインフラのコストは一般に、50:50 で分担してきているが、経済効率
的に最善とは言えない単純なルールである。将来的には、便益テストでは、信頼性の便益も考
慮に入れるなど、純粋な経済的利益を超えた視点も必要かもしれない。しかし、経済協力開発
機構（OECD）加盟国の電力システムは、既に信頼性が高い傾向にあり、新しいインフラによ
る信頼性の便益を定量化することは難しい。

容量メカニズムの設計
容量メカニズムは、明確な将来を見据えた容量の必要性により、kWh 市場からの収益を補完
する。オークションは、容量が必要と予想される数年前（典型的には 3 年または 4 年前）に行
われ、支払いは 1 年間、または限られた場合には複数年保証される105。これらのすべての場合
において、資源のアデカシー目標、すなわち容量の必要量は、管理者によって決定される。

105

NYISO が運営する容量市場などのオークションの一部は、短期間で運用され、支払いは翌月分のみ保証さ
れる。
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このような仕組みは、資源のアデカシーを保証するための十分な供給に対する投資インセンテ
ィブを提供することを目的としている。これらは、米国の整備された卸電力市場において一般
的であり（例外である ERCOT については後述）、欧州の競争市場の間でもより一般的になっ
てきている（EC, 2016）。最近、各種形式の容量メカニズムが英国（2015 年）とフランス（2017
年）で開始され、他の EU 諸国（スペイン、アイルランド、イタリア）や日本で、このような
手段を導入中または検討中である。
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容量メカニズムは新しいものではないが、近年変革の過程にあるいくつかの電力システムで関
心が高まっている。これらのシステムには、通常、いくつかの要因が重なっている。第一に、
電力需要の伸びが一般的に低迷しているため、短期間に市場のバランスを取るために新たな投
資は必要ない。第二に、ポートフォリオ基準、税額控除、FIT、または長期契約のためのオー
クションなどの政策メカニズムに裏付けられた、よりクリーンな発電の選択肢を奨励する機運
がある。第三に、既存の容量が経年化しており、容量の大量廃止の懸念が高まっている。これ
らの状況は、欧州の一部、米国、そして最近ではオーストラリアでも見られる。
容量メカニズムは、従来の電力システムのニーズに基づいて設計されてきたため、
「変容する」
電力システムへの適合性に問題が生じる。例えば、資源のアデカシーに関する従来の指標は、
電力システムの予備力マージン（予測されるピーク負荷を超える容量）である。しかし、VRE
の普及率が高いシステムの場合、任意の時間に必要とされる利用可能な容量の値は本質的に確
率的プロセスに依存するため、適切な予備力マージンを計算するのは困難である。
容量メカニズムの設計はデマンドレスポンスの参加を加速し、アグリゲータのビジネスを開始
するための非常に効果的な対策であることが証明されている。これらのシステムでは、全体的
なシステムの柔軟性が資源のアデカシーより重視される場合がある。より柔軟性を持つ発電へ
の投資にインセンティブを与えるため、容量メカニズムの改革を求める者もいる（RAP, 2012）。
また、容量メカニズムが従来の化石燃料発電（ディーゼルエンジンやガスタービンなど）の継
続的な運転を促し、汚染源となる柔軟性を持つ容量への新たな投資を誘発するため、電力部門
の脱炭素化をより困難にするという懸念もある（ODI, 2016）。その結果、容量メカニズムに
排出量基準が導入されるという事例があるが、これでは容量不足を防止するための容量メカニ
ズムの目標が疎かにされたともいえる。
しかしこれらの批判に対する最良の対策は、容量メカニズムを技術的に中立で、卸電力市場の
歪みを最小限に抑えるように設計することである。容量メカニズムを大局的に見ると、PJM で
は、MWh あたりの総卸売電力価格に占める容量報酬の割合は 21.9 ％であった（Monitoring
Analytics, 2017）。フランスでは、最初の容量価格は 10 ユーロ/kW であり、規制当局は 2017
年には 1.44 ユーロ/MWh になると推定した（CRE, 2017）。また、今後のデマンドレスポンス
の進展や低レベルの信頼性に対する政策立案者の容認によって、適切に設計された kWh のみ
市場も投資へのインセンティブを提供できることも明らかである（IEA, 2016c）。

システム協調性が高い VRE 導入
電力システム改革とそれを達成するための対策はますます注目を集めている。しかし、この注
目は均等に分布してはいない。「バックアップ」能力や電力貯蔵などの選択肢は、特に政策面の
議論でよく取り上げられている一方、デマンドレスポンスなど、本来より費用対効果の高い選
択肢は忘れられることが多い。同じ状況は、VRE 自体が費用対効果の高い統合に貢献できる点
についても言える。
VRE が自身のシステムへの統合のためのツールとして認識されていない事実には、歴史的な理
由がある。VRE 導入の初期段階における政策の優先課題は、システム統合では全くなく、むし
ろ、可能な限り迅速に導入量を最大化し LCOE（均等化発電原価：levelised cost of electricity）
を削減することだったと要約することができる。
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これらの目標は、世界の VRE 導入の初期段階では賢明であった（各導入段階については、IEA
[2011b]および IEA [2015a]を参照）。統合の問題を無視することで、政策の複雑さが軽減され、
他の目的との間におけるトレードオフの必要性が回避される。しかし、このアプローチは、より
高い導入率では十分ではない。高度な導入を開始し、VRE 技術が自身の統合の促進に貢献でき
るようにするためには、革新的なアプローチが必要である。
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風力発電と太陽エネルギー発電が次世代の導入に入る段階では、政策目標を改める必要が
ある。電力とより広いエネルギーシステムの移行を促進するためには、包括的で予測可能
な政策、市場、規制の枠組みが必要である。これは、再生可能エネルギー政策（以下 RE 政
策）以外にも広い関わりがあり、電力市場設計、エネルギー課税、デマンドレスポンスを
可能にするインフラ導入、および他のエネルギー部門（温冷熱供給 、運輸）への結合など
の分野を含む。
これまでの IEA と OECD の分析では、様々な柔軟性を持つ資源の比較評価（IEA, 2014）、
RE 政策の設計（IEA, 2015a）、電力市場設計（IEA, 2016c）、電力システムを越えた側面
（OECD, 2015）などを含む、上記の枠組みを様々な側面から考察してきた。以下では、RE
政策のためのシステム価値（SV: System Value）に焦点を当てることの意味、特にシステ
ム協調性が高い VRE 導入の貢献を可能にするメカニズムについて議論する。

発電原価を超えたシステム価値
システム改革の成功には、電力システムにおける多くのステークホルダーの協調が必要であり、
そのためには、発電インフラと柔軟性を持つ資源への投資に関する膨大な数の意思決定を必要
とする。したがって、様々な選択肢の経済性を評価するための概念的枠組みは非常に重要であ
る。
さまざまな技術オプションの発電コストは、エネルギー（kWh）の単位で表現されるのが最も一
般的であり、LCOE と呼ばれる。これは特定の発電技術における発電所レベルで見たコストの
尺度であり、発電所レベルのすべてのコスト（投資、燃料、排出量、運転、保守など）を合計し、
発電所の発電電力量で割ることによって算出される。異なる時点で発生するコスト（発電所の
建設コスト、運用コスト）を、発電所の経済的な寿命にわたって「均等化(levelising)」すること
によって比較するため、LCOE という呼び名はここに由来している。
風力発電と太陽光発電の LCOE は過去 20 年間で大幅に低下した（IEA, 2015c; IEA, 2015d）。
風力発電と太陽光発電の LCOE が化石燃料または原子力発電の LCOE に近いか、またはそれ以
下である事例がますます増えている。例えば、現時点で報告されている陸上風力発電の最低価
格は、30～35 US ドル/MWh（モロッコ）、太陽光発電は 29 US ドル/MWh である（ドバイ）。
しかし、LCOE を指標にすると、いつ、どこで、どのように発電したかが分からない。「いつ」
は、達成可能な発電の時間的プロファイル、「どこで」は発電所の位置、「どのように」は発電
技術の種別による電力システムとの関係を意味する。いつ、どこで、どのようにという点で各技
術が異なる場合、LCOE に基づく比較は十分でなく、誤解を招く可能性もある。LCOE のみに基
づく比較は、異なる供給源から発電された電気が同じ価値を持つことを暗に仮定している。
電力の価値は、いつ、どこで発電されるかによって決まり、VRE の割合が高い電力システム
では特にそうである。豊富な発電量が比較的低い需要と同時に発生すると、その時点の電力の
価値は低くなる。逆に、発電量があまり得られず、需要が高い時間では、電力の価値は高くな
る。システム全体の電力の価値を考慮することで、VRE 統合と電力システム改革の課題につ
いての新しい展望が開かれる。
「システム価値」は、任意の発電技術の追加によって得られる正味の利益として定義される。
概念的な枠組みはすべての発電技術に適用されるが、ここでは風力発電や太陽エネルギー発電
に焦点を当てる。システム価値は、追加で生じるポジティブ（正）又はネガティブ（負）な効
果の相互作用によって決定される。ある技術のシステム価値を具体的に計算するためには、最
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初にどの要因を考慮するかを明示する必要がある。例えば、大きな価格変動や関連するリスク
がある燃料に依らない技術の正の外部性を計算に含む場合、あるいは含まない場合がある。
正の効果には、燃料コストの削減、CO2 およびその他の汚染物質排出コストの削減、他の発電機
容量の必要性の低減、送配電網の使用の必要性と関連する損失の低減など、コスト削減に結び
つく評価で使用するすべての要素が含まれる。負の効果としては、従来型の発電所のサイクリ
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ング106に伴う運用コスト増や送配電網インフラ増設に伴う設備コスト増などが挙げられる。
システム価値は、LCOE のような古典的な発電コスト指標によって提供された情報を補い、追
加した電源が残りの電力システムに及ぼす影響を把握する。簡単に言えば、LCOE は特定の技
術に必要なコストを示し、システム価値はその技術がシステムに及ぼす正味の影響を把握する
（図 19）。
ある技術のシステム価値を計算するためには、燃料価格や炭素価格など、いくつかの仮定が必
要である。また、さまざまなシナリオ間でコストを比較するモデリングツールが必要な場合も
ある。実際の市場データを分析することによって、システム価値の特定の構成要素を推定する
こともできる。この推定には、データの取得がかなり容易であるという利点があるが、結果の解
釈には慎重を期する必要がある。市場がすべての関連する外部性の価格を正確に評価し、すべ
ての便益に報酬を与え、すべての費用を請求するという理論的な場合のみ、市場価格はシステ
ム価値を完全に反映する。これが実際に満たされる度合いは、多数の要因に依存する。例えば、
広範な地理的領域で同一価格が形成された場合、スポット市場の収益に基づくシステム価値の
評価（洋上風力についての下記の分析を参照）では、送電網インフラへのすべての重要な影響を
把握できない可能性がある。しかし、システム価値に関する部分的な情報であっても、政策と市
場設計に重要な知見を提供する場合がある。
システム価値が高いことは、技術が提供するものと電力システムが必要とするものがよく一致
していることを示す。例えば、電力価格の高騰時に新しい VRE 発電所が発電する場合、この好
ましい状況はこの発電所の高いシステム価値に反映される。適切に設計された電力市場では、
発電事業者は電力価格の高騰時に発電された電力については平均以上の市場価格を受け取る。
システム価値の視点は、発電コスト以上の重要な情報を提供する。事実、LCOE とシステム価値
を比較することで、政策立案者やその他の電力システム関係者にとって重要な情報が得られる。
VRE のシステム価値が発電コストより高い場合、その VRE の追加容量は、電力システムの総コ
ストの削減に役立つ。
図 19

LCOE とシステム価値の比較

キーポイント LCOE とシステム価値は相補的な情報を提供する。LCOE は個々の発電所レベルで与えられ
るのに対し、システム価値はシステムレベルの影響を把握する。

106

訳注：発電機の起動停止あるいは大きな出力変動のこと。
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様々な技術の LCOE だけではなく、システム価値を比較することで、政策設計のためのより完
全な全体像と適正な基盤が提供される（図 20）。以下の例では、技術 B のコストは最も低いが、
価値も非常に低いため、導入のためには最大の支援が必要になる。それに比べて、技術 C のコ
ストは中程度ではあるがシステム価値が非常に高いため、適切な市場設計があるという前提で
あれば、支援を必要としない。
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図 20

VRE の費用，システム価値，と競争力の相互関係
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キーポイント 適切に設計された市場のもとでは、コストとシステム価値との関係は、財政支援の必要性や
技術の競争力の度合いを決定する。

システムサービス能力
技術の進歩により、VRE 出力をリアルタイムで予測して制御できる程度が大幅に改善された。
これは、システム運用者が、どれくらいの風力と日射量が確実に得られるかを、数時間前に非
常に正確に知ることができ、VRE を使用した運転予備力などのシステムサービスの提供がで
きることを意味する107。例えば、デンマークの風力発電所はシステムサービス市場への参入が
期待されている。スペインでは、風力発電は、最近、バランシング市場で初めて上げ予備力を
提供した（Acciona, 2016）。これは、システム価値を 2 つの方法で向上させる。第一に、シ
ステムサービスは多くの場合、高い報酬をもたらす高付加価値サービスであり、第二に、VRE
からシステムサービスを取得することで、従来はそれらのサービスを提供していた火力発電所
を停止することができ108、これにより、VRE の出力抑制を回避し、システム価値を引き上げ
ることができる。
VRE からのシステムサービスの提供を可能にするには、2 つの主要な要素が必要である。
第一に、設置された発電所の機器が、技術的にサービスを提供できることである。これは、
各発電所が送配電網に接続するために必要な機能を指定する、将来を見通した技術標準の
採用によって保証される（これらの接続規格はしばしば系統連系規程と呼ばれる。ボック
ス 15 参照）。第二に、システムサービス市場（が存在する場合は）の設計を含めたシステ
ム運用の実践は、VRE の導入に合わせて改善する必要がある。最も重要な変更は、1）ユ
ニットがサービスの可用性を可能な限りリアルタイムに近い時点で宣言できること、2）典
型的な VRE プロジェクトの規模の発電所が参加できること、3）アグリゲータがデマンド
レスポンスや蓄電オプションを含む資源の組み合わせによる貢献を集約できること、4）提
供されたサービスの価値に正確な報酬を与えること、である。ドイツは、最近の改革であ
る Energy Market 2.0 により、この方向に向けた取り組みを行っている。スペインは、風
力発電を実際に需給バランスに組み込む改革をすでに実施している。

107

108

訳注：それでも年数回など、大きな予測誤差が発生することは避けがたいということに注意する必要があ
る。
訳注：この「2 つの方法」は、報酬とそれのもとになったコストという関係であり、別のものではなく、
同じことについての 2 つの方向での解釈である。
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ボックス 15

進歩した系統連系規程の事例

系統連系規程109（北米では系統連系規格）は、システム運用者が開発した技術文書であり、送配電
網に接続するすべての設備の技術要件を定めている。電力システムよっては、異なる方法で同じサ
ービスを得ることができる。例えば、一部は系統連系規程で義務付けられる一方、その他は調達や
市場メカニズムを使用する。
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VRE は、導入の初期段階では、電力システムに対して異なる機能と影響を持つ新しい技術であった
ため、VRE 固有の系統に接続する要件の開発を必要とした。初期の要件は、
「害を与えない」とい
う考え方が特徴だったが、これは必ずしも達成されたわけではなかった（RETD, 2013）
。
デンマークにおける風力発電機についての系統連系規程の初版は 1999 年に発効した。それまでは、
送配電網への接続に関するいくつかの技術仕様が存在していた。一般的に、これらの古い仕様では、
電圧および周波数の異常の発生時には、風力発電機を送配電網から切り離すことが必要だったが、
1999 年以後の新しい規程では、事故発生時に風力発電機の接続を維持し、送配電網の運用を支える
ために電力を供給し続けることが求められた。高圧レベルで接続された新しい風力発電機は、必要に
応じてその出力を抑制するため遠隔制御機能が求められた。風力発電機の 90 ％が中圧レベル（60
kV）以下で接続されているので、今では同様の系統連系規程がその電圧レベルで適用されるようにな
った。
ドイツの太陽光発電所の系統連系規程では、当初、システム障害時に周波数が 50.2 Hz 以上に上昇し
た場合、すべての発電所をシステムから切り離すことが規定されていた。このようなルールは、太陽
光発電の導入率が低い段階では安全なシステム動作を可能にするが、より高い導入段階では脅威を引
き起こす可能性がある。つまり、すべての太陽光発電所が同時に送電網から遮断された場合、発電容
量の喪失により、システムの安定運用が危うくなる可能性がある。この問題が確認された後、系統連
系規程の要求により突発的な発電の喪失が発生しないように、プログラム改修が実施された。
ここ数年、VRE の導入率が拡大している国では、VRE 技術の系統連系規程に新しい要件が登場して
いる。しかし、これらの要件の特質、範囲および記述は、多くの場合、曖昧で整合性や一貫性がない
（RETD, 2013）
。このため欧州では、より一貫した枠組みを作成する目的で、欧州送電網運用者ネッ
トワーク（ENTSO-E）が欧州のすべての電力システムに適用する一連の最小限度の系統連系規程を
制定した（ENTSO-E, 2016c）
。

発電技術のミックス
風力と太陽エネルギーの出力は、世界の多くの地域で相補的（相互に補う関係）な出力である。
さらに、VRE の可用性は、水力など他の再生可能資源との間で相補的である場合がある。し
たがって、技術を組み合わせ（ミックス）て導入することで、価値のある相乗効果が得られる。
例えば、ドイツにおける風力と太陽エネルギーの現在の組み合わせは、個々の技術の単独での
使用よりも全体として安定した発電プロファイルにつながる（図 21）。しかし、最適な技術
の組み合わせを達成するためには、現在の電力システム規制と系統連系規程の変更が必要にな
ると考えられる。
例えば、南アフリカの現行基準では、VRE 発電所は、太陽光と風力の銘板の発電出力（最大
出力）の合計が、変電所の定格容量（最大容量）に等しい点までしか、所与の変電所に接続す
ることが許されない。太陽光および風力発電所は 1 年のうち同時に最大発電量に達する時間
が限られているので、変電所での VRE 容量の合計は、運転制限がなくても変電所の定格容量
よりも大きくできる。南アフリカの分析（CSIR, 2016）では、運転制限なしに変電所の定格に
対し 120 ％までの VRE 容量を設置できることが明らかになった。発電電力の一部が送電レベ
ルまで供給されず局所的に消費される事を含めると、実現可能な導入率はさらに増加した（詳
細は IEA [2016a]の第 5 章の南アフリカのケーススタディを参照）。

109

訳注：日本では、経済産業省により作成・公表された「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライ
ン」に基づき、日本電気協会が発行した「系統連系規程 (Grid-interconnection Code)」がある。
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長期的なモデリング検討により、コスト最適な VRE 技術の組み合わせを決定することができ
る。この情報は、VRE 容量の報酬体系を制定または調整するときに使用できる。前述のメキ
シコのオークションシステムはそのような仕組みの一例である。技術別のオークションにより
VRE 容量を契約する場合、競売する容量を技術別に設定することでシステム全体の最適なバ
ランスを達成することができる。南アフリカでは、技術別のオークションにおける調達量は、
長期的なシステム計画に基づいて設定されている。
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図 21

風力と太陽光発電の月別発電電力量（ドイツ，2014 年）

出典：Adapted from Fraunhofer ISE (2016), “Monthly electricity generation in Germany in 2016”, energy chart、www.energycharts.de/energy.htm。

キーポイント 適切な割合の風力と太陽光発電の組み合わせで、統合が容易になる。

最近の南アフリカでの分析では、この「技術的分散」手法が支持されており、VRE の公称発
電容量の単純合計より、変電所に接続できる VRE 容量が最大 70 ％増加することを示唆して
いる（ボックス 16）。
ボックス 16

南アフリカにおける接続可能容量に対する VRE の相補性の影響に関するモデル解析

科学産業研究評議会（CSIR: Council for Scientific and Industrial Research）は、相補的な出力プロフ
ァイルを示す風力と太陽エネルギーの組み合わせによる、既存の送配電網インフラの接続可能容量の
向上効果を分析した。
風力発電量と太陽光発電量および変電所レベルでの負荷を解析し、モデル化したすべての変電所で必
要とされる年間抑制量の統計分析から、抑制なしで統合可能な VRE ミックスの容量が、VRE 発電所
の公称定格の単純合計より、最大 70 ％増加することが示された（図 22）。

再生可能エネルギーのシステム統合

© OECD/IEA 2018

ベストプラクティスの最新情報

図 22

変電所容量に対する容量導入率による VRE 発電の平均抑制率
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非抑制の年間RE 供給に対
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出典：Adapted from CSIR (2016), Wind and solar PV resource aggregation study for South Africa 。

キーポイント 出力の相補性により、変電所の定格より 60〜70 ％多い風力および太陽光発電の容量を設置で
きる。

VRE の地理的分布
特定の地域での集中を軽減するために110既存の送配電網の範囲に新しい VRE 設備を費用対効
果の高い方法で分散させることで、特定の地域での送電電力の集中を軽減し、送配電網の増強
が必要となる前により大きな容量を設置することができる。
VRE 発電所の立地を計画的に分散（「地理的分散」）することで、しばしば VRE 発電所の合
計出力を平滑化する、すなわち、変動性を減らし、システム運用（需給バランスの維持）上の
VRE による追加負担を最小限に抑える重要な機会が得られる。
これは、国や地域の異なる場所の間ではどんな時点でも気象条件が異なることが多いためであ
る。この変動性の程度は、地理的条件により大きく異なる。スペインの地中海地域や大西洋地
域など、一つの国が複数の気候帯に跨がる場合がある。さまざまな局所的な気象条件が発生す
る国もある。計画的な VRE 発電所の地理的分散の価値については、ボックス 17 でより詳細
に議論する。
風力発電所を地理的に分散させることの価値に注目した上で、地理的広がりから便益を得るに
は、高度に分散した風力発電所の出力を受け入れる効果的な送電網の必要性に注目すべきであ
る。このインフラは適切な配置の場合も、そうでない場合もある。さらに、そのような分散、
特に広域な山岳地帯での分散は、経済的または技術的に実施できないことがある。これは、
VRE の統合における多くのトレードオフの 1 つであり、この場合、送配電網を拡張するコス
トと発電所の分散設置のメリットはトレードオフの関係にある。

110

統合の観点から VRE 設置位置を最適化する以外に、経済的および実践的要因といった考慮すべき事項が
ある。本節では、統合の観点から設置位置を考慮する。
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ボックス 17

風力と太陽光発電出力の変動性を平滑化するための手段としての地理的分散

分散配置された VRE 発電所の合計出力は、個々のユニットの出力よりも変動が少ない。例えば、正
午に 1 つの雲があると、その下にある太陽光発電の出力が最大出力からピーク時の 20〜30 ％にまで
低下する（太陽光発電は直射日光だけを必要とするわけでないため、ゼロにはならない）。すべての
太陽電池が同じ場所にある場合、太陽光発電の出力は同じように低下する。システム運用者の観点か
らすれば、これは極めて望ましくない状況である。非常に短い時間の急峻な出力変化/起動-停止のた
めであっても、出力の喪失を補完するために大量の代替容量が必要になり、雲が晴れたときにはそれ
らを停止する必要がある。
対照的に、発電所が十分に分散して設置されている場合、そのような変動はより小さく、緩やかにな
る。図 23 は、南アフリカの風力発電（青色）と太陽光発電（黄色）の両方についてこの事実を示し
ている。図は国内の全風力発電所および太陽光発電所の合計出力プロファイルと比較して、薄い線で
示す 5×5 km 範囲に分散した太陽光および風力発電所の出力が急激に変化することを示している。
図 23 は、太陽光発電の合計出力が快晴の日に予想される滑らかな釣鐘型になることを示している。
風が不規則であるため、風力発電の合計出力にはこのような劇的な効果はない。したがって、風力の
合計出力は依然として不規則（濃い青線）だが、出力の最大値が低く、最低値が高く、出力の変化率
（「傾斜」）がはるかに緩やかである点が重要である。
このように VRE が地理的に分散していると、システム運用者の運用作業がかなり簡単になり、VRE
の突然の変動を補うために必要な予備容量（予備力）が低減される。太陽光発電の場合、出力予測は
かなり簡単になる。風力発電の場合、予測誤差が減少し、天候の変化に対応するためにシステム内の
他の発電所への負荷配分作業が大幅に簡単になる。111
VRE 出力の地理的分布による便益
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出典：Adapted from CSIR (2016), Wind and solar PV resource aggregation study for South Africa

