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1.基礎知識
～直流と交流～
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1882年 直流送電に成功 1884年 交流送電を提唱
1896年 長距離交流送電を実用化

（交流が世界標準）

ニコラ・テスラトーマス・エジソン

ＶＳ

「直流」および「交流」は1800年代後半に発明され、当時は電圧変換の容易
な「交流」が世界標準として普及した。（直流は昇降圧が困難であった）
近年はパワエレ技術の進展や太陽光発電の普及拡大等を受けて、「直流」が
脚光を浴びるようになってきた。



1.基礎知識
～直流の分類イメージ～
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IEC Technology Report「LVDC : electricity for the 21st century」を元に作成

HVDC

MVDC

LVDC
Low Voltage Direct Current 

High Voltage Direct Current 

Middle Voltage Direct Current 

活用例：長距離送電等

活用例：データセンター等

活用例：EV、電子機器等



1.基礎知識
～MVDC, LVDCの活用範囲～
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低圧・中圧で直流が使用される理由
• 太陽光発電や蓄電池が普及拡大
• 電力消費機器も直流で動作するものが増加（例：TV、エアコンなど）

ビルやマイクログリッドなど限られた範囲では、機器の組み合わせなどによって、
直流をそのまま使用したほうが効率的な場面も想定される。

出典： Five minute guide DC Power (ARUP)



1.基礎知識
～HVDCの活用範囲～
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高圧では距離によって交流よりも直流の方がコストメリットが大きいため適用される

直流が交流に比べてコストメリットが生じる分岐点

✓ 架空送電線路：８００ｋｍ以上

✓ 海底ケーブル：５０ｋｍ以上

出典： Analysing the costs of High Voltage Direct Current (HVDC) transmission (August, 6th 2014)

長距離送電において
コストメリット大

再生可能エネルギーの立地条件等から、世界各国でHVDCプロジェクトが動
いている。



1.基礎知識
～HVDCの方式～
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• 直流送電方式には、実績が豊富な他励式と近年注目され導入実績が増えている
自励式がある。

• 自励式は他励式と比べて制御性が非常に高く柔軟な潮流制御が可能であるほか、
ブラックスタートが可能で、離島や洋上風力といった弱い系統への接続、系統
安定化のためのきめ細やかな潮流制御が必要とされる用途に適している。

項目 他励式 自励式

ブラックスタート 不可 可能

連系交流系統の制限 連系点は系統が強い必要

がある

連系点の系統が弱くとも

連携可能

フィルタ設備 大規模のものが必要 不要か小規模で可

多端子化 構築・運用が複雑 簡単に構築可

変換器損失 小 他励より大

大容量化 大