キーポイント

VRE 発電所の分散により、出力の受け入れは容易になる。

南アフリカの CSIR による最近の研究は、VRE 発電所の広範囲にわたる分散設置の重要性を
裏付けている。また、最良の風況の地域のみに風力発電所を配置するのではなく、全国的に均
一に分散した方が合計出力のならし効果が最大になり、全体的に好ましいことを示唆している
（CSIR, 2016）。これは、風力発電全体の発電量の最大化（風力が最も強い場所にのみ発電所
を配置すること）、つまり開発者の利益の最大化と、合計出力の平滑化によるシステム全体の
利益の間にトレードオフがあることを示す112。

111

112

訳注：太陽光発電、風力発電の出力予測に関して、この内容は統計的には正しい。しかし、稀に発生する
大きな予測はずれ、大きな天候の変化など、システム運用上の課題は大きいことに注意が必要であ
る。
訳注：このトレードオフは絶対的なものではない。発電電力量に対して報酬が支払われる FIT 制度の場合
には影響が大きいが、時間的、地理的に粒度の高い市場価格での取引がある場合は、その影響は大
きく緩和される。
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全体的な出力がより平滑化されるということは、風力発電が最大値と最小値の間のいずれかの
点で発電している期間が長いことを意味する。これは、風力発電出力の持続曲線（デュレーシ
ョンカーブ）に反映されている113（図 24）。緑色の線は、風力発電の配置が単一の領域にあ
る場合の出力であり、青色の線は、風力発電所が広く分散設置されている場合の出力を示す114。

対照的に、青い線はすべての発電所の合計出力を示すが、ゼロや最大値はほとんどなく、通常
はその間のどこかにある。合計がゼロ出力の例がほとんど存在しないということは、ほとんど
の場合、風力発電の一部が常に発電中であると言える。これを、より高い「容量価値（capacity
value）」と呼ぶことがある116。
既存システム上の最適な配置を決定するためには、地理的な平滑化の便益（低い予備力要件お
よび送配電網のボトルネックの軽減）と、資源が最も豊富な場所を利用しない場合のコストを
比較する、費用便益分析が必要である。
図 24

風力発電の分散導入によるならし効果（南アフリカ）

1

正規化された出力
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集中設置された風力発電の構成によりモデル化された出力（緑線）は、定格出力115の 80 ％以
上の期間が約 1,300 時間（すなわち、1 年 8,760 時間の約 15 ％）あり、出力ゼロも同様の時
間ある。これは、その単一の場所では、風の強い日と凪の日が似た頻度で発生し、結果として
風力発電の出力が大きく変動することを反映している。
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出典： Adapted from CSIR (2016), Wind and solar PV resource aggregation study for South Africa

キーポイント

風力発電所の分散設置により、発電プロファイルはよりシステムへの協調性が高くなる

実際、最高の資源を有するが、需要地から遠く離れた場所と、通常の資源しかないが需要地に
近い場所では、太陽光発電所の建設コストの差はほとんどない。これは、南アフリカにおける
太陽光発電所の設置位置の選択肢に関する検討で示されている（Poeller et al., 2015）。
太陽光発電の急速なコスト低下に伴い、その導入は（日射が比較的小さい）低資源条件下でも
経済的になりつつある。風力発電の場合、タービンブレードやその他の部品の改良により、中
品質の風況の風力発電所での発電コストが大幅に低減されている（図 25）。これは、次世代
の風力と太陽エネルギーが、導入場所の選択に柔軟性を提供することを意味する。また、需要
に近い地点、または代替電源が非常に高価な地域で発電を行うことにより、システム価値を大
幅に増加させる可能性がある。例えば、場所に応じた電力の価値を反映したメキシコの最近の
113

114
115
116

持続曲線（デュレーションカーブ：Duration Curb）は、さまざまな目的に使われる。この場合、平年の風
力発電の出力を１時間単位で表している。データは、発電所が最大出力、最小出力およびこれら極端な２
つの値の間のすべての出力レベルにある時の平年の割合を（時間数で）示すために、時間順ではなく出力
の大きさの順に並べられる。
このような分散は、南アフリカの場合現在より多くの送電網を必要とすることに注意が必要。
定格出力/定格容量は、ユニットが運転できる最大電力である。
訳注：この状況はよりシステム価値が高いことが期待されるが、その値は需要や他の発電を含めた需給状
況の中で評価する必要がある。
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オークションでは、資源としては比較的優位性が低くとも追加の発電力が高い価値をもつ地域
におけるプロジェクトが選択された（オークションシステムの設計については IEA [2016a]の
第 5 章のメキシコのケーススタディを参照）。
図 25

米国における風速別の風力発電コストの推移
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注：m / s =メートル/秒。 MACRS =修正加速償却システム。 PTC =生産税額控除。

出典：Wiser, R. et al. (2012), “Recent developments in the levelized costs of energy from US wind power projects”。

キーポイント 近年の風力発電のコスト削減は、低風速技術で大きい。これにより、電力需要に近い地点に
新たな導入機会が開かれ、風力発電のシステム価値を高めることができる。

導入場所の最適化には、さまざまな政策オプションが存在する。これは、システム価値を市場
プレミアムで支払うか（卸売市場価格の部分的な適用）、オークションにおける事前選択メカ
ニズム（「まとめ：RE 政策枠組みにおけるシステム価値の反映」を参照）に反映するか、ま
たは卸売価格に地点別価格を導入することにより達成することができる。より基本的なレベル
では、特別な VRE 開発領域を指定し、地域により補助金の支払額を変えることができる。例
えば、中国やドイツなどいくつかの国では、風力資源のクラスに応じて固定価格買取制度（FIT：
Feed-In Tariff）システムが異なり、風速の低い地域では単位電力量あたりの報酬が高くなる。
さらに、2011 年に第十二次五ヵ年計画が開始されてから、中国における風力発電と太陽光発
電の新プロジェクトの配分は全国レベルで調整されている。ブラジルでは、利用可能な送電容
量と新しい VRE 発電所の位置との間の調整がない期間があったが、その後オークションシス
テムのルールが変更された。新しいルールでは、開発者は VRE 発電所の完成時に利用可能な
送電容量に近い地点で新規プロジェクトを実施する必要がある（詳細については、IEA[2016a]
の第 5 章ブラジルのケーススタディ参照）。

その他資源との局所的な統合
VRE の分散配置では、発電資源を他の柔軟性のある選択肢と直接統合して統合パッケージを
構成することができる。例えば、太陽光発電システムをデマンドレスポンスや蓄電資源と組み
合わせて、その地域の需要との適合性を向上させ、発電電力の価値を高めることができる。し
かし、このような資源が、送配電網の固定費の公平な配分を含むシステム全体に最適な方法で
使用されるように、送配電網料金および報酬制度を改定していくことが重要である117。
117

訳注：逆潮流回避のためのバッテリー設置による自家消費拡大の政策が多く実施される状況で、規制部門
である送配電網コストを確実に回収するとの原則を守り、全体としての設備形成、運用の最適化が
重要である。
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VRE、特に太陽光発電はその分散性により、小規模の蓄電池やデマンドレスポンス資源など、
他の資源に隣接して電源を配置することができる。資源の同一場所の設置は、送配電網の混雑
を回避し、近傍のリソースからのアンシラリーサービスの提供に役立つ。このような資源は、
電力メーターの顧客側に設置されることが多いため、適切な小売電力と送配電網の料金設計を
通じて政策介入を行う必要がある（ボックス 18）118。
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太陽光発電の逆潮流に対する支援水準を下げることで、間接的に自家消費および負荷成形の手
段や蓄電技術の採用が促進される。例えば、ドイツでは、住宅用太陽光発電の 2012 年 FIT に
よる買取価格（10kW 未満）が小売料金よりも低くなり、一般家庭では所有する太陽光発電シ
ステムの発電電力を使用するほうが有利になっている。
オーストラリアでは、FIT の構造と買取価格は州政府によって決定される。南オーストラリア
州では、太陽光発電システムの発電電力の報酬は、最低小売料金（MRP: Minimum Retailer
Payment）と定めている。2015 年の MRP は税抜きで 0.2255 US ドル/kWh（0.2951 豪ドル
/kWh）相当の平均小売料金よりも大幅に低い 0.04 US ドル/kWh（0.03 豪ドル/kWh）に設定
された。ビクトリア州では、2013 年以降の FIT の買取価格は 100kW までの太陽光発電シス
テムの場合、
0.0382 US ドル/kWh
（0.05 豪ドル/kWh）
、2015 年の住宅の小売電気料金は 0.2913
US ドル/kWh（0.3212 豪ドル/kWh）であった（ESCOSA, 2014; Victoria State Government,
2016; AEMC, 2015）。
これは、電力の自家消費を奨励し、個々の需要と利用可能な供給をより良く一致させるための
措置の採用を意味する。
ニューヨーク州のエネルギービジョン改革（REV）プロセスは、小売電気料金を再設計し、送
配電網と協調した消費を促し、VRE によって提供されるシステムサービスに報酬を与える市
場プラットフォームの創出を目指す。その目的はコストに応じて消費に課金し、送配電網の固
定費の公平な配分を保証しながら、分散型資源によって提供されるエネルギーおよびシステム
サービスへの支払いはその価値に従って行うことである。このような統合された手法により、
分散型資源の協調運用が保証され、システム価値が全体的に最大化される。
大規模なプロジェクトでは、風力と太陽光発電あるいは太陽光と太陽熱発電（STE: Solar
Thermal Electricity）を同じ場所に開発できれば発電電力の価値を高めることができる。例え
ば、チリのアタカマ砂漠のアタカマ－1 プロジェクトでは、太陽光発電と熱エネルギー貯蔵の
STE を組み合わせて 24 時間電力を供給する。独立した電力システムでは、VRE 技術とロー
カルなディーゼル発電機の運転を組み合わせることで、高価な燃料を代替し、電力供給コスト
を削減することができる。

発電時間プロファイルの最適化
風力発電や太陽光発電の設計は、発電所レベルでも統合の促進のために最適化することができ
る。
VRE 発電所設計をよりシステム協調性が高いものに変える取り組みは、劇的に進展している
分野である。簡単に言えば、VRE 資源の設備利用率の増加を促す手段はすべて、VRE 資源の
システム協調性を高める傾向がある。以下に、陸上風力と太陽光発電について、それぞれ詳し
く検討する。

陸上風力の場合
風力タービンの技術は、過去 10 年間で大きく進化してきた。市場に参入した「低風速」タ
ービンは、従来よりタワーが高く、発電容量あたりのロータ直径が大きい。これは各ユニッ
トの発電容量に対して、タービンが風を「捕らえる」面積がより大きいことを意味する。技
118

より一般的には、分散型資源が増加すると規制の見直しが必要となる（詳細は IEA, 2016b を参照）。
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術文献では「単位面積出力119」を計算することでしばしばこの関係を検討している。この数
値は、タービンが受風面積あたり抽出できる最大電力量を表し、発電機の定格容量を受風面
積で割った値である。所与のタービン容量に対する受風面積が大きいほど、発電機を定格容
量でより長い時間運転することができるので、一般に単位面積出力が低いほど設備利用率は
大きくなる。
例えば、ロータ直径が 90 m のタービンの受風面積は、6,362 m2 である。このロータを 2 MW
定格の発電機に取り付けると、単位面積出力は 314 W/m2 となる。一方、115 m のロータの
受風面積は 10,387 m2 であり、このロータを同じ 2 MW のタービンに取り付けると、単位面
積出力は 192 W/m2 と低くなる。単位面積出力が小さいタービンは、低風速でより多くのエ
ネルギーを取り込むことができる。風力タービン技術におけるこのような進歩は、「静かな
革命(silent revolution)」（Chabot, 2013）と言われている。米国では、平均ロータ直径が 98
年の 47.8 m から 99 年には 102 m に倍増し、新設タービンの単位面積出力が 394 W/m2 か
ら 246 W/m2 に低下した（Wiser and Bolinger, 2016）。
デンマークでは、タービン設計の改善により、陸上風力発電機の年間の等価最大出力運転時
間が 2008 年以降 2,000 時間から 3,000 時間に増加した（DEA, 2015）。単位面積出力を低
くすることで、発電がより一定になり、電気の経済的価値が高まると同時に、システム統合
性が向上する。このため、また簡潔を期すため、本書ではこのような風力タービンを「高性
能120（タービン）」と呼ぶことにする。

119
120

訳注：原文は specific (power) rating。
訳注：原文は advanced。
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図 26

高性能タービン技術による便益
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出典: Adapted from Hirth, L. and S. Mueller (2016), “System-friendly wind power: How advanced wind turbine design can
increase the economic value of electricity generated through wind power”.

キーポイント

高性能タービン設計により、風力発電のシステム価値が向上する。

本書のために実施されたモデリング調査（Hirth and Mueller, 2016）では、1 年間の平均市場
価値（US ドル/MWh）の増加により先進的技術の追加効果を評価する。この増加は、高性能風
力発電と従来の発電プロファイルにおける市場価値の差であり、欧州電力市場モデル（EMMA:
European Electricity Market Model）の結果に基づく。EMMA はこれまで風力発電や太陽光発
電の経済性を研究するために使われてきたモデルであり、フランス、ベネルクス、ドイツ、ポ
ーランドをカバーする統合された北西ヨーロッパ電力システムの技術経済モデルである。
EMMA は発電所の負荷配分と投資の両方をモデル化し、大きな技術的制約の下で投資、発電、
融通の決定に関する総コストの最小化を行う。高性能風力タービン設計には、1）卸電力市場
からの収益の増加（kWh などの価値の増加）、2）予測誤差の低減、3）送配電網費用の削減
（図 26）を含む多くの便益を持つ可能性がある。kWh などの価値は電力（スポット）市場お
よび容量市場からの利益からなり、このモデル分析はこの要素に着目したものである。
モデル分析の実施において、最も重要な入力は、風力発電出力の時系列データである。高性能
風力タービンは、1）従来型のタービン設計よりもタワーが高く、2）発電容量に対するロータ
直径の比が大きい（単位面積出力が小さい）という 2 つの特徴を持つ。風は高い場所でより一
定になる傾向があり、中間の風速領域では単位面積出力が小さいほど相対的に出力が大きくな
ることを意味し、これら両方の特性により出力はより一定になる。この意味で、高性能風力タ
ービンは従来型のタービンよりも「変動が少ない」（図 27）。
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1

200

1 096
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4 381

5 476

6 571

7 666

8 761

時間

注：GW =ギガワット。

出典：Hirth, L. and S. Mueller (2016), “System-friendly wind power: How advanced wind turbine design can increase the
economic value of electricity generated through wind power”

キーポイント 高性能タービンはより安定した出力を有し、中程度の風の利用可能期間に相対的により多く発
電する。

モデル分析では、すべての電源の設置場所で高性能技術を使用する意義と、これによる風力エ
ネルギーの市場価値の向上を検討した。比較の基準として、すべての設置場所への標準的な高
風速設計の導入を想定し、これをすべての設置場所で低風速タービンを導入したシナリオと比
較した。今日の導入状況を考えると、これは現実とは異なるシナリオであるが、高風速のサイ
トで低風速技術を導入する傾向は、すでに市場で実際に見られる（図 28）。
米国の陸上風力の設備利用率，風力資源，および単位面積出力の年推移
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平均単位面積出力（右側の縦軸）

注：風力資源の品質は、ハブ高さ 80m におけるサイト別の総設備利用率の推定に基づく。 1998-99 値= 100。

出典：Adapted from Wiser, R. and M. Bolinger (2016), 2015 Wind Technologies Market Report, report for the US Department
of Energy, https://emp.lbl.gov/sites/all/files/2015-windtechreport.final_.pdf.

キーポイント より大きな受風面積と風況の良い地域での活用を進める傾向は、米国の風力の設備利用率の
増加要因である。

従来型タービンの場合、季節的に風速と電力消費量が正の相関を持つため（欧州では両者とも
冬季に高い傾向がある）、価値係数は導入率が低い場合に高くなる。風力発電の導入が増える
と、普及率 30 ％で、価値係数は急速に低下して約 0.7 になる（図 29）。これは他の研究の知
見を反映しており（Mills and Wiser, 2012; Nicolosi,2012 など）、実際の市場データと整合性
している（Hirth, 2013）。
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図 29

北西ヨーロッパにおける高性能タービンおよび従来型タービン設計の経済価値の比較
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出典：Adapted from Hirth, L. and S. Mueller (2016), “System-friendly wind power: How advanced wind turbine design can
increase the economic value of electricity generated through wind power”

キーポイント

高性能技術のシステム価値は風力発電の割合が大きくなると高くなる。

風力によって電力が供給される時間帯には電力価格が下がるため121、相対価値は下がる。風力
発電の導入量が多くなると、電力価格の低下はより顕著になる。高性能タービン使用時は、風力
による発電が時間の中で滑らかに配分されるため、電力価格の低下はより小さくなり、時間別
の電力価格の低下効果が低減される（図 27）。

モデル分析の結果ではこの差が大きいことを示している。
30 ％の導入率では、
価値係数は 13 ％
高く（「絶対差」）、これは従来型タービンの価値係数の 22 ％に相当する（「相対差」）。言
い換えれば、風力発電で発電された 1 MWh の電力は、高性能タービンを使用することでその価
値が相対的に 22 ％向上する。この差が大きいことがモデル解析の主要な発見であり、この結果
が一般的に正しいことは、大量の感度分析において確認された。
この差は風力発電コストと比較して大きい。電気の平均価格が 80 US ドル/MWh であると、差
は 10 US ドル/MWh になり、風力 LCOE ではかなりの割合を占める。この場合、高性能風力タ
ービンは、発電コストが 14 ％高くても従来型タービンと競合することができる。
導入率が非常に低い段階では、高性能タービンの価値は従来型タービンの価値を下回る。欧州
では、電気の需要がより大きい冬季に風速は大きい。この正の季節的相関は、特に夏と冬との間
の相違がより顕著である場合に、従来型風力タービンに利益をもたらす。導入率が高くなると、
風力の出力変動による価値の低減効果が顕在化し始め、出力変動が大きい従来型発電プロファ
イルの価値が急速に低下する。
20 ％の導入率では、高性能タービンの相対価値は従来型タービンより 5 ％ポイント高い。この
差は、導入率が高くなると大きくなり、風力発電が総発電量の 30 ％を占めると、高性能風力タ
ービン設計の選択は、他の柔軟性オプションよりも風力の価値に強い影響を与える（図 30）。

121

訳注：風力によって電力が供給されていて残余需要が小さい時間帯はより安価な火力電源などで卸電力市
場価格が決まることについて述べている。
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図 30

北西ヨーロッパの風力発電の経済価値に対する各種柔軟性オプションの影響の比較
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コージェネの柔軟性向上
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出典：Adapted from Hirth, L. and S. Mueller (2016), “System-friendly wind power: How advanced wind turbine design can
increase the economic value of electricity generated through wind power”

キーポイント
える。

高性能タービン設計は、他のどの柔軟性オプションよりも風力発電の価値に大きな影響を与

太陽光発電の場合
太陽光発電のシステム価値を改善するためには、太陽電池の方位角の変更、日中の太陽の追跡、
太陽電池の発電容量とインバータ定格容量の比の調整（いわゆるインバータ負荷比、直流[DC]
－交流[AC]比、または太陽電池－インバータ比）の 3 つの方法がある。最初の 2 つの選択肢
は、事業用規模の太陽光発電所への適用により限られる。
さらに、これらの選択肢は、発電出力の量とタイミングを変更する手段となる。過去の太陽光
発電設備に対する投資の大半は、市場価格シグナルまたはシステムの観点から出力を最適化す
る同様のインセンティブとは無関係だった。その結果、これらの設計上の選択肢は通常、発電
の LCOE を最小化するために用いられてきた。VRE 発電が市場価格に対応している場合や、
システムの発電設計を最適化するインセンティブが与えられているといった限られた場合の
み、より広いシステム全体の利益を得るためにこれらの選択肢が使用されている。

太陽光発電の方位角と傾斜角
一般的に、太陽の軌道を追跡しない太陽電池（「傾斜角固定」）は、太陽からの受光を最大化
するため、赤道に向けて配置される。ただし、東西方向を組み合わせた傾斜角固定設置が効果
的な場合もある。単位表面積あたり最大 75 ％多くの太陽電池を設置することができ、土地代
や架台コストを削減できる（Troester and Schmidt, 2012）。システムと協調した考え方に対
する特別なインセンティブがない中で、Cestas（フランス）の最大規模の太陽光発電所は、正
確に東西 2 方向に向けて建設された（Clover, 2016）。
さらに重要なことは、午後から夕方にかけて総電力需要が高くなることが多いため、この時間
帯にエネルギーはより高い価値を持つ傾向があるということである。この価値の差は、太陽エ
ネルギーの導入率が高くなると大きくなると考えられ、太陽電池を西に向けることが好まれ
る。カリフォルニア州は「西向きの太陽電池はすべての発電電力量に対して 15 ％のプレミア
ムを受け取る」という法律を制定した。太陽光発電の導入率が高くなった時点で、東向きの太
陽電池を追加することで、太陽光発電が朝の消費ピークに貢献することが可能になる（図 31）。
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図 31

太陽電池の方位角がもたらす太陽光発電プロファイルへの影響（ドイツ、5 月）
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注：世界の同じ緯度の他の地域では同じ結果が得られている。

出典：Adapted from Troester, E. and J. D. Schmidt (2012), Evaluating the Impact of PV Module Orientation on Grid Operation,
www.smooth-pv.info/doc/App22_ENA_Evaluating_the_Impact_of_PV_Module_Orientation.pdf.

キーポイント ドイツでは、東西両方向の太陽電池を組み合わせた発電出力は、変動勾配が小さく、朝夕に若
干高い値になる。

発電電力量を最大化するためには、太陽電池を地面に対して配置する角度（傾斜角）を設置地点
の緯度にほぼ等しくするという大まかな指針がある。実際には、最適な土地利用や太陽電池以外
の機器コスト、建築基準などを考慮すると、例えば屋根の上に太陽電池を平らに置くなど、緯度
とは異なる傾きが好まれる場合がある。太陽からの直達光（直接放射照度[DNI]）の寄与が相対的
に小さい場所では、その場所の緯度よりも最大 15°低い傾斜角で出力は最適化される（IEA, 2011c）。
太陽光発電の価格が安い将来は、太陽光発電プロジェクトの年間発電プロファイルをシステム
全体の価値に沿ったものに変更するために、市場と政策設計において一定の傾斜角を奨励する
可能性がある。方位角は日々の発電プロファイルを変えるのに対し、傾斜角は年間の発電プロ
ファイルを変える。赤道に面する太陽電池の傾斜角が大きくなると、冬の出力が増加し、夏の出
力が減少する122。これはおそらく温帯の国や太陽光発電の導入率が高く日射の良い国で価値が
あると考えられる。しかし、夏の発電量が冬の発電量を大幅に上回る温帯諸国では、年間発電量
の損失は比較的重要な費用となる可能性がある。

追尾
太陽電池が日中の太陽の軌道を追う追尾システムにより、発電量は増加する（図 32）。単軸追
尾123の場合、日射量が多い場所の太陽光発電設備は、追尾がない場合よりも年間 12〜25 ％の
電力量の増加となる。二軸追尾124では、電力量をさらに 10〜15 ％増加させる可能性があるが、
経済的観点からは、この利点は支持装置の設備費および保守費の増加によって相殺される
（Bolinger, Seel and Wu, 2016）。非集光太陽電池は入射する日光に対して比較的裕度があるた
め、追尾技術の精度が高い必要はなく、したがって設備は非常に高価なわけではない。
単軸追尾太陽光発電システムは、日射量の多い地域で事業用規模の太陽光発電システムで支配
的となっており、一定料金でも便益がコストを上回る。東西追尾システムの重要な利点は、シス
テム需要が高い傾向にある早朝および午後遅くの発電量の増加である。しかし、東西追尾シス
テムと赤道に面した固定システムを比較すると、追尾式のシステムは日の出と日の入りに急劇
な出力変化を示す。

122
123
124

傾斜角が大きくなると、太陽電池は冬のより低い太陽に直接面するようになる。
訳注：仰角が変えられる追尾方式。
訳注：仰角に加え方位角も変えられる追尾方式。
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図 32

二軸追尾型および傾斜角固定太陽光発電の 1 日における最大出力に対する割合（例）
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注：説明用の代表例

キーポイント 追尾型の太陽光発電システムはより多くのエネルギーを提供するが、朝夕に急な出力変化を示
す。

太陽電池対インバータ比
太陽光発電所の発電容量（AC 換算）は、インバータの容量によって決まる。太陽電池の出力
（DC 換算）が定格ピーク容量に達するのは数時間だけなので125、太陽電池の公称容量は一般
にインバータ容量より少なくとも 10 ％大きくなると考えられる。太陽電池とインバータの公
称容量の比は、DC/AC 比、またはインバータ負荷比（ILR: Inverter Load Ratio）と呼ばれる
（Troester and Schmidt, 2012）。
DC/AC 比が高い太陽光発電所は、DC/AC 比が低い発電所と比較して、より長い時間フル稼働
する。例えば、1 MW のインバータと 1.1 MW の太陽電池（DC/AC 比が 1.1）を使用した太陽
光発電所を、同じインバータ容量で 1.3 MW の太陽光（DC/AC 比が 1.3）の第二の太陽光発電
所と比較する（図 33）。両方の発電所において、太陽エネルギーのピーク時間帯に太陽光発
電量の一部が失われる。これは、インバータが太陽電池の最大ピーク発電量に対応できないた
めである（これらのエネルギー損失は「クリッピング損失」とも呼ばれる）。太陽電池の容量
が大きい太陽光発電所は、クリッピング損失も大きくなるが、同時に、ピーク前後の時間帯に
「追加の」発電量を得ることができる。現在、発電所レベルの出力は台地状の形状をとるよう
になり、これは電力システムの観点からは、より価値が高くなる。

125

太陽電池の定格電力を決定する標準試験条件は、1000 W/㎡の放射照度、25℃のセル温度およびエアマス
（太陽光が地上に届くまでに通過する大気の量）1.5 である。
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現状およびインバータ容量低減によりシステム協調性が高い太陽光発電所の発電特性（例）

図 33
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注：説明用の代表例の図。

キーポイント

インバータ容量低減で、よりシステム協調性が高い太陽光発電プロファイルが可能になる。

多数の太陽光発電所に高い DC/AC 比を適用すると、システム運用で扱いにくい正午の太陽光
発電ピークの影響が小さくなる。最適な DC/AC 比は、系統連系規程で規定されている技術要
件、インバータに対する太陽電池の相対コスト、接続設備のコストなど、多くの要因によって
決まる126。接続容量（すなわち、インバータの容量）が設定されると、太陽電池の容量が最適
化される。近年の太陽電池コストの急激な低下は、一部の国でより大きな太陽電池を設置する
傾向につながっている（図 34）。
DC/AC 比を押し上げる他の要因として、正午のエネルギーの価値が低い場合に高い DC/AC 比
が好まれる、時間に依存した収益への対応が挙げられる。カリフォルニア州では、一部の電力
会社が、午後遅くに発電可能な太陽光発電所を選ぶ、時間帯別の電力購入契約（PPA）による
時間帯別の買い取り価格を提供している。追尾型の太陽光発電所では既に一日を通して一定の
エネルギー出力が得られているため、影響は固定傾斜角発電所でより大きくなる。

126

接続インフラがピーク発電量に対応している場合、送配電網総容量の大部分が、ピーク時間外には使用さ
れないことになる。インバータを小容量化することで、より多くの接続インフラの容量が 1 日を通して使
用されるようになる。
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図 34

架台種別と設置年による DC/AC 比の推移（米国）
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注：値は米国における事業用規模の太陽光発電所のサンプルによる。

出典：Adapted from Bolinger, M. and J. Seel (2016), Utility-Scale Solar 2015, https://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl1006037_report.pdf。

キーポイント

米国では、近年、太陽光発電所の DC/AC 比が徐々に増加している。

分散型太陽光発電
分散型ルーフトップ太陽光発電プロジェクトのほとんどは、全体的な発電量を最大化し、
発電エネルギー当たりの総コストを下げることを目的に開発されている。ルーフトップ太
陽光発電システムへの投資は、主にプロジェクトレベルでの経済的便益によって意思決定
される。そのため、プロジェクトシステム開発者には、全体的な電力システムへの経済的
影響を詳細に考慮しないで、プロジェクト価値を最大化するようなインセンティブが働く。
分散型太陽光発電の導入率の上昇に伴い、システム協調性が高い導入に対するインセンテ
ィブが不足すると、配電網レベルで信頼性を維持するためのコストが必要以上に大きくな
る可能性がある。
導入率が大きくなると、配電網の運用は、分散型太陽光発電プロジェクトが配電網に供給
する電力の影響を受ける。温帯の国々では特に、太陽光発電のピーク時に導入場所での電
力消費が小さくなる傾向があり、ほとんどの住宅用太陽光発電システムは、昼間の時間帯
に電力を配電網に送る。この状況は、昼間の高い電力消費が設置場所の太陽光発電システ
ムの発電電力を吸収する業務および産業部門では、通常、あまり顕著ではない。
従来、地方の配電網は送電網から最終消費者に、安全で信頼性と費用対効果の高い方法で
電気を送るように設計されている。原則的には電気の逆潮流が可能だが、逆潮流を日常的
に許容するためには、保護装置および運用方法に多くの変更が必要となる。
分散型資源の協調的な導入手法は、全体のシステムコストを最小限に抑えながら、地方の
配電網の性能を最適化する取り組みを支援する。配電網運用者は少なくとも、既設設備の
機能と当該配電網内での分散型太陽光発電資源の進行中の導入について、透明性の高い知
見を持っている必要がある。
太陽電池の方位角および傾斜角は、設置する建物側の事情で決定されることが多く、特に
住宅分野のルーフトップの場合は、調整の余地が限られる。業務および産業部門の大きく
平らな屋根または駐車場にはより柔軟性がある。そのため、事業用規模の太陽光発電シス
テムに適用される傾斜角と方位角の基準は、分散型発電にも本来等しく適用される。しか
し、住宅部門では、太陽光発電機器のコスト削減が東西向きのシステムの利点と結びつき、
相対的に厳しい南向きの設置の場合よりも、ルーフトップ太陽光発電システムを設置する
機会が増える。
各種技術により、配電網に供給される電力量を最小限に抑えることで、分散型太陽光発電
設備のシステム協調性をさらに向上することができる。インテリジェントソフトウェアは
スマート家電との対話により、家庭レベルの電力消費プロファイルを作ることができる。
分散型太陽光発電に蓄電池システムを併設することで、自家消費を効果的に増加させ、発
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電電力をシフトさせることによって、ローカルグリッドへの逆潮流を減らすことができる
127
。EV もまたバッテリー容量を提供することができ、家庭とオフィスの両方で、分散型太
陽光発電設備のより強力な利用を支援する。

発電時間プロファイルを最適化する政策例
Page | 100

システム協調性が高い VRE への投資を促進する政策オプションの 1 つは、市場の収益に
プレミアム料金を適用することである（ドイツの Feed-In Premium システムなど）。これ
により、限定的だが投資家は市場シグナル（卸売価格）とリスクへの対応が必要になる。
プレミアム料金の設計により、発電の市場価値が平均 VRE 発電所よりも高い場合、VRE
発電事業者はさらに収益を得ることができる（詳細については、本章の「まとめ：RE 政策
枠組みにおけるシステム価値の反映」を参照）。米国の発電税額控除制度は、原則として、
電力市場価格の変動を投資家に渡すことで、よりシステム協調性が高い発電所設計のイン
センティブも提供する。
その他のより直接的な、発電タイミングに影響する方法は、供給時間に応じて PPA による
支払を直接変えることである。2006 年以降、カリフォルニア州の PPA では、供給時間
（TOD：Time of Delivery）係数が使用されている。現在のシステムでは、TOD 係数は電力
システム全体の正味負荷のプロファイルに基づいて決定される。太陽光発電のピーク時に
は正味負荷が特に低いため、2016 年 3 月〜6 月のカリフォルニア州の Pacific Gas and
Electric 社の昼間の TOD 調整では、標準 PPA 価格の 28 ％しか支払われなかった。
南アフリカは 2013 年以降、集中型太陽光発電（CSP: concentrated solar power）技術の
「乗数」を導入し、16:30 から 21:30 までのすべての発電量に対する報酬は 2.7 倍に増加
している。
システム価値を開発者に知らせる仕組みを導入することは、原則として、システム協調性
が高い導入の実施にインセンティブを与える。より高い価値を持つ発電を行う発電所は、
より高い報酬を受け取る。しかしながら、既存の政策枠組みは、実際にはシステム協調性
が高い設計の採用を妨げる可能性がある。例えば、ある導入支援メカニズムの下で、適格
な収益額に全負荷時間を一定レベルに制限する上限が設定されている場合、プロジェクト
開発者は利益を増やすために意図的に大きな発電容量を選択する可能性がある 128。これは、
設備利用率を減少させるインセンティブをもたらす。デンマークの例は、これを防ぐため
に政策を調整する方法を示している。新しい FIP システムでは、適格な全負荷時間を計算
する際にロータのサイズが考慮される。

統合計画
VRE や他の発電技術の相対的なコストおよびさまざまな柔軟性を持つ資源のコストは絶え
ず変化し、技術の継続的な革新により、VRE の新しい導入機会が開かれている。その上、省
エネルギーによる電力需要の構造変化は、予想以上に早く起こる可能性がある。長期発電計
画が健全であるためには、柔軟性を持つ資源の最適な組み合わせが時間とともに変化する可
能性を考慮する必要がある。強力な調整の必要性は、需要の伸びが発送電容量への投資を促
す動的な電力システム129で最も顕著に現れる。その意味で、明確なルールと手順を持つ透明
127

128

129

訳注：自律的に逆潮流を減らすことは、場合によっては電力システム全体での需給バランスに悪影響を与
える場合があることに注意が必要である。
例えば、発電事業者が最初の 10,000 時間の全負荷運転に対する支払いを受け取る資格がある場合、支払
い額を増やす 1 つの方法は、例えば 2 MW から 2.5 MW などの大容量の発電機を設置することである。こ
れにより、適格な電力量が 20 GWh から 25 GWh に増加する。しかしながら、大型化により設備利用率が
低下し、システム協調性が低くなる。
訳注：基本的には、OECD 諸国ではなく、電力需要が急増する中国、インドをはじめとする国々を指して
いる。
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性の高いプロセスは、最大のシステム価値を持つ技術により、適切な時間と場所に VRE の
容量を新設することを保証する。VRE の調達と送電網増強を連携させることで、システム全
体のコストを削減できる。
デンマークはエネルギーシステム全体の計画を統合的に進めてきた長い歴史を持っている。
2050 年までの脱化石燃料の長期ビジョンのもとで、同国における RE の導入率は 1980 年以
来増加している。このビジョンは議会において堅固な支持を得ている。長期計画は、デンマ Page | 101
ークのエネルギーシステム関連の投資を誘導する重要なツールとなっている。VRE 発電の
増加に対処するために、送配電網および市場構造が段階的に再構成されており、今後も継続
される。デンマークのエネルギー政策に対するアプローチの特徴は、柔軟性を持つ資源と部
門横断的な電化の強化に重点を置いた統合計画である。

まとめ：RE 政策枠組みにおけるシステム価値の反映
VRE のシステム価値は相互に関連した多くの要因によって決まる。VRE の導入の進展に伴い、
それに合わせて検討に値する革新的な市場や政策の設計例が導入されている。本章では、分散
型および集中型の VRE の導入に焦点を当て、これらを検討する。
重要な点は、システム協調性が高い VRE 資源の導入を促進するための適切なツールと政策の
決定が、試行錯誤的なプロセスであるということである。政策と市場設計オプションを柔軟に
定義し、投資の確実性を維持しながら、さらなる変更を可能にする必要がある。

分散型資源－ローカルグリッド130の規制と小売料金への取組
過去 10 年間、分散型 VRE 資源への投資の主な推進要因はコストの最小化であり、資産の
システム価値はほとんど考慮されてこなかった。いずれ、分散型の風力および太陽エネル
ギーの資源開発に関するこのような考え方は、最善とはいえない結果を招き、最終的には
システムコストを必要以上に高くする可能性がある。多くの政策および市場設計オプショ
ンにより、分散型資源のシステム協調性を高めることができる。
分散型発電の導入率が高くなると、VRE の増加に対処するローカルグリッドの安全で高い
信頼性で運用を維持するには、最新かつ技術に適した低・中圧配電網への接続の系統連系
規程が必要になる。VRE 技術の明確なガイドラインは、分散型資源の制御性と予測能力を
効果的に強化し、より透明性とシステム協調性の高い、将来の分散型資源の導入を促進す
る。
系統連系規程を作成する際、システム運用者は、迅速な分散化においてシステムの安定性
を維持しつつ、分散化を促進する技術への将来的な投資を可能にするという、微妙なバラ
ンスを取る必要がある。容量を増やすため必要以上に厳しい技術ルールが策定されると容
量新設への投資が阻害され、逆に、基準が緩すぎると発電所の能力が必要条件を満たさな
い恐れがある。したがって、システム運用者は、現在の導入作業に過度の負担をかけず、
将来の送配電網開発に適した系統連系規程を作成する責任がある。
小売料金は、VRE 投資の方向性に対してますます重要になっている。時間と場所に応じた電力
消費の料金設定と分散型発電への報酬設定は、システム協調性が高い VRE 導入の推進に不可欠
なステップである。電力消費の季時別（TOU）料金131の設定を顧客に示すことが、電力が（需
要側にとって）最も価値のある時間帯に自家消費を増加する対策を導入するきっかけになる可
能性が高い。
システム協調性が高い VRE 導入のその他のインセンティブが、さまざまな市場で導入されてい
る。ドイツでは、配電網に供給可能な電力量の割合の上限、買取料金と小売料金の差の拡大、蓄
130
131

訳注：原文は local grid。次章「論点:ローカルグリッドの進化」での定義に合わせた。
訳注：原文は time-of-use pricing。本書では国内で用いられる用語に合わせたが、時間別のダイナミックな
料金を含む。
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電池システムへの投資クレジットなどにより、住宅所有者が適切なルーフトップ設備の規模を
設定し、自家消費を増やすことを奨励している。
ボックス 18

分散型太陽光発電への投資を誘導する小売電気料金の役割

小売料金は時間と場所に応じて、送配電網利用者と分散型エネルギー資源の両方に適切なインセン
ティブを与え、特に、送配電網料金はインフラ費用を回収し、送配電網の効率的な使用に関するシ
グナルを発信し、将来の投資コストを最小限に抑える必要がある。もちろん、これは農村地域の経
済発展など他の政策目標とバランスを取ることが必要である。自家消費の増加と関連して料金改革
が必要となる可能性が高い。
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例えば、地域配電網のピーク需要に対する顧客の貢献を正確に反映したデマンド料金132の導入は、配
電網のすべての利用者に公正な料金を保証する適切な方法となる。電力に関する税制も進化しなけれ
ばならない。分散型資源の導入に伴い、電力消費量は電気料金に敏感に反応し、課税や賦課金が高く
なると、個人が所有する太陽光発電システムにより配電網からの電気の使用を相殺する強い経済的イ
ンセンティブが消費者に生まれる。これを、目標を定めた戦略として使用することにより、太陽光発
電の導入を促進することができる。しかし何もしないと、投資判断が非効率になる可能性がある。例
えば、ガス暖房に代わる効率的なヒートポンプ給湯などの選択肢を妨げる可能性がある。電気ベース
のソリューションがより効率的でも、高い電気料金のもとでは、ガスから電気への切り替えの経済性
がなくなる可能性がある。

カリフォルニア州エネルギー委員会は、ピーク需要時間帯133に分散型発電量を増加させるため、
西向きの太陽電池に 15 ％のインセンティブを上乗せすることを承認した（Arriaga et al., 2015）。
Austin Energy とミネソタ州が先駆けとなり、太陽光発電プロジェクトを推進する太陽光価値
（VOS: Value of Solar）メカニズムの利用が開始された。VOS 料金は、特定の太陽光発電設備
の全コストと便益のボトムアップ計算により、電力システムに対する実際の価値を決定する
（Taylor et al., 2015）。この取り組みは、今までのところ、分散型太陽光発電のシステム価値を
与える最も包括的な方法である。

集中型資源－報酬枠組みの高度化
政策枠組みにシステム価値を反映させるには、微妙なバランスをとる必要がある。政策立案者は
発電コストと比較して最大のシステム価値を持つ技術への投資を促すことが求められるのに対し、
他方では、正確なシステム価値の計算は難しく、その中で最も重要なことは、現在のシステム価
値と将来のシステム価値が異なることである。
実際、短期市場価格に対処することは、異なる技術のシステム価値を投資家に知らせる有効な方
法である。しかし、技術に対する現在のシステム価値は、長期的な価値を十分反映していない可
能性がある。これは、VRE の導入率が高い多くの国で見られる「移行効果（transition effects）」
がその理由である。例えば、欧州の電力市場では、RE の導入、低い炭素価格、低い石炭価格、マ
イナス又は低調な需要の伸び（経済成長やエネルギー効率の鈍化）が相まって、卸市場価格が非
常に低くなっている。これらの低価格化は、新しいタイプの発電のコスト節減は限定的であり、
そのため短期のシステム価値が非常に低くなることを意味する。電力需要が急速に増加している
場合でも、予想される短期の卸電力価格だけに基づく投資は、複数の課題に直面している（IEA
[2016d]第 2 章を参照）。風力や太陽エネルギー発電は極めて資本集約的であるため、このような
課題は直接的に導入コストを押し上げ、システム価値と発電コストの差を広げる。その結果、投
資家に長期的に十分な収入の確実性を提供する仕組みが必要となる。同時に、そのような仕組み
は、異なる発電技術のシステム価値の違いを考慮して設計する必要がある。これを達成するため
の戦略がいくつかある。第一は、同じ技術で投資家間の競争を促進し、導入をよりシステム協調
132
133

訳注：Demand charge の訳。
訳注：日没後の残余需要が最大になる時点。
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性の高いものにすることである。第二は、異なる技術のシステム価値を決定し、投資家に長期契
約を提供する際に、これを考慮に入れるために、電力システムの包括的なモデリングを行うこと
である。
ドイツの市場プレミアム制度は、よりシステム協調性が高い導入を選択するインセンティブを投
資家に提供する。この仕組みは、平均的な風力発電所が FIT 料金に一致する収益を生み出すよう
に設計されている。よりシステム協調性が高い導入を促進する仕組みであり、発電所の平均市場 Page | 103
価値が高い場合、発電事業者は追加利益を得ることができる。投資家は風力発電機がいつ発電す
るかによって、価値の違いを認識することが多くなっている。専門のコンサルタントは、電力の
価値が特に高い時期に風が吹く地点のデータを提供する（図 35）。
図 35

ドイツの風力プロジェクトの地点別市場価値

注：青色の領域は平均以下、赤色の領域は平均以上の市場価値を示す。

出典：Adapted from Enervis/anemos (2016), Market Value Atlas, www.marketvalueatlas.com

キーポイント 発電所の立地により風力発電の電力システムに対する価値が異なる。

最近の包括的な電力市場改革の一環として、メキシコはシステム価値を投資決定に反映させる
代替手法を採用した。この手法は国内を 50 の地域（価格ゾーン）に分け、毎月特定の日の各
時間に対して計算した、今後 15 年間の電力市場価格の予測を含む、今後の電力システムの包
括的なモデリングをベースとしている。このような手法の実現には、電力システム計画のため
の高度なモデリングツールが不可欠である。また、燃料価格の将来の変化や送配電網の増強、
システムの柔軟性に対する追加投資について一連の前提を設定する必要がある。大きな価格デ
ータが公開されている（CENACE, 2016）。
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電力価格と電源の供給プロファイルを組み合わせて、市場収益を計算することができ、これは
システム価値の代替となる。正確な計算は幾分専門的になるが、電力とグリーン証明書の売却
による収入の合計となる。だが主要な点は変わらない。本質的には、平均以上の価値を持つ電
気を提供する発電事業者は、2 段階で入札額を減らすことができる（図 36）。第一段階でプロ
ジェクト開発者が計算した発電タイミングに関する修正が行われ、第二段階で発電地点に対す
る補正係数が適用される。要約すると、これらの要素は、プロジェクト選択の順序に反映され
る。メキシコのシステムは最近導入され、2016 年 4 月に最初のオークションの結果が得られ
た。設計は原則として、システム価値の観点からは優れているが、実際にはさらに修正が必要
になるかどうかは今後の課題である。
図 36

VRE に対するメキシコのオークションシステムの概要

キーポイント メキシコのオークションシステムの設計では、発電の時点と場所によって、異なるプロジェ
クトのシステム価値を反映する。

このオークションの設計には、基盤となるモデリングの高い精度が必要であることに留意
することが重要である。調達の結果は、ベースとなるシミュレーションの精度に左右され、
新しくオークションが行われるごとに更新される。これは、需要側の選択肢や送配電網の
増強などに寄与した可能性を考慮する必要があることを意味する。感度分析により、一定
の柔軟性対策を採用することによる風力および太陽エネルギー発電のシステム価値の改善
効果を示すことができる。このように統合された長期計画モデルは、政策立案の指針とし
て採用されることが多くなってきている。同様の手法を実施する場合、モデル解析手法の
開発は優先課題である。
この節での主要な議論を、表 6 に要約する。
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表6

システム協調性の高い政策ツールとシステム価値への影響の概要

システム協調性
を高める戦略
システムサービ
ス能力

開発地点

技術の組み合わ
せ

その他資源との
ローカルな統合

発電時間プロフ
ァイルの最適化

統合計画、モニ
タリング、改訂

政策ツール
高機能を必要とする系統連系
規程
システムサービス市場の高度
な設計

各国事例
デンマークとスペインにおける電
力システムの需給調整への風力発
電の参加

送配電網インフラと発電の
統合計画

ブラジルでの統合計画

報酬制度における
地点別シグナル

メキシコのオークション
システム。
中国の FIT 買取価格の差別化

長期計画で決定された各技術
の価値を反映した技術別オー
クション

南アフリカ

複数技術オークションに反映
されたシステム価値

メキシコ

分散型エネルギー資源の
買取価格の水準

オーストラリア、ドイツ

プレミアムシステムによる市
場価格への部分的開示

ドイツとデンマークの市場プレミ
アムシステム、米国の税額控除

供給時間別の買取価格による
電力購入契約

南アフリカ、米国

VRE と柔軟性を持つ資源を統
合した長期計画、定義更新

デンマークにおける統合エネルギ
ーシステム計画

システム価値への影響
VRE によるシステムサービスの提供
により発電が大きい時間により多くの
火力発電を停止し、VRE の発電余地
を拡大しシステム価値を増加させる Page | 105
電気が必要で送配電網が利用可能な地
点への VRE 発電の設置によりシステ
ム価値を改善する

技術を組み合わせた導入による、より
安定した VRE プロファイルと VRE
出力の余剰期間の短縮によりシステム
価値を改善する
買取価格を低減することで、負荷成形
の計量と貯蔵技術の採用により自家消
費が高まる。
高価格帯で発電する技術選択を投資家
に奨励する
VRE と柔軟性を持つ資源の同時導入
によりシステム価値を向上、長期的な
道筋を定期的に更新することで、技術
革新の全面的な利益を得る

論点:ローカルグリッドの進化
このトピックでは、ローカルグリッドの最近の動向と今後の展望について概説する。ここでは、
ローカルグリッドは主に電力送配電網の低圧および中圧の電圧階級を指す。これまでの配電網
の役割と、はるかに複雑で能動的に管理されたネットワークへと進化したものとを区別するた
め、「配電網」ではなく「ローカルグリッド」という用語を使用する。ローカルグリッドは、
電力ネットワークと協調して計画・運用される他のネットワークインフラを包含しているとも
解釈される。温冷熱供給および電動運輸がこの範疇に入る。

パラダイムシフト ー 将来のエネルギーシステムにおけるローカルグリッ
ド
低・中圧配電網は、高圧送配電網から低圧の消費者に特別な制御の必要なしに配電できるよう
に伝統的に設計されている。配電インフラを規定する計画基準は、将来の電力需要についての
単純で保守的な仮定に基づいていた。いったん設置されると、能動的な管理の必要はほとんど
なく、システム運用は、大抵の場合、必要に応じて必要な時期に故障を取り除き機器を交換す
ることであった。より小規模な住宅需要家の需要プロファイルはよく把握され、極めて均質で
あったため、通常は年に 1 回または数ヶ月ごとの検針で十分であった。夜間の使用を優先する
単純なシステム（例えば、電気暖房、給湯器）を除けば、需要は一般的に能動的な管理はされ
てこなかった。
このような概念は変わり始めている。分散エネルギー資源（DER：distributed energy resources）
の大幅導入、デジタル化、ビジネスモデルの革新、電力、熱、輸送の各部門間の結合など多く
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の要因が、今日のローカルグリッドの計画と運用を変えている。さらに将来的には、これらの
傾向はエネルギーシステムの当該部門を刷新し、信頼性と費用対効果がさらに高くクリーンな
エネルギーシステムの必須要素としてその重要性が高まると考えられる。

現在の変化の要因
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ローカルグリッドの進化を支える主な要因には、DER の導入、電力会社によるローカルグリ
ッドのスマート化（価格シグナルや料金徴収の精度向上を含む）、熱供給と運輸の電化が含ま
れる。

DER の導入による供給分散化の進展
DER は通常、消費者が局所的にエネルギーを発電し、消費のタイミングを電力システムのニ
ーズに適合させるモジュール式または小規模の技術である。これは 1 世紀以上にわたり電力
システムの特徴であった従来のトップダウン方式の供給構造からの脱却を意味する。近年のロ
ーカルグリッドを変えてきた最も重要な DER は、ルーフトップ太陽光発電（PV）である。
ルーフトップ PV の世界の設備容量は、2010 年の 10.7 GW から 2016 年には 45.7 GW に増加
した（図 37）。同じ期間に、中規模の設備134は 72 GW 以上増加し、2016 年には 91.8 GW に
達した。事業用規模のプロジェクトは 127 GW 増加し、2016 年に総容量は 133.7 GW に達し
た（IEA, 2016e）。
住宅および業務部門の合計は、米国では太陽エネルギー導入の総容量の 45 ％、ドイツでは
72 ％を占める。2016 年に、ルーフトップ PV を備えた世帯の割合は、オーストラリア全体で
16 ％、南オーストラリアで 26 ％、クイーンズランドで 25 ％であった。ルーフトップ PV を
持つ世帯の割合は、ハワイで 15 ％、ベルギーで 7 ％、ドイツで 4 ％であった（IEA,2016e）。
住宅用 PV の世界の設置容量は 2021 年までに 73 GW に達し、2016 年から 60 ％増加すると
見込まれている。この増加は、ローカルグリッドの急速な変化につながる。
図 37
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注：住宅用 PV は、20 kW 未満の設備容量と定義されている。 OECD =経済協力開発機構

出典：IEA (2016e), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016.

キーポイント 世界の住宅用 PV の容量は継続的に増加している。

電力会社によるローカルグリッドのスマート化
近年、送配電会社は、ローカルグリッドの情報機能を向上させるため幅広い技術の試験と導入
を行っている。今日の多くの電力システムにおけるスマートメーターの普及は、さらに高い精
度の電力需要の追跡に向けた重要なステップである。より高度なローカルグリッドの計画・運
用への移行は、従来のあまり能動的でないローカルグリッド管理手法からの変更を意味する。
134

住宅システムは 20 kW 未満、中規模の設備は 20 kW から 1000 kW の設備容量と定義されている。

© OECD/IEA 2018

再生可能エネルギーのシステム統合
ベストプラクティスの最新情報

電力会社主導の取り組みでは、しばしば情報通信技術（ICT）を適用することによる状態把握
の改善に焦点が当てられる。南アフリカにおける収益向上プロジェクトは、5 つの市町村にお
いて、顧客基盤のより良い管理、（送配電損失などの）技術的損失135の削減、料金徴収の改善
を実現する高度な計量インフラの整備を目指している。
2016 年には、フランスの送電網運用者（TSO）である RTE（Réseaude Transport d'Électricité）
と、配電網運用者（DSO）である ERDF（ÉlectricitéRéseauDistribution France）が、異なる電 Page | 107
圧階級間のさらなる協調の可能性を示すため、「スマート変電所」の実証試験を行っている。
高電圧機器と知的電子デバイス間のデジタルインタフェースが確立され、これと並行して非常
に詳細な DER 監視、自己診断の性能向上、および自動保護方式を可能にするオープン情報技
術（IT）アーキテクチャ導入が行われた（ISGAN, 2016）。
これらの投資により、システム運用の効率向上、技術的および非技術的な損失の低減、信頼性
の向上が実現し、多くの場合、さらに大量の DER の導入が可能になる。オーストリアでは、
2014 年に開始されたパイロットプロジェクトにより、分散型電源の割合が高いローカルグリ
ッドで利用可能な多くの電圧管理方法が明らかにされた。そこでは、能動的な分散型ネットワ
ーク管理とスマートな計画および監視を組み合わせることで、ローカルグリッドの導入容量を
20 ％増やせることが示された（ISGAN, 2016）。

熱供給と運輸の電化
暖房など低強度の熱需要や個人の輸送は、主に化石燃料で賄われている。近年、これらのサー
ビスを提供する、革新的でコスト競争力のある電源供給手段が増えている。これらの技術の採
用は、多くのメリットをもたらす。まず、熱エネルギー貯蔵能力を持つヒートポンプと電気自
動車（EV）は、需要を時間的にシフトさせることで、最大需要時における高価な発電の必要
性を低減し、VRE の統合に役立つ。第二に、電源構成による CO2 原単位の進展にもよるが、
電化はこれらのエネルギーサービスの脱炭素化に役立つ。さらに、輸送の電化は、地域、特に
大都市圏の大気質を改善する。
電気自動車（BEV: Battery-Electric Vehicle）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV:
Plug-in Hybrid Electric Vehicle）の世界の販売台数は、2016 年に 200 万台を超え、今後数年で
大きな成長が見込まれている。さらに、現在世界で 2 億台以上の電動二輪車が稼働している
（IEA, 2017c）。配電網からの充電量として計測される EV 充電の接続規模と、EV 充電イン
フラとリアルタイムの価格シグナルを提供する有効な市場との協調の度合いは、電力システム
に加わる各時点の需要量に影響する。
電気による熱供給は、何十年にもわたり多くの国（フランスやノルウェーなど）でかなり一般
的であったが、熱供給の電化は、VRE 資源の統合とエネルギーシステムの広範な脱炭素化と
いう観点から、新たな注目を集めている。
熱供給と EV 充電による需要には強い局地性があるため136、システム全体の柔軟性に対しこれ
らの技術が貢献するためには、ローカルグリッド内での調整が必要である（図 38）。

135

136

訳注：技術的損失は系統のインピーダンスや電流、補機電力など電力システムの運用に係る損失を意味す
る。盗難、支払われない料金、メータリングされていない負荷やメーター誤差による消費電力と計
量値の差などに起因する非技術的損失と区別して用いられる。
個人所有の家庭用 EV 充電器は、世界で設置された EV 充電器の 86 ％を占めると推定されている
（IEA,2016f）。
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図 38

熱供給と運輸の電化への選択肢の概要
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キーポイント

ローカルグリッドは、熱供給と運輸の部門間の統合に不可欠である。

ローカルグリッドの長期ビジョン
電力システム改革プロセスが進行すると、ローカルグリッドはクリーンで、信頼性が高く、費
用対効果の高いエネルギーシステムの中心的な要素となる。このような結果を生み出すのは、
以下の傾向の組み合わせであると考えられる。
 DER を大規模に導入し、これらの資源を重要な電力供給源とする
 デジタル化とスマートな需要家機器の効果的な統合によるデマンドレスポンスの大規模導
入
 脱炭素化および環境汚染低減の目標ならびに VRE 統合の必要性により推進される熱供給
と運輸の電化
費用最適な DER、特に分散型の PV の導入率には、かなりの不確実性が伴う。例えば、EV の
コスト低下が継続し、充電インフラの設置がローカルグリッドのインフラの増強を引き起こす
場合、増分コストをほとんどまたは全く要せず分散型 PV の導入率を大幅に向上することがで
きる。さらに、DER 導入の経済的判断は、大規模発電への投資とは大きく異なる可能性があ
る。一般市民は、総エネルギーコストが下がらず、むしろ上がっても、経済性以外の考え方に
より DER 資産の所有を志向する場合がある。
個々のスマート家電に至るまで、送配電網の全構成要素のインテリジェンスが向上すると、ロ
ーカルグリッドは電気とデータの双方向の流れを促し、送配電網上の機器間に、より豊富でよ
り複雑な相互作用をもたらす（図 39 ）。
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図 39

ローカルグリッドに対する分散化とデジタル化の影響
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キーポイント

分散化とデジタル化の組み合わせにより双方向の電力とデータの流れが出現する。

技術的発展とコスト低減の組合せ、およびより厳しい設備基準により、現代の家電はよりスマ
ートになっている。IT により、スマート家電とエネルギー管理システム（EMS: Energy
Management System）、アグリゲータ、その他の配電網資産間の通信と一定程度の制御が可
能になる。よりスマートな運用により、家電製品の電力消費を最大需要が発生する時点からシ
フトすることが可能になる。暑い気候では、電力消費レベルを時刻や価格シグナルやユーザー
の嗜好に合わせるような自動時間応答型の空調装置を導入することができる。
EMS は、送配電網の状態や市場価格に関するリアルタイムデータを使用して、家庭、建物、
地区、または都市レベルのエネルギーフローを終日にわたって最適化する。EMS は予め設定
された範囲内で、消費者に代わって自動的に判断を行い、各消費者が手動で価格シグナルに応
答する状況と比較して、デマンドレスポンスを大きくすることが重要である。
そのような制御能力の強化は、ヒートポンプ、EV、およびインテリジェント温度計および蓄
電池システムなどその他の需要技術の効率的な導入に役立つ。IEA2016 世界エネルギー展望
の 450 シナリオ137では、BEV と PHEV の合計普及台数は 2040 年までに 7.1 億台に達する
（IEA, 2016g）。急速充電の場合、1 台の乗用車が 50kW〜100kW を必要とする可能性がある
ことは注目に値する。効率的で信頼性の高いシステム運用には、インテリジェントな方法でこ
れらの負荷を管理することが非常に重要になる。
より一般的には、システムの三つの側面またはレイヤー、すなわち技術的、経済的、制度的な
面から総合的に考えることが移行の成功につながる。技術レイヤーは、発電と負荷の間のエネ
ルギーの流れに注目する。経済的視点では、様々な市場参加者間の金銭の流れを見る。最後に、
制度的レイヤーでは、情報の流れを考慮し、役割と責任の分担に関して電力システムの改革が
与える影響を検討する。
各レイヤーは異なる規則によって機能し、異なる種類の介入を必要とする。技術とビジネスモ
デルの革新、政策改革、市場ルールの更新は、それらが属するレイヤーを変化させる可能性が
あるが、エネルギーシステム各部の現状に、直接的または間接的に影響を及ぼす可能性もある。
例えば、EMS の導入は、時間的な需要のシフト（技術的）、料金の削減（経済的）、制御信
号とデータ所有権の調整（制度的）といった各レイヤーにおける変化を引き起こす可能性が高
い。
ある側面における進歩の欠如は、別の側面における進歩を妨げる可能性がある。例えば、DER
が持つデマンドレスポンスの可能性を収益化する明確な方法がない場合や、管理上の障害が継
く場合、第三者アグリゲータの、業務および家庭用の広範な需要技術に存在する柔軟性を集約
する意欲は低下する。
本トピックの以下の部分では、これらの 3 つの側面について、最初の 2 つの節ではローカル
グリッドの技術的な観点について説明し、その次の節では経済的な観点から、DER が提供す
るサービスに対する料金設計と報酬について議論する。そして本章の最後の節では、制度上の
問題に焦点を当て、ローカルグリッドにおける役割と責任の進化を再考する。
これらの 3 つの側面に目を向ける前に、今後の議論の基礎として、ローカルグリッドの観点で
137

450 シナリオでは、全世界の平均気温上昇を 2℃に抑制する確率が 50 ％である。
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のデジタル化の概念を簡単に紹介する。

デジタル化の機会の活用
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エネルギーシステムにおいて、デジタル化とは ICT の革新的な利用、特にこの分野では過去
になかったスマートデバイスや設備のセンサーの大規模な展開、およびエネルギー関連の活動
の効率性と生産性を増大させるビッグデータの収集と解析を指す。デジタル化は、発電、送電、
配電、電力消費、および熱やガスなどその他のユーティリティ138に影響する。
電力システムの発送電領域におけるデジタル監視・制御技術の採用は、この数十年にわたる重
要な流れであった（ISGAN, 2016）。今日では、この傾向は電力システム内、ローカルグリッ
ド内、および需要端により深く浸透している。
スマートセンサーおよび同様の装置の導入によって得られる制御機能およびデータにより、新
しいサービスを提供できるようになる。例えば、部門間の結合が強まることで、EMS は価格
や消費者の需要に応じて電力、ガス、熱の総合的な流れを最適化する。インテリジェントな家
電や蓄電システムなどの DER と組み合わせることで、EMS はデマンドレスポンスの可能性
を拡大する。
強化された通信と制御を利用して、第三者であるアグリゲータは小規模消費者のデマンドレス
ポンスを全体として集約することができる。フランスや米国北東部のペンシルベニア - ニュ
ージャージー - メリーランド（PJM）などの市場では、集約したデマンドレスポンスの柔軟
性をシステムサービス市場に入札することができる。多数の小規模ユーザーの需要レベルを変
える取引コストの低下が続けば、このような集約されたデマンドレスポンスは、産業および大
口業務需要家のデマンドレスポンスに対してますます競争力を持つようになる（EPRG, 2016）。
しかしながら、消費者による電気と熱の消費者または供給者としての効率的な参入を妨げる障
壁に対処する必要がある。ある国々では、送配電網への供給139に対して低い単価を遡って適用
したため、投資家の信頼が損なわれ、近年では導入が大幅に減少している140。多くの場合、第
三者による消費者のアグリゲーションは全く許容されておらず、その活用が可能な少数の欧州
諸国でも、さまざまな技術的または行政上の障壁が存続している（SEDC, 2015）。
さらに将来を見通すと、デジタル化によって、電力消費に関連する行動データが価値の源泉そ
のものになる新しいビジネスモデルが出現すると考えられる。電力システムの新しい要素とし
てのデジタル機能と、それに伴うデータ管理の問題は、政策、規制、市場の枠組みの一貫した
再評価を必要とする。このプロセスは、デジタル化を支え多くの規制の変更を必要とする技術
の採用の後追いになることが多い。データの所有とアクセスの問題は、特に個々の消費者デー
タのプライバシーとセキュリティに関してますます重要になる（ボックス 19）。
政策立案者は、デマンドレスポンスの発展を進めようとする場合、データの収集と使用に対す
る顧客の承認について、オプトインまたはオプトアウト手法の規制政策としての採否を検討す
る必要がある。顧客の同意を最小限に抑えるオプトアウトプログラムは、デマンドレスポンス
市場への大量の参入を実現しやすくする。同様に、エネルギー管理サービス市場の発展は、顧
客が情報を共有してもよいと考える範囲を提示することによって促進されると考えられる。
2015 年に米国エネルギー省と連邦スマートグリッドタスクフォースによって策定された自主

138
139
140

訳注：いわゆる公共サービスを言う。
訳注：原文は grid injection。有効電力の場合は逆潮を表すが、無効電力の供給を含めて「供給」とした。
訳注：例えばスペインでは、固定価格買取制度下での PV の予想外の急増に対して、過去の契約に遡って
PV 買取価格を低下させた。結果として 2008 年に単年度で 3 GW を超えたスペインの PV 導入は
その後低迷し、2014 年末でも累積で 5.4 GW に留まっていた。
参考：IENE ホームページ http://www.iene.eu/spain-approves-retroactive-policy-to-replace-feed-in-tariffp692.html、Solar Power Europe: ”Global Market Outlook For Solar Power/2015-2019”
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行動規範では、データプライバシーに対する関心と、デマンドレスポンス市場におけるイノベ
ーションを促進するための積極的な政策目標および電力会社の運用ニーズの間のバランスを
取るモデルが提供されている （US DOE, 2015）。
ボックス 19

データプライバシーに関する考察

スマートグリッドのデマンドレスポンス技術では、膨大な量の個々の消費者のリアルタイムの電力使
用データを幅広く収集・分析する必要がある。これには、シャワーのための水の沸き上げなど、個々
のエネルギー使用イベントの記録が含まれる。現行の法的枠組みでは、「誰がこのデータを所有し、
誰がどのような目的でアクセスして使用できるのか、どのように厳密に秘密性を保護できるのか」に
ついて適切に規定できないという懸念が高まっている。電力会社、競争力のあるエネルギー供給業者、
アグリゲータや EMS メーカーは、以下の事項を確立する必要がある。


顧客データの保護と匿名性を維持するための管理上および技術上のセキュリティ対策。



消費者が保存された個人データにアクセスして修正する手段を含む、データの質と完全性を維持
する手順。



データの使用目的や使用制限に関する透明性。



データ公開前、特に第三者への公開前に消費者が同意する方法。



個人情報の公開が有益である時に消費者が第三者とデータを共有するか、またはサービスプロバ
イダ間で自由に個人データを転送するかを選択する方法。

システムの安定運用を維持しつつデジタル化のメリットを享受するには、電力システムの 3 つ
の特徴を再考する必要がある。第一は、システムの安定運用のための技術的なパラメータ、第
二は電力システムにおける経済シグナル、第三はエネルギーとデータの流れを促進する役割分
担と責任である。これらについて次節で説明する。

高度の分散化のもとでの安定かつ効率的システム運用
DER の視点 – PV の場合
DER の導入のもとでは、従来のローカルグリッド管理手法はもはや十分ではない。DER によ
りエネルギーの流れが動的になり、それに伴って技術的課題が起こり、技術面および運用面で
の変更が必要となる。技術的な影響は 3 つの段階として特定することができる（図 40）。
分散配置された PV によりローカルグリッドの運用がより困難になる可能性がある一方で、ル
ーフトップ PV システムは送配電網への悪影響を最小限に抑え、場合によっては送配電網の安
定性を向上させるシステムサービスを提供することにより、技術的パラメータを改善すること
も可能である141。
スマートインバータ技術の使用により、PV の通信機能と双方向性が向上し、
電圧管理機能と電力システム支援のサービスを提供することができる。これに蓄電池を追加す
ることで、これらのサービスを改善し、発電電力の一部または全部をシステム需要が大きい時
間帯にシフトできるという重要な利点が得られる（図 41）。これらのサービスは、ローカル
グリッドにおいて有用であり、分散型 PV の導入率が高くなると、安定供給の確保にも重要に
なる可能性がある。

141

訳注：技術的パラメータとは、狭義には配電網の電圧電流制限の逸脱であるが、広義には系統構成など計
画・運用にかかわる緒元を指すと考えられる。
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図 40

分散型 PV 導入量増加の技術的影響
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出典：IEA PVPS (2014b), Transition from Uni-Directional to Bi-Directional Distribution Grids。

キーポイント
図 41

分散型 PV の増加に伴い、一連の新たな技術課題を克服する必要がある。

PV システムが提供できるシステムサービス

注：PCC =系統接続点。これは、送配電網への接続点を示す。

出典：IEA PVPS (2014b), Transition from Uni-Directional to Bi-Directional Distribution Grids。

キーポイント
する。

PV システムは幅広いシステムサービスを提供することができ、その一部は電力貯蔵を必要と

DER の導入量が増加すると、その影響をすべての電圧階級で管理する必要がある。DER の容
量が大きければ、低い電圧階級の負荷と近接していても、同じ合計の定格を持つ単一サイト発
電所と同じ程度の影響を、負荷配分と高電圧階級における電力潮流に及ぼす。DER を技術的
に管理するためには、新しいモデリングツールとすべての電圧階級における計画者間の密接な
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協力が重要であり、これには、異なる電圧階級のシステム運用者間の役割と責任の再調整が必
要である142。

スマートグリッドの選択肢
近年、ICT と遠隔監視制御システム（SCADA: Suvervisory Control and Data Aquisition143）は、
ローカルグリッドをスマート化するための最も重要なツールとなっている（IEA, 2015c）。こ Page | 113
れらの技術は、ネットワークの可視性、すなわちフィーダの電圧および潮流を監視する能力を
高め、エネルギーの双方向の流れについて適切な管理を可能にする。動的な監視と制御により、
従来は経済的でないか、または不要とみなされていた配電系統のリアルタイムの調整が可能に
なる（表 7）。
表7

スマートグリッド技術オプションの概要

DSO 資源

報告された
費用/利益

役割/記述

有利となる
費用便益比

SCADA システム、監視と
予測の改善、上位電圧シ
ステムへの情報の流れ

スマートな
計画と運用

配電網の可視性を改善し、負荷配分不可能な発電機の受
け入れを行う。

1.1-3.3

配電網の自動系統切替

スマートな
計画と運用

ローカルグリッドの DER の接続可能容量を向上させ、ネ
ットワーク損失を低減する。

1.1-2.2

負荷時タップ切替器

スマート設
備

変圧器の巻線比を遠隔または自律的に変更することによ
り、自動で電圧調整を行う。

1.2-1.8

昇圧変圧器

スマート設
備

重負荷の分岐フィーダの電圧を安定化する。一般に消費
者が分散した長距離フィーダにおいて重負荷条件下で電
圧を上昇させる。

1.5-2.1

無効電力制御

スマート設
備

DER が多くなると有効/無効電力バランスが変化するが、
静止型無効電力補償装置（SVC）などの高速動作パワー
エレクトロニクス機器はローカルグリッドを安定化する
（無効電流を注入して電圧上昇の緩和や無効電力を補
償）。

1.1-1.9

電圧低減措置
( Conservation voltage
reduction)

スマート設
備

ICT ソリューションにより、ローカルグリッドのフィーダ
をシステム信頼性に必要な電圧範囲の下限で動作させ
る。

1.1-2.6

ローカルグリッドレベルでは、貯蔵技術は負荷のピーク
カットや平準化、電力品質サービス、ブラックスタート
機能、単独運転サポートを提供する。

1.1-2.4

分散エネルギー貯蔵

貯蔵技術

注：VAR =無効ボルト・アンペア（「無効電力」とも呼ばれる）。

出典：IEA (2016h), Energy Technology Perspectives 2016。

キーポイント

多様なスマートグリッド技術が利用可能であり、多くの場合、好ましい費用便益比を持つ。

先進的モデリング能力
歴史的には、ローカルグリッド計画は、最大負荷が発生する時間と場所を特定する決定論的手
法を用いていた。DER 技術により送配電網の需給パターンが複雑になり、送配電網の必要容
量を決定する事象が電力の最大需要と一致しない可能性があるなど、DER の増加により新た
な不確実性が発生している。デマンドレスポンス対策や前節で注目した多様なスマートグリッ

142

143

訳注：この課題は、本章の後段でのべられるように「TSO/DSO 問題」と呼ばれ、欧米で注目され、検討が
行われている。
訳注：我が国では遠隔監視制御システム、状態監視制御システム、遠方監視制御システムなどと呼ばれて
いる。
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ド技術などの革新的な影響緩和のための選択肢も含め、高度な送配電網の構造モデルを使用し
て、計画手法を変える必要がある。
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ローカルグリッドのシステム運用者および計画担当者は、通常送電レベルでのみ適用されてき
たモデリングツールを使用することが多くなっている。モデリングツールには、分散型発電資
源の高解像度表示、制御可能/不可な負荷の両方を考慮した新しい需要予測手法、EV を保有す
る家庭など各種消費者の負荷プロファイルが含まれる。このような高度なモデリングは、部門
間の結合を効果的に管理するためにも不可欠である。EV メーカーがネットワーク計画ルール
の設計に直接関わる統合的なアプローチは、共通の標準とプロトコルを開発する取り組みを強
化する。また、送配電網の支援技術と DER 機能が、電力システムのニーズに沿って進化する
可能性を高める（PlangridEV, 2016）。

報酬メカニズムと小売料金設計による経済効率と社会公正144の確保
これまでの小売電気料金は、「顧客が送配電網以外に電力供給の代替手段を持たない」という
前提で設計されていた。さらに、電力需要は特に短期的には比較的価格に対する弾性が低く、
顧客の電力消費は価格上昇に応じてごく緩やかに減少するとされてきた。この考えに基づき、
主に従量小売料金による費用回収方法が用いられ、事業者のマージンとエネルギー税を含むほ
ぼ全ての送配電網とエネルギーのコストを回収するため、1kWh あたりの料金による課金方法
が考え出された。この従量料金には、送配電網増強コストなど、kWh 単位の料金制度には直
接的に算定できない特定のコスト要素が含められ、これは、最も消費量の多い利用者群が最も
大きな影響をシステム全体のコストに与えるという考えに基づいている。
一部の注目すべき例外を除き（ボックス 20 参照）、ほとんどの電力システムでは複雑な料金
体系は従来、工場などの大口顧客に限って適用されていた。電力システム設備は、予想される
負荷変動を制御できるように設計されている一方、需要そのものを柔軟にするためのコストは
非常に高く、その運用もかなり複雑であると考えられていた。
ボックス 20

フランスにおける時間帯別料金の適用

フランスの国営企業である Électricitéde France（EDF）は、1990 年代に市場が発電、送電、配電に
分離される前、住宅部門の顧客に対する様々な形態の変動価格の導入を世界に先駆けて実施した。
EDF は 1980 年代に電力線通信システム（PULSADIS システム）を導入することで、顧客側に設置し
た電力量計と直接通信し、電気温水器などの電気機器を特定の時刻に起動できるようになった。さら
に、1980 年代初頭に導入されたピーク時料金（Critical Peak Pricing）では、顧客は、年間で最大 18
日間、大幅に価格が上昇する可能性を受け入れることで、電力料金を引き下げることができた（EJP
料金）。2000 年までには、これらのスキームを組み合わせることで、フランス全体で 6.5 GW のデマ
ンドレスポンスが実現した。
出典: Veyrenc, T. (2013), “L’intégration de la demand response sur les marchés d’électricité” [The integration of
demand response in electricity markets], www.ceemdauphine.org/agenda/en/aedbc6064d31e68a7d33b39464f72b7e22bdb117

新しい小売料金設計の必要性
本書で述べた様々な状況変化が大きな契機となって、多くの管轄区域で小売料金の改革が進め
られている（IEA, 2016c）。同時に、IT の進歩により、エネルギーやその他の公益サービス145

144

145

訳注：原文は social fairness。ここでは DER が増加した電力系統において、電力システム全体への貢献と
いう観点から系統利用者が主として料金負担に関して不公平な取扱いを受けないことや電力シス
テムの望ましい発展を阻害しないことを指すと考えられ、social justice（社会正義あるいは社会的
公正）と混同されないよう社会公正と訳した。
訳注：ガス、熱供給や水道を意味する。
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の料金に係る通知と収集に要するコストがさらに低下し、より粒度の細かい、コストを反映し
た料金体系の導入が可能になった。
現在、多くの消費者は系統からの電力購入に対する代替手段を持ち始めており、小売料金を基
準にして投資判断を行っている。DER の価格が低下するにつれて、その導入が増加する。PV
が建材の一つになり、建物の建設、改築時における新規設備の追加コストがさらに下がると、
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今後数十年において DER 導入の妥当性がさらに高まる可能性がある。
分散型 PV の増加は、自家消費を促進し、配電網の潮流を減少させ、料金改革がなければ配電
網事業者の収入は減少する。このため時間の経過とともに、縮小する顧客層に回収する送配電
網コストが転嫁され、DER を導入しない顧客の電力消費における kWh 単価の上昇を招く146。
DER の導入率が低ければ、小売料金への影響はほとんどない（LBNL, 2017）。しかし、DER
の導入が進むと、様々な消費者間で費用分配の公平性に対する疑問が生じ、グリッドからの供
給価格の上昇により、自家供給の経済性の改善が続くと、DER が徐々に増加する可能性があ
る。
さらに、部門統合により他部門からの経済シグナルが電力部門の経済シグナルとリンクし、
様々な資源を使ったエネルギーサービスが可能になる。これにより異なる資源間での平等な競
争条件、すなわち、エネルギーサービスも同様な価格、同様な課税や補助の対象とする必要性
が増す。
最後に、DER は今日の料金設計では全く想定していないシステムサービスを生み出す可能性
がある。また、料金だけでなく、DER をより広く評価する枠組みを改革する必要もある。両
方の側面について順に説明する。

小売料金の粒度
DER 発電の低コスト化とともに、配電網利用者と DER の両方に公平で適切なインセンティブ
を与える小売料金を設計することが求められる（IEA, 2016c）。最近の IT システムと新たな
評価方法を用いることにより、特定の時刻と場所における電力消費量（kWh）の実績値を高い
精度で計測できるようになる。スマートメーターの普及により、消費者にその値を伝え、また
料金請求プロセスへの細かい時間粒度のデータを使用することが可能となる。全体的なシステ
ムコストへの影響を正確に反映した価格シグナルは、電力システムにとって最も効果の高い時
刻と場所を対象とした需要管理のインセンティブとなる。
小売料金は 3 つの次元で精緻化することができる（図 42）。第一は、一日の需給バランスを
反映するため、料金設計を単一でフラットな料金から、時間変動料金に移行することである。
スペインでは 2014 年以降、最も進んだ時間ベースの価格設定であるリアルタイム料金が適用
されており、消費者は他の事業者や契約枠組みに切り替えることもできる（IEA, 2016c）。
第二はデマンド料金であり、全体の発電コストや送配電網コストへの個々の顧客の寄与度を反
映することが可能である。ピーク需要の時間や規模などの正確な電力消費特性は、送配電網の
新規計画と増強の時期と場所に影響を与える。
第三は消費地点に関するものである。消費者への電力供給コストは送配電損失、混雑および電
圧に関する送配電網制約の発生に影響される（MIT, 2016）。地点に依るコストを小売料金に
転嫁するための選択肢は、地域別料金から、配電網ノードの中での顧客の位置を反映したより
正確かつリアルタイムでの地点別限界料金まで様々である。

146

分散型 PV に関する全ての便益が長い間あまり理解されていなかったことに注目することは重要である。
分散型 PV は導入時点では電力会社の収入低下を招くが、短期的に電気料金が上昇した後、長期的には低
下していくと考えられる（とりわけ、投資費用の繰延または回避による）。したがって、これらの資源の
影響は、短期的および長期的双方の観点から検討することが重要である。
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図 42

異なる粒度における小売料金の選択肢
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キーポイント

小売料金は、3 つの次元で更新することができる。

DER に対する報酬
DER、特に分散型発電の報酬に関する方法は、これらの技術を活用するための強力な推進力と
なる。送配電網に対する供給に対して適切な水準と仕組みによる報酬を用意することは、重要
な意味を持つ複雑な作業である。報酬が高すぎると DER 所有者に不均衡な金額が流れ、低す
ぎると DER 所有者にとって不公平な報酬になる可能性がある。固定価格による報酬は投資の
確実性をもたらすが、可変価格はシステム全体の需要が高い時間帯に自家消費や発電を最大化
し、電力システムに協調した VRE 導入を効果的に促進することができる。
ネットメータリングのような従来型の報酬の仕組みは、電力系統が発電と個々の家庭における
電力消費の時間的なずれを吸収するバッファとして機能するとの考えに基づいて設計されて
いた。家庭における発電と電力消費は最終的な電気料金の請求で合算される。ネットメータリ
ングでは、家庭での発電は課金期間内および課金期間をまたがって貯めることができ、小売料
金の従量料金により換算される（IEA, 2016c）147。ネットビリングでは同様に、逆潮した余剰
電力分を予め決められた単価により換算して電気料金から差し引く。小売料金の大部分が従量
課金で占められる管轄区域では、DER 所有者がネットワークコストへの貢献を不均衡に減ら
すことができるため、ネットメータリングへの批判が高まっている。DER における第三の報
酬のメカニズムは、固定価格買取制度である。この制度では、配電網に供給される電力には全
て公的に決められた価格が支払われる。
IEA [2017b]の第 2 章で詳細に述べられているように、多くの管轄区域は分散型発電の価値ベ
ースの新たな報酬制度に移行しつつある。DER に対する価値ベースの報酬制度は、一般的に
2 種類に分類される。第一の分類は、DER の現時点での価値を取得し、それに基づいて長期的
な報酬の保証を与えることである。
太陽エネルギーの価値（VoS）料金では、エネルギーサービス、送配電網サポート、燃料価格
ヘッジなどの価値要素の評価に基づいた固定価格の料金を割り当てる（図 43）。ミネソタ州
は米国で VoS 料金を採用した最初の州で、費用便益分析と大規模な公開協議プロセス（Farrell,
2014）によって決定した 25 年物価連動料金である。
第二の分類である価値ベースの DER 報酬は、時間と場所による市場の状況を反映する、より
粒度の細かい DER 料金である。時間と場所の要素を加えて価格を変動させることで、DER 顧
客に対して適切な価格シグナルを送り、システムコストを削減することができる。

147

ネットメータリング制の下では、バンキングされた kWh クレジットは最終的に失効する（小売料金で買
い取られない）ことがある。この場合、それらは「正味余剰発電」とみなされ、通常は回避可能原価と小
売電気料金の間で事前に設定された価格で顧客にクレジットされることが多い。
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図 43

配電網内の発電の価値要素
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注：普及シナリオによっては、価値要素がマイナスになることがある。例えば、分散型 PV の普及で配電網の増強が必要に
なる場合、その容量コストは低下するのではなくむしろ増加する。

キーポイント

DER を正確に評価するには、様々な価値要素の詳細な分析が必要である。

政策設計への示唆
時間と場所による価値を織り込んだ電力消費と供給の料金設定により、柔軟性を高め、電力シ
ステムの計画および運用コストの削減につなげることができる。しかし、より効率的な短期の
料金設定を行う場合、新しい料金設計の効果を決めるトレードオフを検討することが重要であ
る。
まず、規制の設計ではより高い粒度でコストと利益のバランスを取る必要がある。計算と実装
は、より高い粒度を採用する際の主なコスト要因である。最新のメーター機器の普及により、
卸売電力価格や高圧系統とのインターフェースで計算される地点別限界価格（LMP）を料金に
反映することができるが、より正確な LMP を使用するには、コスト計算の検証にかなりの ICT
機能を要するため、追加の時間と資源が必要となる（MIT, 2016）。
さらに、料金構造の単純化により顧客、規制機関および第三者すべてが恩恵を受ける。消費者
の行動を電力システムのニーズに適応させるためには、料金制度を理解する必要がある。ほと
んどの場合、時間ベースの変動料金の有効性は、地域別変動料金の有効性よりも高いと考えら
れる。これは、消費者は一日を通して消費量を調整することができるが、一般に電力ネットワ
ーク中の場所を移動する手段はほぼないからである148。
DER 報酬の粒度についても同様のことが言える。これは最新の電力量計や課金システムのコ
ストとなり、エネルギー市場の動きを理解していないリスク回避型の DER 顧客の価値判断を
混乱させる恐れがある。ドイツでは仮想発電所（VPP）によって多くの DER システムを集約
し、それらの余剰電力をリアルタイム電力市場に販売している。これにより柔軟性が増し、小
規模 DER の市場シグナルに対する全体的な応答性が向上する。同時に需給調整責任は、個々
の DER 顧客から、DER 顧客のポートフォリオに基づいてこのリスクを上手に管理できるアグ
リゲータにシフトする149。
規制当局も、新しいルールの最初の施行と、その有効性の検証に基づくルール変更の両面にお
いて単純化の恩恵を受ける。
供給と需要の的確な価格設定は、ローカルグリッドの進化に最も適合する方向に運用と投資の
意思決定を導く。しかし、すべての部門で電力システムの変革を成功させるためには、ある時
点でガバナンス構造の包括的な見直しが必要になる。

148

149

訳注：運用段階では時間的粒度、時間ベースの料金が重要であるが、設備形成、投資判断には地理的粒度、
地点別料金は重要ということは本書の他の場所に述べられている通りである。
訳注：アグリゲータなど市場参加者はそのルール、契約で求められる範囲で個別の責務を果たすが、シス
テム全体の需給調整の責任は負わない。TSO,ISO などはシステム全体の需給調整の責任を負うが、
設備の投資、運用を直接行わないので、最大限の努力はするが可能な範囲に限られる。これは市場
化の一つの結果である。
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役割と責任の再構築
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ローカルグリッドで見られる抜本的な変化により、従来の制度構造は体系的な修正を迫られて
いる。今日のローカルグリッドにおける信頼度の高い運用には、送配電網の混雑管理、リアル
タイムの系統監視、運用意思決定の優先順位付け、需給調整と運転予備力、電圧管理、および
予期せぬ系統事故時における協調を含む諸問題に関する、電圧レベルをまたぐシステム運用者
間150の高い協調が必要である（ISGAN, 2014 年）。
送電網とローカルグリッドの相互関係が好例である。従来、この相互関係は明確なトップダウ
ン方式で管理されていたが、今日では、もはやそれが完全に当てはまるわけではない（図 44）。
例えば、ドイツの TSO は、ローカルグリッドレベルで接続する小規模の負荷配分可能な発電
機を管理するアグリゲータに、運転予備力を依存している。TSO が発電所に出力増加を要請
する場合、そのための発電電力は高い電圧（送電）レベルに供給する必要があるが、その時点
でローカルグリッドレベルの混雑が発生すると、これは不可能となる。この点は、新しい考え
方（パラダイム）による明確なルールと責任分担の必要性を示している。
図 44

送電網とローカルグリッド間のインターフェースの変化

注：HV =高電圧（高圧）；LV =低電圧（低圧）；MV =中電圧（中圧）

出典：Adapted from Birk et al. (2016), “TSO/DSO coordination in a context of distributed energy resource penetration”。

キーポイント

より複雑な電力潮流と送配電網の運用シグナルへの対応には、新しい形の協調が必要になる。

新たな商取引に対応するためには、他の制度改革も必要である。DER と情報機器の導入によ
り、消費者はエネルギーやシステムサービスの提供に積極的に参加することができるようにな
る。例えば、アグリゲータやスマートソリューションのプロバイダなどの新たな参加者は、新
たな商取引の枠組みにより消費者市場に参入する。これは、サプライヤとアグリゲータが消費
者の電力消費に関して競合する場合などでは、矛盾を招く可能性がある。フランスの規制機関
は、効果的な競争のため、アグリゲータが自由かつ内密に消費者にアクセスし、サプライヤの
承認を必要とせずに独立した運用ができることを保証した（Veyrenc, 2016）。

構造変革の要素
規制機関と政策立案者は、ローカルグリッドで起こっている様々な変化を把握し、目的に合っ
た制度構造を作る課題に取り組み始めている。系統運用者からアグリゲータに至る多くのステ
ークホルダーは、ローカルグリッドのニーズの変化と技術的な可能性を踏まえ、新しい役割の

150

訳注：TSO 間、TSO-DSO 間の意。
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特定と割り当ての必要性を主張している。しかし、彼らは多くの場合、望まれる新しい枠組み
の形態について同意しない。
例えば、デジタル化により、電力市場の構造にデータの所有と管理を行う新たな役割が必要に
なる。データ交換のための仕組みづくりは、電力システムの変革を成功させるための重要課題
である。データフローの所有と管理を一元化する場合、単独の機関が顧客の計量データおよび
システム運用とその制約に関するデータを安全に保管する場所を確保する必要がある。このと Page | 119
き、当該機関は、適格な第三者によるこれらのデータへの差別のないアクセスを保証し、エネ
ルギー消費および発電に関する顧客への情報提供を行うことが求められる（MIT, 2016）。将
来の電力システムに不可欠なこの業務の割り当ては、政策立案者にとって電力システムの変革
過程における重要な判断である。デンマークでは TSO（Energinet.dk）がこの役割を担ったが、
英国とオーストラリアでは、権限を与えられた第三者がデータ管理を担当した。もう一つの方
法である分散型の解決策では、単独の「データ・ハブ・オペレータ」が不要で、その代わりデ
ータフローとトランザクションの確保および検証をコンピュータネットワークに依存してい
る。
多くの改革の取り組みで、ローカルグリッド事業者の役割の進化に焦点が当てられている。欧
州における規制改革では、ローカルグリッド事業者をローカルグリッドレベルの電力市場にお
ける中立的なまとめ役とすることを目指している。ここで DER は平等な競争条件の下でエネ
ルギーおよびシステムサービスを提供することができる（EC, 2017）。同様のアプローチが、
ニューヨーク州における「Reforming the Energy Vision（REV）」プロセスの一部として採用
されている。ローカルグリッドの新たな制度構造の、エネルギーシステムの全体的なガバナン
スの枠組みへの統合については、活発な研究が行われている（表 8）。
表8

ローカルグリッドに対するガバナンスの枠組みの変化
役割

配電システム運用者

配電サービスプロバイダ

電力供給
運用基準
全 DER の統合
価値の明示、データ提供

優先事項
インフラ設備の最大化

インフラ設備の最適化

規制
収益率
マイナーインセンティブ規制
パフォーマンスベース

出典：Adapted from IGov (2016), “Distribution Service Providers (DSP): a transformative energy system institution?”

キーポイント

配電システム運用者の新たな役割は、新しいガバナンスの枠組みに反映する必要がある。

このような制度改革の対象範囲と深さは重要である。改革に関する様々な要素の相互依存性
は、ある領域の遅延が全体の変革プロセス全体に影響する可能性を示唆する。事実、様々な改
革プログラムの進捗を見ると、多数の利害関係者の利益を調整する難しさを示すと同時に、将
来のエネルギーシステムにおいて想定される新しい役割に向かって発展するシステム運用者
や電力会社を支援している。
それにもかかわらず、ローカルグリッドにおける電力システム改革を進める理由はある。継続
的な学習過程の中で、これからも、政策と市場の改革により、情報技術、革新的なビジネスモ
デル、さらには電力供給の分散化を促進する消費者のますます大きくなる可能性が解き放たれ
続けるだろう。
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結論と推奨事項
VRE 導入の第一段階における推奨事項
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発展的なプロセスとしてのシステム統合
 電力システムにおいて VRE が増加するにつれて、システム統合の課題が徐々に顕在化す
る。したがって、VRE を吸収するシステムの能力を徐々に高めることが望ましい。きわ
めて初期の VRE 電源は、通常、システムにほとんど影響を与えずに統合することができ
る。

適切な課題への着目
 VRE の統合についての議論では、誤解、通説、および時には誤った情報が多く見られ
る。これらは、事実ではあるが最終的に管理可能な課題から意志決定者の注意を逸らすも
のであり、事実を明らかにしないと、最終的に VRE の導入を阻害する可能性がある。

連系容量の透明性があり適切な技術評価
 技術的に有能で中立的な機関に、送配電網統合の技術的な実現可能性の評価を託す。根拠
のない導入容量の上限や従来の発電所に適用されていた統合方法の使用は避ける。
 第一段階では起こりにくいが、局所的な送配電網の増強が必要な場合がある。送配電網の
増強の前に、VRE 発電所を電力システムへの影響を最小化する特性を持つようにするな
ど、送配電線の新設の代替案を十分に検討する必要がある。
 開発者間のコスト分担を含むコスト配賦と、公的財源からの拠出を選択肢として評価する。
公的財源からの拠出は後で開発者、消費者、または納税者から回収できる場合もある。

最新の国際的な業界標準の連系要件への活用
 システム運用者は、最初の VRE 発電所を接続するための技術要件を決定する際に、一か
ら再構築を試みるのではなく、最新の業界標準と各国の実例を参照する必要がある。国際
標準は、現地の状況に合わせて変更する必要がある。
 システム運用者は、低い VRE 導入率に適した要件から開始する必要がある。これらに
は、運用範囲、電力品質、大型発電機の可視化および制御が含まれる。これらは、導入の
進展に合わせて調整する必要がある。

第二段階における推奨事項
適切な系統連系規程
VRE に適用できる系統連系規程の適切な開発プロセス
 システム運用者は、政策立案者および規制機関と協力して、VRE 電源の接続に対応する
ために、新しい系統連系規程が必要か、既存の系統連系規程を改訂するかを決定する必要
がある。
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 システム運用者は、関連する電力システムデータを収集し、系統連系規程に含める技術的
要件を確立するために使用する、適切なモデリングツールを決める必要がある。政策立案
者は、考えられる利害対立に配慮する必要がある。
 このプロセスでは、関連するすべての利害関係者、特にプロジェクト開発者、製造業者、
既存の発電所の所有者/運営者との協議において透明性を確保する必要がある。
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最新の国際的な業界標準の系統連系規程への活用
 システム運用者は、規程の技術要件を特定する際に、一から再構築を試みるのではなく、
最新の業界標準と国際的な経験を参照する必要がある。国際基準は、適用場所の状況に合
わせて変更する必要がある。
 システム運用者は、VRE 導入率がより高いシステムの系統連系規程を参照する必要があ
る。これにより、他の場所ですでに導入されている大規模な風力発電と太陽光発電の技術
を自系統に導入できるかどうかを判断する。そのような判断の可能性は高く、コスト削減
に役立つ可能性がある。

他の電力システムでの経験の系統連系規程開発への活用
 業界の利害関係者とシステム運用者は、関連する重要な知見を確実に規程に組み込むた
め、他の電力システム、特に大規模に VRE を導入している他のシステムの進展状況に注
目する必要がある。

継続的な評価と改正による系統連系規程の適切性の維持
 システム運用者は継続的に系統連系規程を監視して、VRE の導入率の拡大に伴い変化す
る電力システムのニーズに合致することを確認し、実施の経験に基づいてあらゆる必要な
修正を加える必要がある。
 規程の実施に関する利害関係者からの意見を取り込むための仕組みを設ける必要がある。
 システム運用者は、開発と導入のさまざまな段階で系統連系規程の遵守を確認するプロセ
スを設けて資源を確保し、コンプライアンスを積極的に奨励する必要がある。

電源運用における VRE の反映
システム運用者への電源の可視化
 十分な数の従来型および VRE 発電所から、静的およびリアルタイムのデータを送信する
必要がある。
 大量のデータとそれに伴うコストを管理するため、小規模の分散電源（ルーフトップ太陽
光発電など）からの発電量推定に統計的手法を用いる。
 電力システムの分析を行うために、パブリックドメインでデータを共有することを検討す
る。

VRE 出力予測の使用
 最先端の集中型予測システムを導入し、発電所の起動停止やその他の運用上の決定に効果
的に使用する。
 必要に応じて、個々の VRE 発電所に発電所レベルの予測データを要求し、高い予測精度
を実現する。
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電源の運用計画と運転予備力の管理
 物理的な給電時（リアルタイム）の数時間前に行われることが多いシステムの運用計画の
作成は、変動性を効率的に処理するためにリアルタイムに近づける必要がある。特に、起
動停止計画と負荷配分コマの短縮を目指すべきである。
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 自由化された卸電力市場の場合、当日を含むリアルタイムに近い取引が可能でなければな
らない。
 システムサービスの必要量を算定する現在の手順は、しばしばベストプラクティスとはか
け離れている。短期の VRE の出力予測に基づくシステムサービスを定義することは、シ
ステムサービス、特に運転予備力の必要量と利用の最適化に貢献する。

市場運営の高度化
自由化された卸電力市場の場合、VRE の導入率拡大に合わせて正確な価格を設定するため、
取引の仕組みの高度化が必要である。
 変動性を管理するには、価格シグナルの時間分解能を高めることが重要である。つまり、
短い時間コマの価格を設定することで、価格変動の許容範囲が広がる。
 不確実性を管理するには、短期の価格シグナルが重要である。つまり、最新の需給バラン
スを反映して、リアルタイムに近い価格を形成する。
 地域的な制約とモジュール性を管理するには、価格シグナルの空間分解能の重要性が高ま
る。つまり、電気料金は場所によって異なる。

リアルタイム直前およびリアルタイム電源制御
 システム運用者は、信頼性を確保するために十分な従来型の発電容量を直接制御する必要
があり、このために、制御センターの段階的な高度化が必要な場合がある。
 VRE 容量にも十分な制御性が必要である。これは直接的である必要はなく、電源運用者
がシステム運用者からの指令信号に応答することで十分である151。

VRE 導入を可能にする十分な送配電網の容量の確保
VRE 開発と同期した送電線増強
 VRE の導入が拡大するにつれて、電源を接続するため新しい送電線への投資が必要にな
る。送配電網の建設が遅れる場合、電源と送電線の両方の建設を同期させる方法と、VRE
の運用方法を考慮する必要がある。

既設送配電網インフラの最大活用
 送配電網に混雑が発生する場合、送配電網運用者は、新しい送電線の建設に頼る前に、混
雑を管理する低コストの手法の可能性を検討すべきである。

中・低圧配電網における双方向電力潮流の扱い
 小規模な VRE 容量が地理的に集中して導入されているシステムでは、低・中圧配電網か
ら送電網に向かう"上向き"潮流を確実に管理する必要がある。これは一般的に既存のハー
ドウェアで可能だが、ある程度の調整が必要な場合がある。

151

訳注：直接制御など、管理・制御の仕様は、実現しようとする機能によって決定される。
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先を見通した計画策定
 VRE 統合の第二段階では、送配電網計画の体系的な手法を開発して実施する必要があ
る。これには、需要地に近い VRE 発電所との接続と、最良の（ただしおそらく需要地か
ら遠い）資源活用の間のトレードオフの管理が含まれる。

VRE のシステム影響の最小化
発電技術ミックス
 エネルギー計画者は、風力発電、太陽光発電、流れ込み式水力発電など、相互補完的な出
力を持つ技術の導入価値を考慮する必要がある。

VRE の地理的分布
 VRE 発電所の広範囲な分散によるシステム運用上のメリットを念頭に置きつつ、既存の
送配電網容量の活用を最適化するという直ちに実施可能な機会も検討する必要がある。
 特定の地域における VRE の導入について、以前から存在するインセンティブ/ディスイン
センティブを理解する取り組みが必要である。それらにより VRE 発電所の集中（ホットス
ポット）が意図せず発生する可能性がある、
 地点別送配電網料金152は、VRE 発電所の分散を促進するツールとしても考えられる。
VRE 発電所の発電が電力価格の高騰と時間的に一致するなど、市場により他のインセン
ティブが提供される可能性がある。

152

訳注：送配電網を利用した料金で、現時点では託送料金と呼ばれる。

Page | 123

再生可能エネルギーのシステム統合

© OECD/IEA 2018

ベストプラクティスの最新情報

第三段階，第四段階への推奨事項
VRE 統合を支援するための電力システムの運用と計画の変革
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VRE 統合には、電力システムの費用対効果と信頼性を維持するための具体的な対策が必要で
あり、それらは VRE の導入の進展に伴い変化する。本書では、VRE 導入率の増加に伴う電
力システムへの影響の増大により分類される、VRE 統合の 4 つの段階と、それに伴う運用上
の問題を特定している。統合の課題に取り組むために、多様な対策が用いられてきた。これ
らの対策は、各電力システム特有の要件および目的に従って選択することができる。本書で
は、VRE の導入段階で異なる、多くの技術的および経済的対策を概説している。これらに
は、VRE 発電所の監視と制御、送電線容量を増加させる措置、発電所の柔軟性、事故波及防
止リレーシステム、揚水式水力発電所の高度な運用方法、VRE 発電所からシステムサービス
を創出する戦略、高度な VRE 発電所設計、送配電網レベルの電力貯蔵の選択肢、運転予備力
の要件の高度な定式化手法、VRE 出力予測の統合、発電所および VRE の負荷配分の改善、
制御区域の協調強化が含まれる。
多様な対策を協調させるためには、ロバストで統合的な計画が重要である。多くの管轄区域
では、VRE を費用対効果が高く信頼できる多数の方法で電力システムに取り込む上で、段階
的に統合され、協調した計画の枠組みが重要な役割を果たしている。本書では、多様な供給
資源や需要資源を含む統合計画、発電と送配電網の統合計画、電力部門と他の部門間の統合
計画（特に運輸、温冷熱供給）、さまざまな制御区域を横断する地域間計画など、新たな電
力部門の計画の実例を紹介している。

事業用規模の VRE 統合を支援する政策，規制と市場の枠組み
政策、市場、規制の枠組みは、運用および投資の意思決定を導く上で重大な役割を持つ。電力
システムの変革と関連して、VRE の大規模な導入は、従来の政策、市場、規制の枠組みに大
きな課題をもたらす。これは、より競争的かつ自由化された市場に向かっているか、垂直統合
モデルに向かっているかにかかわらず、ほとんどすべての市場構造に当てはまる。しかし、出
発点が異なるため、それぞれの状況により必要な適応は異なると考えられる。世界的には、異
なるモデル間で必要とされる適応にある程度の共通点が観察される。
これまで垂直統合モデルが支配的だった管轄区域では、電力システムの運用効率を向上させ
るメカニズムを導入する方向に向かっている。例えば、中国で進展している電力市場の改革
は、発電所の負荷配分をシステムの観点からより費用対効果の高い方法で調整するための、
市場メカニズムの導入を目指している。これに対し、電力市場の自由化を先導した国々は、
電力の安定供給を確保するための、補完的な仕組みを導入する傾向が見られた。例えば英国
は、集中型の先渡容量市場と、低炭素発電の長期の差金決済契約（CFD）メカニズムとを統
合している。
市場、政策、規制の枠組みにおける以下の 5 つの目標により、電力システムの変革の中で
VRE の高い導入率での統合が可能になる。
 発電事業者の収入に安定供給への貢献を完全に反映する措置を含む、電力の安定供給の確
保
 既存の全ての資源の柔軟性を利用できるようにし、運用の意思決定をリアルタイムに近づ
け、競争的枠組みの中で効率的なエネルギー価格の形成を奨励することにより負荷配分を
改善する措置など、出力が変動する分散型電源の導入が進む電力システムの効率的な運用
 IPP プロジェクトに適した電力購入契約（PPA）など、クリーンな発電への資本集約的な
投資に資する低コストの資金調達を誘引する、投資の確実性の十分な保証
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 適切な場合に地域の大気汚染や炭素排出を制限する措置を含む、負の外部性に対する価格
設定
 火力発電、送配電網、デマンドレスポンス資源、エネルギー貯蔵など、新しい柔軟性資源
の統合と開発の確保
基本的な経済理論は、外部性の価格設定と適切に設計された卸エネルギー市場（kWh のみ市
場）の導入で、5 つの目標すべての達成に十分であることを示唆している。しかし、多くの
国の多種多様な実務経験は、このような手法は実施が非常に困難であるか、市場、特にクリ
ーンエネルギーへの転換の過程での経済的な均衡からかけはなれた市場が直面する課題に必
ずしも対処しないことが強調されている。本書は、前述の目的を達成するために様々な管轄
区域に適用されている、多数の手段および手法について述べている。

システム協調性が高い VRE 開発―風力と太陽エネルギー発電の価値の最
大化
分散型資源―配電網の規制と小売料金の視点
多くの政策および市場設計のオプションにより、分散資源と電力システムの協調性を高める
ことができる。VRE の増加に直面している地方の電力網の安全で信頼性の高い運用を維持す
るためには、低圧および中圧への接続に適用する最新の技術に対応した系統連系規程が必要
である。小売料金は、時間と場所に応じて、配電網利用者と分散型エネルギー資源の両方に
適切なインセンティブを与えなければならない。特に、託送料金はインフラコストを賄う必
要があり、配電網の効率的な使用を促すシグナルを発信し、将来の投資コストを最小限に抑
える必要がある。これは農村地域の経済発展など他の政策目標とバランスを取る必要があ
る。
自家消費の増加という状況では、料金の見直しが必要となる可能性が高い。例えば、地域の
配電網のピーク需要に対する顧客の寄与を正確に反映したデマンド料金の導入は、配電網の
すべての使用者に対して公正な課金を保証する適切な方法であろう。さらに、時間による発
電の価値を反映するために、時間帯別価格の段階的導入を進める必要がある。

集中型資源 ― 報酬の枠組みの高度化
政策枠組みにシステム価値（System Value）を反映するには、微妙なバランスを取る必要が
ある。政策立案者は発電コストとの比較で最大のシステム価値を持つ技術への投資を誘導す
るように努めるべきである。しかし、正確なシステム価値を計算することは困難であり、最
も重要なことは、システム価値は現在と将来では異なることである。
実際には、短期の市場価格の採用は、異なる技術のシステム価値のシグナルを投資家に送る
有効な方法となり得る。しかし、ある技術の現在のシステム価値がその技術の長期的な価値
を反映していない可能性がある。これは、高い VRE 導入率を達成している多くの国で見られ
る過渡的な影響によるものである。例えば、欧州の電力市場では、再生可能エネルギーの導
入、低い炭素価格、低い石炭価格、マイナスまたは鈍い需要の伸び（経済成長の鈍化、エネ
ルギー効率の向上）などの影響は、卸電力市場の低価格につながっている。このような低価
格は、全ての新しいタイプの発電が限られたコスト削減しかもたらさず、したがって短期的
にはシステム価値が低くなることを意味する。電力需要がより急速に増加する場合でも、予
想される短期の卸電力価格にのみ基づく投資は複数の課題に直面する。風力や太陽エネルギ
ー発電は非常に資本集約的なので、そのような課題は導入コストを直接的に押し上げ、シス
テム価値と発電コストのギャップを広げる可能性がある。さらに、現在の市場価格シグナル
は、長期的なシステム価値の適切な指標とはならない可能性がある。
その結果、投資家に十分かつ確実な長期的収益を提供するための仕組みが必要となる。同時
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に、このような仕組みは、発電技術間のシステム価値の違いを考慮して設計する必要があ
る。これを達成するためのいくつかの戦略が出てきている。関連する 2 つの例として、平均
よりも高い価値の電気を発電する VRE 発電事業者に報酬を与える市場プレミアムシステム
153
と、メキシコで最近導入されたモデルなど、単なる発電コストだけでなくシステムに与え
る価値に基づいてプロジェクトを選択する、先進的なオークションシステムがある。
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エネルギーミックスの中で次世代の風力と太陽エネルギーの成長に伴い、発電コストに焦点
を当てるだけでは、十分ではなくなる。政策および市場の枠組みは、風力および太陽エネル
ギー発電が電力システム全体に与える正味利益を最大化するものでなければならない。シス
テムに高い価値を提供するなら、高価なプロジェクトも正当化される。これには、政策の重
点を発電コストからシステム価値へ転換することが求められる。次世代の風力・太陽エネル
ギー発電は、次世代の政策を求めている。以下に挙げる 5 つの戦略分野を横断した行動が必
要である。

1) 戦略的計画策定
 次世代の風力および太陽エネルギー発電が、エネルギー政策の目標を達成するための貢献
の可能性を正確に反映するために、長期エネルギー戦略を策定または更新する。そのよう
な計画は、電力およびより広義のエネルギーシステムに与える VRE の長期的価値に基づ
くものでなくてはならない。
 風力および太陽エネルギー発電のコストの変化ならびに統合技術（デマンドレスポンス、
電力貯蔵）を監視し、それに基づいて計画を更新する。

2) 電力システムの変革
 システムと市場の運営を高度化し、すべての柔軟性を持つ資源の貢献を可能にする。
 柔軟性を持つ資源の適切な組み合わせに投資する。これには、費用対効果が高い場合は、
既存資産の改造が含まれる。
 最善の技術の使用を促進し、導入の時期、場所、技術の組み合わせを最適化することによ
り、システム協調性の高い方法で風力と太陽光を導入する。

3) 次世代の政策
 既存の政策および市場の枠組みを高度化して、発電コストと比較して最高のシステム価値
をもたらすプロジェクトを促進する。発電コストのみに焦点を当てるだけではもはや十分
ではない。

4) 先進 VRE 技術
 新しい発電所による安定した安全な電力システムの運用を支援するように、将来を見据え
た技術基準を確立する。
 風力や太陽エネルギー発電が需給バランスに寄与できるように、電力市場と運用方法を改
革する。

5) 分散資源
 低・中圧配電網の制度的および規制上の構造ならびに計画基準を見直し、改訂し、よりス
マートで分散型の電力システムにおける低・中圧配電網の新たな役割を反映し、配電網費
用の公平な配賦を確保する。

153

訳注：「時間別発電特性を最適化する政策例」に記述のあるドイツの Feed-in-premium がその例。
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 時間と場所に応じた電気のコストを正確に反映するように電気料金を改定する。電力シス
テム全体に提供する価値に応じて、分散資源に報酬を与える仕組みを確立する。
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付録 1:システム統合: 通説と現実
電力システムにおける風力発電と太陽光発電の統合に関する見解は多数あるが、中には、導
入が始まったばかりで、経験に基づいて誤りを指摘できないものもある。154
Page | 128

見解 1:天候による出力変動は管理不能
おそらく最も顕著な見解は、「風力発電と太陽光発電にはかなり大きな短期間の変動があ
り、発電資源として適さない。」ということである。
我々は毎日の経験から、風速が急激に変化することを知っている。この場合、風力発電出力
の変化に対応するため、火力発電出力を急速に変化させる必要がある。同様に、雲が通過す
ると日射量が急速に変化し、その雲の通過中は太陽電池の出力が変化する。しかし、このよ
うな直感的な考え方は 2 つの重要な要素を欠いている。
第一に、電力需要そのものがランダムな短期変動を示すため、すべての電力システムはすで
にこのような変動に対処できる仕組みになっている。風力発電と太陽光発電の導入が始まっ
た段階では、VRE の出力に変動があってもその影響は需要変動の「ランダムな変動の影響に
飲み込まれる」傾向がある。
電力システムに接続された VRE 発電所がより多くなると、第二の効果が作用し始める。電力
システムの様々な場所に配置された様々な VRE 発電所における短周期の出力変動は、互いに
打ち消しあう傾向がある。これは、相殺後に残る変動はあまり顕著でなく、大きな変化は秒
単位ではなく時間単位で発生する傾向があることを意味する。
このような状況にもかかわらず、個々の VRE 発電所が周囲に悪影響を与える可能性はある。
この点については後で詳しく述べる。

見解 2:VRE 導入は従来型発電所のコストを上昇させる
もう一つのよく言われる点は、「風力発電や太陽光発電による出力変動は、従来型の負荷配
分可能な発電所に大きな負担をかけ、発電量の迅速な調整が避けられない。これにより、重
大な技術的課題が生じ、電力システムのコストが急激に増加する。」ということである。
この見解は、通常、風力発電と太陽光発電の導入が始まったばかりの大規模電力システムに
は当てはまらない。その理由は第一の見解と同じである。VRE の導入率が低い段階では、消
費者の需要の変動に比較して VRE による変動は小さく、その結果、従来の発電にはあまり変
化がない。
しかしながら、導入率の増加に伴い、VRE 出力の変動は、既存の従来型火力発電所を含む他
の発電所の発電パターンに、技術的および経済的な影響を与え始める。しかし、多くの電力
システムでは、そのコストを大きく増加させることなく、設備、ソフトウェア、運用方法を
変更することにより、技術的によりダイナミックな発電所運用が可能であることが実際の運
用により証明されている。VRE の出力予測を使用し、リアルタイムに近い時点まで発電計画
を調整するというツールにより、低コストで、VRE による悪影響を効果的に軽減することが
できる。またこのような手段を用いることで、システム全体のコストの増加を防ぐことがで
きる。このような発電所の柔軟性は、アンシラリーサービスを提供することにより、さらに
多くの市場の需給調整に寄与することも可能となり、そうすることでさらに多くの柔軟な運
154

訳注：本付録の多くの内容は、本節で「導入が始まったばかりの」とありその後の文中でも述べられてい
るように、導入の第一段階、あるいは最大導入の第二段階の半ばまでに適用される考え方あること
に注意が必要。すなわち、第二段階以降では、ここで述べる考え方には順次修正が必要となる。
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用に市場が報酬を与えることができる。これに対して、離島の小規模システムでは、VRE は
導入の早い段階で他の発電機に大きな影響を与える可能性があるが、これらの小規模システ
ムは本書の対象ではない。

見解 3:VRE 容量は専用の「バックアップ」が必要
この見解は、通常、「風力発電と太陽光発電は、信頼性の低い電源である。したがって、従
来型発電所でバックアップする必要があり、これは大きなコスト増となる」と表現される。
VRE 発電所の出力は天候によって異なるという点では正しいが、VRE と同容量の従来型の
発電所でバックアップする必要はない。
例えば、太陽光発電は１年を通した全期間に対する平均発電量が 10 ％〜30 ％になる可能性
が高い。これは設備利用率（CF: Capacity Factor）と呼ばれ、実際の値は太陽光発電や風力
発電の資源特性に依存する。（風力発電所の場合、CF は 20 ％から 50 ％の傾向にある。）
長期計画の策定の観点からは、これは夜間の太陽光発電や風力が低下した際など、VRE 資源
のないときに従来型電源で補う必要がある電力容量である155。
時間枠が数秒から数日の運用など短期的な観点では、VRE の kW 出力は天候に応じて変動す
る。太陽光発電の場合、時刻によって出力は定格容量からその約 20～30 ％まで変動する
（太陽光発電は直達光を必要としないため、ゼロにはならない）。しかし、このような変動
は、VRE 電源が広範囲に亘って設置された場合には減少する。隣接する国や電力システム間
の相互接続によって、この設置領域を非常に広くできる場合、VRE の容量価値を増やす効果
がある（図 23 の風力発電と太陽光発電の両方の図を参照）。
容量価値（または「容量クレジット156」）を、上記の設備利用率と混同してはならない。容
量価値は、従来型発電所と同様に VRE を頼りにすることができる程度を示す。したがって、
VRE の容量価値は場所によって異なり、想定したシステム規模にもよる。「バックアップ」
の見解に対する答えは１つではないということは極めて重要な事実である。容量価値は風力
発電と太陽光発電という 2 つの技術の組み合わせによりさらに改善され、その出力を補完で
きる157。
VRE 出力とピーク需要時との一致はもう１つの重要な要素である。例えば、太陽光発電は一
日の最も暑い時期にピーク出力に達する。大きな空調負荷があると、この出力パターンはう
まく適合し、太陽光発電の容量価値158はさらに高くなる。風力エネルギーの出力はそれほど
規則的ではなく、この需要に対する相補性から得られる便益は少ない159。
最後に、電力システムは特定の発電所のグループをバックアップするものではなく、伝統的
に冗長性を構築し、相互接続された設備のより柔軟でダイナミックな運用を通じた、システ
ム全体の能力が重要な需要を満たすことを忘れてはならない。

155
156

157

158

159

訳注：CF の値と夜間の供給不足を同時に論じているのは、少しわかりにくい点がある。
訳注：kW 価値とも呼ばれる。太陽光発電や風力発電の導入により代替される従来電源の容量（kW)と定義
される。
訳注：本文で述べられている「導入の初期段階において VRE の出力を負の負荷、即ち管理できない需要」
とみなせる状態で言える状況である。ここで「『バックアップ』の見解に対する答えは一つではな
い」と述べられているように、再生可能エネルギーの統合を考える理論・考え方は、その出力の不
確実性と変動性のために本質的に難しい。第二段階以降の状況で、VRE の価値を正確に評価するた
めには、本書で述べられているシステム価値（System Value）に基づく検討が不可欠である。
訳注：導入初期段階に限った議論である。日没後に正味需要の最大値が発生するいわゆる「ダックカーブ」
の状況では、太陽光発電の追加による容量価値はない。
訳注：風力発電の出力の均平化には電力貯蔵はあまり必要ないと考えられている。しかし、毎日出力が得
られる太陽光発電に対し、例えば 1 週間風が吹かないといった状況に対応する場合には、その期間
に対応できる容量の電力貯蔵の便益は大きい。
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風力発電と太陽光発電の変動性により、電力システムの柔軟性（電力需給バランスの大きな
変動性に対するシステムの対応能力）の重要性は高まる。この柔軟性を実現するには、送配
電網インフラ、デマンドレスポンス、蓄電池、負荷配分可能な発電所の 4 つの方法がある。
特に、負荷配分可能な発電所（火力発電を含む）は、柔軟性資源のバランスのとれた組み合
わせにおいて最重要な要素である。
Page | 130

この点に関しては、発電所に対する配慮だけでなく、VRE の比較的低い容量を管理する、他
の低コスト戦略がある。デマンドレスポンス(DSR: Demand Side Response)は、VRE の出力
が大きい時間帯に需要を移動（シフト）するために使用できる。既存の貯水池式および揚水
発電による貯蔵の他に、複数の蓄電技術が出現している。これらのエネルギー貯蔵は、VRE
発電が豊富なときに充電して、VRE 出力が低い期間に放電することができる。DSR や蓄電
池貯蔵は初期段階にあるが、今後、大きな可能性を秘めている（IEA, 2016g）。

見解 4: VRE 統合に必要となる送配電費用は高すぎる
最初の 3 つの見解は、時系列の VRE 出力特性に関するのに対し、もう 1 組の見解は、VRE
発電所の立地に関するもので、「風力発電と太陽光発電の資源は需要地から遠く離れた場所
にあり、送配電網に接続するためには非常にコストがかかる」と言われる。最適な風力と太
陽光の資源は、人の住む場所としてはあまり適していない遠隔地にあることが多いのは事実
である。砂漠は地球で一番日光が当たる場所である。良質の洋上風力資源が需要地に隣接す
る可能性はあるが、風が強い平地に大規模な居住地があることはほとんどない。
そのような遠隔地の資源を利用するためには、既設の電力網を拡張または増強する費用が必
要となる。この費用は、地理的条件、土地費用などによって大きく異なる。米国における
VRE の統合検討の包括的な見直しでは、送電網の拡張費用は風力発電容量の費用に対し中央
値で約 15 ％にあたることが示された。しかし、この費用は風力発電容量に対し 0 ～1500
US ドル/kW と大きく変化する（Mills et al., 2009）。経験から言うと、送配電網インフラの
費用は発電容量の費用の 1/10 であり、送電網の増強には混雑の低減や信頼性の向上など他の
多くの利点がある。
さらに、技術の学習効果とコストの低減により160、最適な資源というわけではない場所にも
費用対効果の高い VRE が導入されつつある。このような VRE 発電の導入におけるこの追加
の柔軟性161は、必要となる送配電網費用を低減する可能性がある。

見解 5:貯蔵技術が不可欠である
「風力発電や太陽光発電の変動を平滑化するためには電力貯蔵が必須である」という見解が
しばしば主張される。他の例にもれず、これも極めて直感的な考えのようにみえる。VRE 発
電所による出力変動を考えるにつけ、この出力の平滑化には、変動を平滑化する電力貯蔵技
術の必要性は明らかであるように思える。
しかし、他の見解同様、重要な要素が欠如している。この見解の背後にある主要な論点は、
VRE 統合においてはある時点で電力システムの柔軟性の向上が必要であるということであ
る。実際、これは、VRE 統合における第三段階の考え方のベースである。しかし、貯蔵技術
だけが柔軟性の獲得方法ではない。火力発電所や貯水池式水力などの負荷配分可能な発電機
は、通常運用として需要側の変動を管理している。その他にも、デマンドレスポンスや他の
電力システムとの融通を含む、多くの柔軟性資源がある。したがって、蓄電は解決策の一つ
に過ぎず、20 ％以上の VRE 導入率をすでに達成しているほとんどの国において、これまで

160
161

訳注：本文の高性能風力発電機の項目を参照
訳注：立地点の柔軟性の意。
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大きく注目されていなかった。（これらのケースの大部分で風力発電が優勢だが162、通常、
蓄電の費用対効果は風力発電より太陽光発電の方が高い163）。

見解 6:VRE 容量によりシステムが不安定になる
電力システムはこれまでに構築された最も複雑なシステムである。安定した運用を維持する
システムの運用業務においては、監視と制御行うが常に必要になる。これは、いくつかの点
で自転車に乗ることに似ており、自転車の乗り手は、倒れないようにするため継続的な調整
が必要である。
自転車に乗ったことがある人は誰でも知っているように、非常にゆっくり進む時にバランス
を保つことは難しい。車輪の回転が速くなると慣性が働き、物理学の法則によって自転車を
安定させる。電力システムでも同様の状況が発生する。従来型発電所の大型の発電機とター
ビンが回転することにより電力システムの需給バランスを保っている。対照的に、風力発電
機や太陽光発電機は、従来型発電機と同様な技術特性164で送配電網に接続されておらず、慣
性がない。
これは、「風力発電と太陽光発電は電力システムの慣性に寄与しないため、電力システムを
不安定にする」という最後の見解の根拠である。この問題の発生の程度は、各時点における
VRE の出力と電力システムの規模という 2 つの要素に依存する。VRE 容量の割合が電力シ
ステムの最小平均電力需要と比較して小さい限り、ごく小さな電力システム（例えば、ピー
ク需要が 100 MW から数 GW まで）を除いて、慣性の問題はおそらく小さい。いずれにして
も、VRE 導入の初期段階で慣性が重要な課題になるとは考えにくい。さらに、フライホイー
ルの使用や風力発電機からの擬似慣性の供給など、システムに慣性を供給する技術的オプシ
ョンもある。
より一般的には、最先端の VRE 発電技術は高度化しており、送配電網を安定化させる各種シ
ステムサービスを提供することができる。しかし、さらに費用対効果が高い送配電網を安定
化させる方法が利用可能なため、ほとんどの管轄区域では、VRE が提供するサービスを必要
としないか、安定化に対する補償を行っていない。これらのサービスが必要とされるか、イ
ンセンティブが付与されるまで、VRE 発電所がこれらのサービスを提供することはほとんど
ない165。

162
163

164
165

訳注：コスト低減が先行した風力発電の導入が早く導入された。
訳注：一日など一定期間を通じて出力を平滑化しようとする場合、日中のみ発電する太陽光発電の方が電
力貯蔵の場合のコストが高いことを意味する。ただ、見解 3 でも述べられているように、考え方の
基本はシステム全体のコストを下げることであり、特定の一部分の費用について論じることは、シ
ステム的な考え方の妨げとなる。
訳注：いわゆる「同期化力」を持つ特性。
訳注：繰り返しであるが、見解 3 で述べられているように、「電力システムは発電所の特定のグループを
バックアップするものではない」。本書で述べられているシステム価値を最小費用で向上できるサ
ービスに対し、報酬を与えるあるいは義務化する制度を整備することが必要である。
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付録２：系統連系規程
系統連系規程とは何か、なぜそれが重要なのか
Page | 132

電力システムは非常に複雑な設備の集まりであり、規模の大きなものは膨大な数の多様な要
素から構成され、安定供給を保証するためには一貫した協調的な方式で機能する必要があ
る。これらの構成要素は、さまざまな企業によって製造され、電力部門の組織構造に応じ
て、多くのステークホルダーによって所有および運用される。例えば、独立発電事業者が存
在する系統では、発電設備（のいくつか）および送配電網は、異なる事業体によって運用さ
れる。
したがって、すべての構成要素を適切に協調させるためには、すべての関係者が遵守する一
連のルールと仕様を策定する必要がある。この一連のルールは、ネットワークコードと呼ば
れる。ネットワークコードは電力システムの運用と計画の多くの側面を規定する(IRENA,
2016)。
 接続コード(Connection codes:)は、通常および例外的な運用条件下において、発電機や負
荷など個々の構成要素のシステムにおける動作を規定する。
 運用コード(Operating codes)は、発電所の運転計画と負荷配分の方法、予定外の事象に対
応するための予備力の発動を含めた、システム運用者が使用する手順を規定する。
 系統計画コード(Planning codes)は、送配電網の拡充および新規の発電容量の計画を規定
する。
 市場コード(Market codes)は、市場価格の形成における技術的制約の反映方法を含めて、
電力取引のための共通ルールを規定する。
これらすべてのコードを議論することは、本書の範囲を超えている。導入の最初の段階で最
も関連性が高いものは接続コード（系統連系規程）である。実際、以下のように系統連系規
程のみを指してネットワークコードという用語を使用することも多い166。
電力システムの自由化に際し、最初に必要な公的文書として系統連系規程が策定された。多
様なステークホルダーが所有する発電資産が同じ電力システムで運用されるとすぐに、一般
に公開され、実施される明確なルールを定義することが重要になる。
風力発電所や太陽光発電所が、既存の発電機と技術的に非常に異なるため、系統連系規程は
これらの発電機にとりわけ重要である。既存の同期発電機の電気的特性は、基本的に設計方
法により決まり、電力システムに連系されると、システム内の擾乱に対して物理学の基本法
則に則って反応する。これとは対照的に、実用化されている最近のすべての VRE 発電所はパ
ワーエレクトロニクスによりシステムに接続されており、それらの動作は、初期設計に加え
（その後の）動作に関するプログラムによっても決まることを意味する。
この点は、VRE 発電所の動作をシステム固有の状況に応じて調整できるため、システムの計
画と運用において有用である。しかしながら、それは以下の 2 つの理由から課題でもある。
第一に、VRE 発電所のプログラムを最適化する方法を見つけることはそれなりに難しい。こ
れまでは、最低限要求される VRE の役割を念頭に設定が行われていた。しかし、VRE の重
要性が増すにつれ、発電所の設定を変更する必要がでてきた（ボックス 21）。

166

訳注：この理由で、以下、Grid Code は本節では Grid connection code として系統連系規程と訳す。なお、
わが国の電力会社では系統連系技術要件と呼称していることが多い。
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第二に、VRE の発電所に要求できることにはいくつかの制約がある。または、より正確に
は、VRE 発電所に特定の動作を要求すると、発電所に大きなコストがかかる可能性があり、
これは最終的には消費者が負担するコストとなる167。
系統連系規程の開発には、微妙なバランスが必要である。VRE 発電所は、最低限のコストで
電力システムを信頼性高く運用するために必要とされる機能を提供することが求められる
が、同時に、過剰な要件を VRE 発電所に設定しないことが重要である。過剰な要件を設定す Page | 133
ると、VRE の導入を不必要に抑制することになる。
ボックス 21

欧州の系統連系規程における要求事項の推移

系統連系規程に関連した領域として、電圧擾乱時に発電機が課される、いわゆる事故時運転継続
（FRT: Fault Ride Through）要件がある。風力発電における、系統連系規程の最初の要件は、短時
間の電圧低下（「瞬時電圧低下」）に続く系統事故の際の解列であった。しかし、例えばスペイン
では風力発電のシェアが相当なレベルにまで上がったため、この要件は実際には系統の信頼度に対
する脅威であることが明らかになった。これは VRE 発電技術自体の問題ではなく、要求された動作
の問題である。
系統連系規程を変更し、VRE 発電所に FRT 機能を要求することで、電圧低下後の VRE 発電機の解
列がゼロにまで減少したスペインの例に示されるように、瞬時電圧低下による解列の問題は解決す
ることができる（図 45）。すべての発電所に FRT などの新しい能力を持たせることは、既存の発
電所に大きなコストを課す可能性があることに留意すべきであり、これは重要な検討事項になりう
る。
太陽光発電に関する例もある。ドイツの太陽光発電所の系統連系規程では当初、系統事故などで周
波数が 50.2 Hz 以上に上昇した場合、すべての発電所を系統から解列するとしていた。このような
ルールは、太陽光発電の導入率が低い状態では安全なシステム運用を可能にするが、導入率が高ま
ると脅威になる場合がある。すべての太陽光発電所が送電網から同時に解列された場合、発電容量
の喪失により、安定供給が危険にさらされる場合がある。この問題が明らかになった後、系統連系
規程の要求事項として突発的な発電の喪失が発生しないように改定プログラムが導入された。
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訳注：技術的特性、制度などにより、消費者が負担するコストが減少して事業者の収入の減になる場合な
ど、様々な場合がある。
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図 45 瞬時電圧低下による 100 MW 超の風力発電における出力喪失の頻度と FRT 機能を持たない風力発電
容量の比較
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注: FRT は事故時運転継続。

出展：Redrawn from IEA (2014), The power of Transformation.

キーポイント 適切な系統連系規程要件が不可欠である。

系統連系規程が VRE に対して適切か？
独立系の発電事業者が参加している電力システムでは、すでに系統連系規程が存在する可能
性が高い。また、電力システムの計画と運用が単一の垂直統合の事業者によって行われてい
る場合でも、新しい発電設備が準拠すべき何らかの形式の一連の技術基準が存在する。それ
にもかかわらず、ほとんどすべての場合、そのような基準では VRE 発電機に望まれる技術特
性が適切に定義されていない。
何が適切であるかはいくつもの要因に依存する。国際再生可能エネルギー機関(IRENA, 2016)
が公表した最近の研究では、VRE に適した系統連系規程を開発する上で考慮すべき関連要素
が詳細に説明されている。関心がある読者には、詳細についてはこの文書を参照することを
勧めるが、以下、その要点について述べる。
原則として、系統連系規程は VRE 導入率が高い国で既に規定されている要件との整合を目指
すべきである。これは、他の場所で大規模に導入されている技術や手法を取り入れることが
できるため、コスト管理に役立つ。対照的に、新しい要件が小規模な市場にのみ適用され、
その結果、量産設備ではなく特別仕様のソリューションを必要とする場合、コストを増加さ
せる可能性がある。
また、系統連系規程の要件をある電力システムから別の電力システムにそのまま移行すこと
はできない。なぜなら、次節で述べるように、機能の必要性は多くの要素の影響を受けるた
めである(IRENA, 2016)。

VRE 導入に関する要因
現在および将来の VRE 普及率：一般的に、VRE の導入率が高くなるにつれて、系統連系規
程の要件が厳しくなるが、その理由は簡単である。VRE が大部分の発電を占める時には、
VRE 自体がシステムの安定化に必要な広範なサービスも提供する必要がある。逆に、VRE
の寄与がわずかな場合、VRE は同じだけの重要性を持たない。
VRE 電源が接続されている電圧レベル：VRE 発電所は、その容量と位置によって、系統の
異なる電圧レベルに接続される。大規模な発電所は送電系統に直接接続されるが、小さなル
ーフトップ太陽光発電システムは、最も低い電圧レベルに接続される。原則として、高い電
圧レベルに接続される大規模な設備は、より厳しい要件の対象となる。しかし、これは集中
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型と分散型の電源容量の割合にも依存する。例えば、小規模なルーフトップ太陽光発電に対
するドイツの系統連系規程の要件は、多数の小規模な発電機がシステムを維持するため要件
の増加を反映して、過去数年にわたってますます厳しくなってきている。

システムの技術的特性
システムサイズ（ピーク需要）：VRE 発電所を大規模な電力システムに統合する方が一般的
に簡単である。これは、VRE 発電所による増分の変動が、需要の変動と比較して小さいため
である。さらに、多くの VRE 発電所が地理的に分散していることで、出力が平滑化される。
もう一つの理由は、より大規模な電力システムはしばしば擾乱に対してよりロバストなため
である。これは、個々の発電機の要件がそれほど厳しくなくてもよいことを意味する。例え
ば、アイルランドは比較的小さい島の電力システムであり、連系線容量の制約のため、特に
周波数制御に関して、VRE と非 VRE 両方の発電機性能に対する要件が非常に厳しい。
他の電力システムとの同期連系のレベル：複数の小規模な電力システムが互いに十分に連系
されている場合には、より大規模な電力システムと同様の要件を適用する場合がある。例え
ば、デンマークの電力システムは、2 つのサブシステムに分かれており、相互に連系してい
る。この 2 つの電力システムはそれぞれ、はるかに大規模な隣接系統（欧州大陸と北欧系
統）と非常に強く連系している。これは、デンマークでの統合をはるかに容易にするが、す
べての連系がこれと同等ではないことに注意する必要がある。標準的な交流（AC）送電に
は、直流（DC）送電にはない問題があると考えられ、その逆もまた然りである。例えば、電
力システムの慣性は、交流送電線網を使用する場合のみ共有できる。
送配電網の強さ：これは、発電機から系統の異なる部分にある負荷に電力を輸送する能力で
ある。混雑とボトルネックはその系統の弱点を示す。送配電網の強さはまた、系統が位相角
および電圧の擾乱ならびに他の偶発事故に耐える限度にも関係する。強い電力システムは、
一般に、大部分の時間にわたって運用基準内で運転することができる。蓄電池、貯蔵技術、
連系線などのシステムで利用可能な技術オプションは、送配電網の強度を高めることができ
る。送配電網の強度は、系統連系規程における FRT 機能の要件の厳格さに影響する場合があ
る。最後に、インバータは弱い系統では準最適に動作し、それらの正しい動作を確保するこ
と自体が課題となる。
負荷配分可能な発電の特性：これは、既存の発電構成における燃料および技術の種類に関連
する。柔軟性の高い発電構成を持つシステムは、VRE 出力の変化に適応することができる
が、時にこの変化は速度の速いものとなる場合がある。発電機の望ましい特性としては、一
般に、速い出力変化速度、低い最低運転出力、短い起動時間がある。主に大型の火力発電所
からなるシステムは一般的に柔軟性が低い。オープンサイクル・ガスタービン（OCGT）お
よび水力発電所は、一般的に極めて大きな柔軟性を持つ。

規制と市場の状況
既存の系統連系規程の要件：これは従来の系統連系規程に関連する。既存の系統連系規程
は、VRE 発電所に対応するための改善の基礎になる。系統連系規程の進化により、VRE 技
術のメーカーは、系統連系規程の要求を満たし、系統統合を促進するために必要となる技術
改良の分野を明確に把握することができる。
類似した要件を持つ電力市場への VRE 導入量：VRE の導入率の増加を計画する電力システ
ムでは、類似の要件を持つ他の管轄区域の市場の経験を活用することが重要である。重要な
点は、系統連系規程の要件が合理的かつ実行可能であることを保証することである。
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適切な系統連系規程の開発プロセス
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適切な系統連系規程の開発には、いくつかの要素が必要である。まず、政策立案者は、通
常、系統連系規程が必要かどうか判断する。発電所が独立発電事業者によって所有されてい
る場合、系統連系規程は発電が系統の安全な運用に貢献することを保証する必要が大きいと
考えられる。その場合、系統連系規程の開発（または更新）が法律によって必要になる可能
性がある。
系統連系規程の実際の策定作業は、理想的には、その国で VRE 発電所の導入が始まる前に完
了していることが望ましい。多くの場合、規制機関は規定の草案の作成と、発効前の承認を
システム運用者に求める。最初の草案を作成するためには、電力システムに関する十分なデ
ータと適切なモデリングツールが必要である。データからの出力とモデリングツールの使用
は電力システムの全体像を正確に分析し、その結果系統連系規程の開発を支援することがで
きる。適切な系統連系規程の開発のために重要となる要素を以下に要約する（IRENA,
2016）。
 既存電力システムのデータ：これには、発電、送電および配電システムが含まれる。これ
らの情報を使って、定常状態および過渡状態の両方で、電力システムのシミュレーション
および安定性解析が実施される。
 電力システムと系統統合検討のコンピュータ解析モデル：これらのモデルにより、必要な
系統連系規程の要件の特定が容易になる。適切なモデリングツールを特定し、分析におけ
る利益相反を回避する必要がある。定常状態分析および動的分析の両方が必要である。
 費用便益分析：可能性のある系統連系規程の想定されるコストと便益を分析する必要があ
る。
 長期発送電開発計画：長期目標とエネルギー部門の戦略的方向性を確立するために必要で
ある。計画には再生可能エネルギー、省エネルギー、脱炭素化、その他のエネルギーに関
する要素が含まれていなければならない。
 経験豊富なチーム：系統連系規程の策定、制定、必要に応じた改訂に関し、豊富な知識を
持つチームが必要である。チームは、電力システムを技術的に十分理解し、その国の法律
および規制制度も理解していることが重要である。
 他の国との協力：これにより各国は VRE の統合に伴う系統連系規程や課題に関する経験を
共有することができる。各国は資源を共有し、技術的な要件を協調させることができ、こ
れによりメーカーは複数の市場に適合した機器を開発し、コストを抑えることができる。
この実例は、欧州規則（2016/631）で、加盟国間の調和を図るためにすべての EU 諸国に
適用される発電機の系統接続要件に関するネットワークコードを確立する欧州規則
（2016/631）である。
系統連系規程の最初の草案を作成する際に、システム運用者は、例えば決められた要件が適
用される電圧レベルおよび発電タイプが明確に記載されているかなど、規程の適用性につい
て明確に定義されているかを確認する必要がある。
最初の草案の作成後、関係するすべてのステークホルダー（プロジェクト開発者、メーカ
ー、既存の発電事業者、開発業者など）との協議プロセスを実施する必要がある。 このよう
な協議は規程の起草と並行して行われることもある。草案の最終段階では、通常、規制機関
の承認が必要であり、場合によっては発効にはさらなる法案が必要となる。

VRE 導入率に応じた要件の優先順位付け
VRE 発電所に関する系統連系規程の要件は、VRE の導入段階により異なる。これらの要件
は、VRE の発電の発電割合に影響されるが（IRENA, 2016）、これも VRE のさまざまな導
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入段階に従って分類することができる（表 9）。VRE に関連する主な技術要件は次の通りで
ある。
 保護システム：障害を分離し、電力系統への障害の影響を軽減する。保護システム基準は
VRE 導入の全段階で必要である。
 通信システム：システム運用者が VRE 発電所の出力をリアルタイムで監視し、自動負荷
制御（AGC: Automatic Generation Control）により VRE 発電所を直接制御することがで
きる。
 電力品質：電力品質には主に、波形歪みおよび短時間（電圧）変動により発生する高調波
とフリッカーが含まれる。
 運転の電圧および周波数の範囲：様々な条件下にある電力システムの運用範囲である。系
統に接続されるすべての機器は、公称電圧値の±10 ％〜±15 ％、公称周波数の-5 ％〜+
3 ％など、公称値の範囲内で動作することが期待される。
 周波数制御/有効電力制御：特に周波数上昇に応答して有効電力を低下方向に調整する機
能である168（有効電力、単位はワット）。有効電力出力の変動はシステム周波数に影響す
る。有効電力の制御は自動負荷制御（Automatic Generation Control）によるものでもよ
い。
 瞬動予備力：既に系統に並列され、エリア制御残（ACE: Area Contel Error）を減少させる
よう運用されている発電機により直ちに利用可能な追加の予備力。周波数変動に比例し、
AGC により解消できないインバランスを減少させるよう動作する。VRE の導入量が無視
できない水準に達した電力システムでは、瞬動予備力は動的に、かつ、予想される VRE 出
力に比例して定量化する必要がある。
 VRE 資源の予測：システム運用者/計画者が負荷配分可能な発電所と瞬動予備力を費用効
率的に計画するために使われる、さまざまな時間枠にわたる VRE 発電所出力の予測ツー
ルに関連する。VRE 発電機のシステムへの接続が増えるに伴い、予測ツールはより重要
になる。
 電圧制御/無効電力制御：VRE 発電所が接続点における電圧変動に応答する能力に関連す
る。発電機からの無効電力は、有効電力の流れを補助する。発電機からの無効電力の変動
は、近傍の電圧に影響を与える。
 事故時運転継続（FRT：Fault ride through）：VRE 発電所が、電圧擾乱中の一定時間接
続を維持する能力。 VRE 発電所は電圧低下時に無効電力を供給し、事故への対処に貢献
する169。
 解析モデル：電力システムの物理的挙動を再現するモデルである。電力系統の計画と運用
における意思決定を容易にするため、可能性のあるシナリオの解析に使用される。解析精
度を保証するには、正確かつ最新の送配電網と発電機モデルが必要である。発電所所有者
は、電力システムに接続された発電機の解析モデルを提供する必要がある。
 疑似慣性：VRE の割合が非常に高くなった段階で重要になる。 VRE 発電機は（インバー
タ接続が多く）システムに慣性応答を提供しないので、VRE の割合が高くなると周波数の
変化率（RoCoF: rate of change of frequency）が増加する。非常に高度な制御方法と追加
のハードウェア部品を必要とするが、疑似慣性を設計することは可能である。

168

169

訳注：低下方向に限るものではない。定常的に出力抑制が行われている場合、出力の上昇方向
の制御も可能である。
訳注：周波数に関する運転継続の条件もある場合も有る。
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表9

VRE 導入段階に応じた技術的要件

技術要件

全段階

第一段階

第二段階

第三段階

第四段階

- 保護システム

周波数上昇時の
出力低減

- 小規模（分
散）ユニットの
FRT 機能

- 周波数/

- 一般的な周波
数および電圧制
御方式の統合

- 電力品質
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-周波数および電
圧の動作範囲
- 大型発電機の
可視性と制御

- 電圧制御
- 大型ユニット
の FRT 能力

- 通信システム
- VRE 予測ツー
ル

有効電力制御
- 予備力供給の
ための低出力運
転モード

- 疑似慣性
-周波数および電
圧の自立制御

- 大型発電機用
通信システム

系統連系規程の実施と改訂
系統連系規程の適用範囲は、法的位置づけにより異なり、それは国や管轄区域によって異な
る。オーストラリアなど一部の国では、系統連系規程は法律によって義務づけられ、確立さ
れているため、系統連系規程を遵守しなければ、罰金が科される可能性がある。他の国で
は、系統連系規程は法律で義務づけられてはおらず、系統に接続する発電事業者のためのガ
イドラインおよび適用可能な規則に留まっている。
法的義務の有無にかかわらず、発電機が系統連系規程の要件に準拠していることを検証する
プロセスが必要である。系統連系規程への適合の確認と認証には、技術能力や法的能力など
さまざまな資源が必要である。理想的には、適合性の検証は、計画立案、設置、運転開始か
ら稼働寿命の終了までの VRE プロジェクト全期間で実行する必要がある。
認証は、系統への送電が許可される前に VRE 発電事業者が系統連系規程の要件を満たしてい
ることを確認するツールとして重要であり、適合コストの最小化と VRE 導入促進に寄与する
(IRENA,2016）。接続を望むユニットの全数を試験する（これには大きな手間がかかる）こ
とを避けるため、システム運用者は、一定の基準を満たしていることを証明する国際的に認
定された証明書の提示を開発者に求めることができる。これにより、要求された特性をすべ
て満たすことを証明するために試験するユニットは１つのみでよい。ユニットの運転時、シ
ステム運用者は現実の状況に対する発電所で観測された応答に基づいて系統連系規程への適
合性を検証する。VRE 発電所開発のさまざまな段階での認証プロセスを、系統連系規程で明
確に指定する必要がある。
VRE プロジェクトの開発者は、系統連系規程への適合にあたり追加コストを要する場合があ
り、このコストはプロジェクト開発を妨げる可能性がある。これを避け、系統連系規程遵守
を進めるために、政策立案者は、必要な追加投資に対する税制優遇措置など、遵守に対する
金銭的なインセンティブの採用を望む場合がある。ステークホルダーには、系統連系規程の
作成中に意見を述べ、フィードバックを行うプラットフォームが提供されるべきである。
系統連系規程は、VRE の導入率の拡大に伴う電力システムのニーズの変化に適合し、また再
生可能エネルギーの増加や排出削減目標などのエネルギーおよび気候政策の変化に対応する
ために、継続的な見直しが行われている。さらに、システム運用者の実践経験が増えれば、
必要な変更が示されるようになる。系統連系規程の改訂頻度は、電力システムとエネルギー
部門の進化の速度によって決まる。注意すべきは、あまりに頻繁に改訂をすると、メーカー
が追いつくのが難しいことであるが、一方で、改訂が VRE の導入に追いついて行かなけれ
ば、電力システムに望ましくない影響を与える可能性がある。
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付録 3. 電力システムの課題に対応する技術の詳細
序
本付録では、これまでの章で言及された VRE 電源に起因する電力システム運用上の課題に対 Page | 139
処する、信頼性および経済性に関わる対策の詳細について述べる。本付録では特に、VRE 導
入の後期段階（第三段階および第四段階）で使用される対策に焦点を当てる。

VRE 導入の進んだ段階における技術的対策
送電線容量拡張ツールおよび技術
送電線のダイナミックレーティング
送電線のダイナミックレーティング（DLR: Dynamic Line Rating）は、容量を固定して考える
のではなく、実際の運用と周囲の条件を考慮に入れて、リアルタイムにより近い条件で送電線
容量を計算することである。
一般的に、送電線は送電の一定の定格を持つように設計される。送電線の容量は、通常、電流
による温度上昇のために生じる弛みによって制約される。従来の送電線の容量を決定する考え
方は、最悪の場合の仮定（低い風速、高い周囲温度、強い日射）に基づいている(IEA, 2014)。
この仮定の下で決定された送電線容量は、実際の条件の範囲で使用される。しかし、電力を送
る実際の送電線の容量は気温による影響を受ける。気温が低ければ、送電線の実際の容量は定
格よりも高くなる可能性がある。
DLR では、ほとんどの時間において固定の定格以上の電力を送電線に流すことができる。
170DLR によりシステム運用者（SO）は可能な場合に追加の容量を使用することができ、送電
網投資の必要性を低減することができる。風が強い時や、場合によっては太陽光発電の出力が
大きい時に、DLR は、送電混雑を緩和し、ひいては出力制御のリスクを低減する効果的な選
択肢となる。
DLR は、スペイン、英国、アイルランド、テキサス州、オーストラリアなど多くの電力システ
ムで用いられ、大きな効果を挙げている（ボックス 22）(US DOE, 2012a)。DLR の効果は、
システム固有の状況によって異なる。
最近、米国アイダホ国立研究所は、送電線のリアルタイム電流容量と熱限界を計算するソフト
ウェアパッケージを開発した（INL, 2017）。このツールは、実際に機器を送電線に実装する
のではなく、電力潮流と各地に配置された気象観測所からの気象情報を使用する。これにより、
システム運用者は動的なリアルタイムの制約を正確に評価し、それに応じて発電量を調整でき
るようになる。この方法は、従来の DLR と比較して費用対効果がより高い可能性がある。

170

1 m/秒の穏やかな風を考慮しただけで、送電線容量を 44 ％も増加させることができる(Aivaliotis,
2010)。多くのシステムで、DLR は 90 ％の時間で、固定の定格よりも 30 ％高くなりえる(US DOE,
2012a)。
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ボックス 22

オーストラリアのスノーウィー・リージョンにおける DLR

ニューサウスウェールズ州の送電サービスプロバイダ（TNSP）である TransGrid は、送電容量を最
大化し、混雑のリスクを低減するために DLR を導入した。 このシステムは、気象観測所でリアルタ
イムに観測および記録された気象データを利用する。 これらのリアルタイムデータにより、
TransGrid は送電線の状態を把握し、より効率的な管理・運用をすることができる。

Page | 140

TransGrid は風力発電の大量導入により、スノーウィー・リージョンとシドニー間の 330 kV の送電
線で将来的に混雑が発生すると予測していた。風速が大きい時により高い熱容量を許容することで送
電線の混雑を緩和する可能性を持つ DLR プロジェクトを展開している。オーストラリアエネルギー
市場運営者によれば、DLR はスノーウィー・リージョンとシドニー間の 330 kV 送電線の送電容量を
約 400 MW 増加させるとしている。
出典：AEMO (2014), Independent Planning Review: Attachment A – Transgrid Project Assessment Reports。

FACTS（Flexible alternating current transmission system）機器
FACTS（Flexible alternating current transmission system）機器はリアルタイム制御を提供す
る高出力パワーエレクトロニクス技術であり、その主な利点は送電効率と信頼性の向上である
171。FACTS 機器の設置により、送配電網の制御性、電力システムの安定性を向上し、送電網
の重要地点における送電容量を増加する。送配電網の状態は、FACTS 機器によって迅速かつ
柔軟に制御できる。
これにより、FACTS 機器はシステムに障害を与えずに送電線容量を有効に運用できるように
するため、既存の送配電網の利用を改善し、VRE によって引き起こされる送配電網の混雑問
題への対策となる。
FACTS 機器の有効性は、種別と定格、および局所的な送配電網の状態によって異なる。米国、
英国、日本、タイ、スウェーデンなど多くの国で送配電網の混雑管理のため、事業用規模の
FACTS 機器が導入され、送配電網に設置された FACTS 機器が送電容量を大幅に向上するこ
とが確認されている（Gupta et al.,2017）。また、FACTS 機器は地域間連系線の送電機能を向
上させるため、特に北欧諸国で大きな制御区域の統合に使用されおり、この地域の VRE 導入
率を大幅に拡大した。

移相変圧器
移相変圧器は送配電網の特定の線路における電力潮流の方向と大きさを制御することによっ
て、既存の送電線の送電容量を改善するために使用される172[3]。既存の資産を使用して電力潮
流を管理するための、経済的かつ信頼性の高い方法と考えられている。
移相変圧器は、交流送配電網における重要な構成要素である。2 つの独立した大規模送電網間
の連系線の有効電力の潮流制御に使用できるため、システム内の電力輸送管理や、VRE 電力
注入によって生じる送電網のボトルネック低減に用いられることが多くなっている173。

171

172

173

FACTS 機器には、主に他励式（サイリスタベース）と自励式（電圧型変換器ベース）の 2 つのグループが
ある。 FACTS 機器の最も一般的なタイプは、静止型無効電力補償装置（SVC）、サイリスタ制御直列コ
ンデンサ（TCSC）、無効電力補償装置（STATCOM）、自励式直列コンデンサ（SSSC）および統合電力
潮流制御装置（UPFC）である。
移相変圧器の基本機能は、送電線の入力電圧と出力電圧との間の位相変位を調整することによって有効電
力を制御することである。
訳注：欧州が運営するゾーン型の卸電力市場に関連する市場取引と実潮流の乖離による電力システムの不
安定性の対策として使われていることに関する説明。位相変圧器は独立した送電網の間だけではな
く、メッシュ状の送電網の課題である潮流管理の難しさに対して様々な状況、地点に適用される。
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システムの非同期電源の増加に対する制限
システムの非同期電源の増加（SNSP: System None-Synchronous system Penetration）の上
限は、電力系統全体の性能レベルを考慮して設定する必要がある。つまり、ある電力系統で
SNSP の適切な制限が、同じ規模の別の電力系統では高すぎたり、低すぎたりする。SNSP 上
限は、いかなる時も電力システムに安定供給のリスクをもたらさない非同期電源の最大シェア
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を示し、信頼性の指標と考えられる。
SNSP の上限を設定するには、通常、電力システムの予期される進展を考慮し、種々の需要レ
ベルと発電負荷配分における電力システムの詳細な動的シミュレーションによる綿密な検討
が必要となる。SNSP 上限はシステム固有であり、徹底的な分析と試験に基づいて設定すべき
ことに注意が必要である。
アイルランド/北アイルランドには、電力システムに VRE を大量導入するために、複数年の事
業計画で開発した最先端のシステムがある。この事業の成果の一環として、2 つの地域の送電
網運用者（TSO）は SNSP 上限を特定して推定した結果、その値を 2020 年までに 50 ％から
75 ％に増加させることができた（ボックス 23）
。
ボックス 23

アイルランドの最大 SNPS 上限設定のための事業計画

アイルランドと北アイルランドの TSO である Eirgrid と SONI（System Operator Northern Ireland）
は、2010 年以降、大量の VRE を電力システムに導入する課題に対処するため検討を行っている。こ
の検討では、SNSP が 50 ％未満だと、擾乱または周波数の変動事象後、システムが安定かつ効率的
に動作できることが示された。明らかになった問題には、同期慣性が低いと周波数変化率（RoCoF）
が高くなるという問題と、過渡安定度の問題が含まれる。
Eirgrid と SONI は、「安定で持続可能な電力システムの提供（DS3）」という事業計画の一環として、
2020 年までに SNSP 上限を段階的に 50 ％から 75 ％に引き上げることを目指している。この事業
計画には運用の高度化、アンシラリーサービスの構成（慣性力、予備力、出力調整、過渡電圧および
電圧調整など）、新規給電所ツール、送配電網インフラへの追加投資など、SNSP 上限の引き上げを
目指す道筋が示されている（図 46）。
SNSP 上限を 75 ％とする事業計画は順調に進められている。2016 年 12 月以降、Eirgrid は SNSP 上
限を 60 ％に引き上げ、最大 SNSP が 55 ％を超える時間が連続 64 時間となった。
出典： Eirgrid/SONI (2016), DS3 Programmed Operational Capability Outlook 2016。
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図 46

アイルランド/北アイルランドの SNSP の計画
80%
75%
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出典：Adapted from Eirgrid/SONI (2016), DS3 Programmed Operational Capability Outlook 2016。

キーポイント 明確な計画は、電力システムにおける VRE 導入率の拡大方策を特定する上で有用である。

慣性に基づく高速周波数応答
現代の VRE 発電機は電力変換装置を介して電力系統に接続されるため、そのパワーエレクト
ロニクス機器の構成により、システム周波数の偏差変動にのみ応答する。そのため、疑似慣性
制御装置を高度に調整することで、確実に周波数偏差を検出し、風力発電機の慣性を引き出し、
風による風力発電機の回転エネルギーの回復を管理することができる。
VRE 発電機を適切に調整した慣性に基づく高速周波数応答（IBFFR）により、送電網の同期慣
性の必要量を削減することができる。しかし、IBFFR は、高い RoCoF 事象への応答において
基本的に異なる特性を持つため、従来型の発電機が提供する同期慣性を直接代替することがで
きないことに注意が必要である(Eirgrid/SONI, 2015)174。
カナダのケベック州の TSO は、2006 年以降、風力発電所からの物理的慣性に関する技術要件
を設けており（ボックス 24）、ブラジルとカナダのオンタリオ州も同様の要件を検討してい
る。2017 年中頃には、オーストラリアの全国電力市場（NEM）も、VRE の導入率が約 40 ％
である南オーストラリア州で、風力発電所が IBFFR を提供する大規模な試験を実施する予定
である。この試験では、新規の風力発電所が電力システムに高速周波数応答を提供できること
を実証する予定である175。

174

175

風力発電機が慣性を提供する応答期と有効電力が一時的に減少する回復期とのトレードオフを認識する
ことが重要である。この回復時間中に、風力発電機の出力は 40 秒間で 30 ％も減少し(DGA Consulting,
2016)、これが電力システムの周波数回復に悪影響を与える可能性がある。
訳注：この検討状況が以下の Working Paper で報告されている。
NEM: FAST FREQUENCY RESPONSE IN THE NEM (2017)
https://www.aemo.com.au//media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/Reports/2017/FFR-Working-Paper---Final.pdf
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ボックス 24

ケベック州における風力発電機に求められる IBFFR の要件

ケベック州の送電網は比較的小規模で、最大需要は 40,000 MW 以下であり、電源の喪失は、システ
ムの安定供給に深刻な脅威を引き起こす可能性がある。2005 年、カナダの TSO である Hydro-Québec
TransEnergie は、新しい系統連系規程の導入により風力発電機の疑似慣性の要件を制定した。それ以
来、風力発電機は、系統周波数が低下した場合、定格容量の 6 ％に相当する出力増加の要件として、
必要とされる出力まで 1.5 秒の応答時間と、少なくとも 9 秒の継続時間が求められている。このた
め、風力発電機メーカーは、周波数変動が発生した場合、風力発電機の回転質量から運動エネルギー
を取り出す新しい技術ソリューションを開発した。
実際の障害事象では、風力発電機は 1〜2 秒以内に定格容量の 6〜10 ％の有効電力の増加を約 10 秒
間継続する応答を示した。さまざまなタイプ（さまざまなメーカー）の風力発電機がこの応答性を実
現している。
2015 年 12 月に発生した周波数低下事象では、約 126 MW の追加の疑似慣性が電力システムに有用
であることが示された。総需要が約 31,000 MW であったときに、変圧器の故障のため約 1,700 MW
の発電機が電力システムから脱落したが、残った 2,060 MW の風力発電機のうち、運転中の風力発電
機の約 50 ％が 126 MW の同期慣性を追加的に提供することができた。周波数は 59.1 Hz に低下した
が、風力発電機が同期慣性を追加しなかった場合、さらに 0.2 Hz 低下していたことが推定された。
出典： Asmine, M., C. Langlois, and N. Aubut (2016), “Inertial response from wind power plants during a frequency
disturbance on the Hydro-Quebec System – Event analysis and validation”。

スマートインバータ
最先端のスマートインバータは、出力変化率制御、V/VAR（電圧 – 無効電力）制御、周波数
上昇時出力抑制制御、事故時運転継続（電圧と周波数の変動時の運転継続）、システム状態監
視の 5 つの機能を提供する。インバータの電気的特性は、ソフトウェア制御とパラメータ設定
によって変更できる。
事業用規模または小規模のいずれであっても、スマートインバータは、VRE 導入の初期段階
では必要ない場合もある。しかし、VRE の導入率が高まれば、スマートインバータは VRE の
統合促進に重要な役割を果たす。スマートインバータと従来のインバータとの間のコスト差は
大きくない。そのため、スマートインバータは VRE の導入率が低い段階でも、新規の VRE 導
入において一般的になり始めている。プエルトリコからは、スマートインバータの普及例が提
供されている（ボックス 25）。
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ボックス 25

プエルトリコにおけるスマートインバータの普及

プエルトリコは、最大需要約 4 GW、電源設備容量 5.8 GW の電力システムに 1 GW の再生可能エネ
ルギーを導入し、電力システムの化石燃料割合を削減するという意欲的な計画を立てている。プエル
トリコは島国であるため、外部からの供給には制約がある。プエルトリコ電力局（PREPA）が新しい
VRE 発電所に課した要件の中で、系統と協調するための多くの制御に加え、有効電力および無効電力
出力を調整する機能が求められている。
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太陽光発電（PV）事業者は、無効電力制御と事故時運転継続機能を備えたスマートインバータを設置
し、PV 発電所と並列に蓄電池システムを設置することにより、系統連系規程に準拠している。
出典： NREL (2015b), Energy Snapshot: Puerto Rico, Energy Transition Initiatives; IRENA (2013), Smart Grids
and Renewables: A Guide for Effective Deployment。

揚水発電の先進的運用
一部の揚水発電所は発電と揚水が同時できるという特徴を備えた、循環水路式揚水発電
（HSCPS）176と呼ばれる特別な方式で運転することが可能で、これにより、発電所は同期慣
性と周波数調整に貢献することができる。発電所が発電モードまたは揚水モードのいずれで運
転していても、逆回転の必要なしに極めて迅速に運転モードを切り替えることができる177。
発電モードと揚水モードの両方で同時に運転できる能力は、送電網に対してより大きな柔軟性
を提供する。電力システムは発電所を運転中の水力発電機と同等の出力調整範囲を有する制御
可能な負荷と見なす。同期慣性への寄与はユニット装置の慣性に、周波数調整は水車の応答性
に依存する。
HSCPC は、オーストリア、スイス、カナリア諸島、ウェールズの水力発電所で稼働してい
る（Cavazzini and Perez-Diaz, 2014; Koritarov and Guzowski, 2013）。

系統レベルのエネルギー貯蔵
エネルギー貯蔵方式は、基本的に、電気式、機械式、化学式、電気機械式に大別することがで
き、各々は異なる技術から構成される。エネルギー貯蔵技術は、容量、応答時間、充放電時間、
さらに重要な送電網にシステムサービスを提供する容量などが大きく異なる。
米国北東部の PJM 市場は、高速周波数応答（FFR）を提供するエネルギー貯蔵技術を展開す
る最前線である。インセンティブの仕組みにより、蓄電池やフライホイールなどの FFR 資産
は、化石燃料発電所と比較して周波数制御に対してより多い MW あたりの収入を得ている。
2016 年の時点で、
PJM には約 250 MW の蓄電池
（水力発電178を除く）
が運用されている(Glazer,
2016）
。
周波数応答を提供する送配電系統レベルのエネルギー貯蔵を展開している国としては、他にイ
タリアとチリがある。イタリアでは、送電線の混雑を緩和して同期慣性を改善するために、リ
チウムイオン(Li-ion）電池、スーパーキャパシタ、ナトリウム硫黄(NaS）電池など様々な種類
の蓄電技術からなる 40 MW 以上の電力貯蔵装置が導入されている。チリも周波数応答を提供
するために蓄電池を導入した（ボックス 26）。
揚水発電以外の貯蔵技術はその利点に拘らず、概して多くの国で未だに高価であるため、金銭
的なインセンティブが必要である。さらに、VRE の導入率が高い多くの電力システムは今も
なおエネルギー貯蔵を必要とせず、高い信頼度で送電網を運用している。

176

177

178

この運転モードは、発電機あるいは電動機のいずれとしても運転可能な回転機と同一の軸に取り付けられ
た水車とポンプで構成されるタンデム式揚水発電機で実現される。電動機と発電機は同期機である。
運転モード間の移行時間は、通常の揚水発電で 1.5〜5 分であるのに対し、この方式では 0.5〜1 分の範囲
である（Koritarov and Guzonwski, 2013）。
訳注：原文は「hydro」だが、この場合は「揚水発電」とした。
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ボックス 26

チリにおける系統レベルのエネルギー貯蔵

チリでは、電力システムの安定運用を維持するため周波数応答を行うエネルギー貯蔵が使用されてい
る。高度な蓄電池技術アプリケーションの開発者である AES は、チリの電力システムにおいて送電
網を支援する予備力を提供する電力貯蔵技術を開発した。AES はチリ国内で 4.5 GW の発電容量を所
有し、周波数応答の提供義務の一部を賄うリチウムイオン電池を使用した技術を開発している。
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蓄電池ユニットは、周波数偏差を検出して、瞬時にフル出力まで立ち上がり、局所的な配電網を支援
しつつ周波数を回復するようにプログラムされている。12 MW/4 MWh の貯蔵容量を持つ最初の電力
貯蔵プロジェクトでは、負荷配分モードと自律モードの両方で動作し、±0.3 Hz を超える大きな周波
数偏差に直接応答する。
具体的な例としては、2013 年に発生した電力システムにおける 640 MW の電源喪失時、他の発電機
が並列されるまで、2 台のエネルギー貯蔵ユニットが他のシステムサービスと連動して 32 MW を急
速に投入して周波数低下を防いだ。
出典：Kumaraswamy, K. (2016), “Energy storage is the smart choice to meet primary frequency response needs”。
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有効電力制御 (Active power control)：発電所において、有効電力という実際の仕事179のた
めに使用される電力の出力を制御する能力であり、送配電網における潮流を支援する無効電力
と区別される。
出力抑制 (Curtailment)：システム運用者による発電所出力の一部または全部の抑制。
サイクリング (Cycling)：システムの負荷（需要）の変化に対応して、起動および停止を含み、
発電所の出力を変化させること。VRE の導入率の増加に伴いより大きく変動する正味負荷に
対して、従来の発電所は、需給バランスを維持するためにより多くのサイクリングを行う可能
性があり、劣化や損耗の増加につながる可能性が高い。
出力調整可能な発電所 (Dispatchable power plants)：VRE 発電所（後述）とは対照的に、重
要な運転条件および経済性を満たす範囲内で、必要に応じて起動停止可能な発電所180。
送電線のダイナミックレーティング (Dynamic line rating)：送電量に重要な影響を及ぼす周
囲温度に応じて、送電線の定格（どれだけの電力が送電できると考えられるか）を調整するこ
とである。
事故時運転継続（FRT）能力 (Fault ride through capability)：突然の電圧降下時などの事故
時にも発電を維持する能力。
FACTS 機器 (Flexible AC Transmission Systems) (FACTS)：特定のノードに無効電力を柔
軟に注入または吸収することによって送電能力を高め、電力システムの制御性と安定性を向上
させるパワエレ機器である。
柔軟性 (Flexibility)：電力システムにおいて数分から数時間の時間スケールで、費用対効果の
高いやり方で需給バランスにおける上下の変動に対応する能力。柔軟性は、しばしば電力シス
テム内の出力調整可能な発電所の出力変化能力と関連づけられるが、貯蔵技術や需要側管理、
送配電網インフラなどの他のリソースとも関係している。
グリッドコード181 (Grid code)：グリッドコードは、電力システムや市場に接続された資産が
遵守しなければならない幅広い一連のルールを網羅した包括的な条件であり、それを制定する
目標は費用対効果と信頼性の高い電力システム運用を支援することである。グリッドコードは
4 つの主要な部分で構成されている。（本書で議論された）接続コード182(Connection code)、
運用コード(operation code)、計画コード(planning code)、市場コード(power market code)で
ある。
送配電網の強さ (Grid strength)：送配電網が、偶発事象に直面しても、発電場所から需要地
まで確実に電気を輸送する能力183。

179

180

181

182
183

訳注：物理学で言う仕事。物体に加わる力と物体の変位の内積で定義される。次にあるように、「無効電
力」の対義語。
訳注：VRE 発電も下げ方向または（出力抑制時の）上げ方向への出力調整が可能との主張はあるが、ここ
での「出力調整可能な発電所」は上げ下げをいつでも確実に期待できる発電所の意。起動停止に加
え出力変更もできる。
訳注：グリッドコードは上記の意味の他、狭義に系統連系規程(分散型資源の送配電網への接続コード)を
指す場合も少なくない。詳細は Annex 2 を参照のこと。
訳注：本書では、日本の制度に基づく正式名として、これを一貫して「系統連系規程」と呼んでいる。
訳注：短絡容量(Short Circuit Capacity)などを指標に評価されることが多い。
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慣性 (Inertia)：従来型発電所の大型発電機およびタービンの回転慣性が持つ、電力システムの
安定度を向上させる特性。
連系線 (Interconnections)：制御区域間または電力システム間を接続する交流または直流の
送電線。
正味負荷 (Net load)：システム負荷（需要）から VRE 発電所の出力を引いたもの184。
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運用保守 (Operation and maintenance)（O＆M）：発電所、送電線、貯蔵施設などの電力シ
ステム資産の日々の運転に関連する、幅広い種類の業務とそれに伴う費用のことで、プロジェ
クトの当初の資本費用とは区別される。O＆M 費用には、燃料費、部品の交換費、人件費など
が含まれる。
電力購入契約 (Power purchase agreement) （PPA）：発電所の所有者と発電された電力の
購入者との間で締結される電力購入契約。
電力品質 (Power quality)：VRE の統合に関連する電力品質の主な側面には、波形歪みと短周
期変動から生じる高調波およびフリッカが含まれる。
ランプ (Ramp)：電力システムにおけるランプは、発電出力の変化、負荷の変化（需要）
、ま
たは正味負荷（需要から VRE 出力を引いたもの）の変化を指す。ランプレート(ramp rate)と
は変化速度で、増加と減少があり、時間あたりのメガワットで表現される。
周波数変化率 (Rate of change of frequency) (RoCoF)：電力システムの周波数が変化する速
度の尺度。RoCoF はシステムの慣性（先述参照）が低いほど高くなる。
信頼度 (Reliability)：電力システムの信頼度とは、平常時および合理的に予期される障害のも
とで、消費者に確実に電気を供給するシステムの能力を指す。
予備力 (Reserves)：需要や VRE 出力の不確実性といった通常の運用条件、および主要な発
電機や送電線の事故などの不測の事態を管理するために、確保されている予備の発電容量。
事故波及防止リレー (Special protection systems)：システム管理者が、送電網の一部に想定
される事故が発生することにより、より広範な送電網に及ぼす可能性のある影響を管理するた
めの制御方式。これにより、より高価な機器への更新を避けることができる。
安定度（Stability）
：物理的または電気的な擾乱から平衡状態を直ちに（ミリ秒オーダーで185）
回復・復旧する能力。
同期発電/連系 (Synchronous generation/interconnection)：電力システムの同期交流機器は、
その動作が電気機械的に互いにリンクされている。同期交流機器は変換器（直流の VRE 電源
を送配電網に接続するために使用される）で分離されない。
システム運用者 (System operator)：電力システムの一部または全部の運用に責任を持つ機
関。元々は高電圧のみを能動的に運用していたが、増加する分散型（主に太陽エネルギー）発
電所を管理するために、低電圧網の能動的な運用も行われるようになってきている。システム
184

185

訳注：通常はその意味で用いられる。しかし、電力システムの運用の難しさを論じる場合は、負荷配分が
不可能またはそれが経済的・技術的に適当でない発電の出力を、システム負荷からさらに引いて、
需要に占める負荷配分可能な発電所の出力を示すことで、その困難度合いを適切に表すことができ
る。
訳注：現象によってはもっと時間をかけて回復するものもある。
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運用は、理想的には送電資産と発電資産の所有とは分離される。
出力が変動する再生可能エネルギー（VRE）発電所 (Variable renewable energy power
plants)：風力、太陽光、流れ込み式水力など、天候によって出力が決まるため、従来型発電所
よりも大きな変動性と不確実性を示す発電所。
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AC
ACER
ADMS
AEMC
AEMO
AGC
ASEAN
ASEFS
AWFES
CACM
CAES
CAISO
CCGT
CECRE
CENACE
CO2
CRE
CSIR
CSP
DC
DER
DLR
DNI
DOE
DSO
DSM
DSR
EFR
EIM
EMMA
EMS
ENTSO-E
ERCOT
ETS
EU
EV
FACTS
FCR
FERC
FIP
FIT
FRR
FRT
HSCPS
HV
IBFFR

交流
欧州エネルギー規制機関協力庁
高度配電管理システム
オーストラリアエネルギー市場委員会
オーストラリアエネルギー市場運営者
自動負荷制御
東南アジア諸国連合
オーストラリア太陽エネルギー予測システム
オーストラリア風力エネルギー予測システム
容量割り当てと混雑管理
圧縮空気エネルギー貯蔵
カリフォルニア ISO
コンバインドサイクルガスタービン
再生可能エネルギー制御センター
国家エネルギー管理機関（メキシコ）
二酸化炭素
エネルギー規制委員会
科学産業研究評議会（南アフリカ）
集中型太陽熱発電
直流
分散型資源
送電線のダイナミックレーティング
直接放射照度
米国エネルギー省
配電網運用者
需要側管理
デマンドレスポンス
高速周波数応答（英国）
エネルギーインバランス市場
欧州電力市場モデル
エネルギー管理システム
欧州送電運用者協議会
テキサス州電力信頼性評議会
排出権取引制度
欧州連合
電気自動車
FACTS 機器
周波数維持予備力
連邦エネルギー規制委員会
フィードインプレミアム
固定価格買取制度
周波数回復予備力
事故時運転継続
循環水路式揚水発電
高電圧(高圧)
慣性特性に基づく高速周波数応答
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ICT
IEA
ILR
IRENA
IPP
IRP
ISGAN
ISO
IT
LCOE
LMP
LV
MACRS
MISO
MV
NEA
NEM
NLDC
NPS
NREL
NWP
O&M
OCGT
OECD
ORDC
PG&E
POSOCO
PPA
PSH
PTC
PUCT
PV
PVPS
RE
REE
REDZ
REV
RTE
RTM
SAARC
SCADA
SCE
SNSP
SO
SPS
STE
SV
TNSP
TOD
TOU

情報通信技術
国際エネルギー機関
インバータ負荷比
国際再生可能エネルギー機関
独立発電事業者
統合資源計画
国際スマートグリッド行動ネットワーク
独立系システム運用者
情報技術
均等化発電原価
地点別限界価格
低電圧(低圧)
修正加速償却制度
Midcontinent ISO
中電圧(中圧)
国家能源局
国家電力市場
中央給電指令所（インド）
ノルドプールのスポット
国立再生可能エネルギー研究所（米国）
数値天気予報
運用保守
オープンサイクルガスタービン
経済協力開発機構
運転予備力需要曲線
パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック社
電力システム運用公社（インド）
電力購入契約
揚水発電
生産税額控除
テキサス州公益事業委員会
太陽光発電
太陽光発電システム研究協力プログラム（国際エネルギー機関）
再生可能エネルギー
電力系統運用会社（スペイン）
再生可能エネルギー開発地域（テキサス州）
エネルギービジョン改革（ニューヨーク州）
送電ネットワーク会社（フランス）
リアルタイム市場
南アジア地域協力協定
遠隔監視制御・データ収集
サザン・カリフォルニア・エジソン
システムの非同期電源率
システム運用者
事故波及防止リレーシステム
太陽熱発電
システム価値
送電サービスプロバイダ
供給時間
時間帯別料金
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TSO
TYNDP
USD
VOS
VRE
GW
GWh
Hz
km
kV
kW
kWh
kWh/m2
m
m/s
m2
MW
MWh
tCO2
TWh
VAR
W/m2

送電網運用者
10 年間のネットワーク開発計画
US ドル
太陽エネルギーの価値
出力が変動する再生可能エネルギー
ギガワット（百万 kW）
ギガワット時（百万 kW 時）
ヘルツ
キロメートル
キロボルト
キロワット
キロワット時
キロワット時毎平方メートル
メートル
メートル毎秒
平方メートル
メガワット（千キロワット）
メガワット時（千キロワット時）
CO2 トン
テラワット時（10 億キロワット時）
無効電力およびその単位
ワット/平方メートル
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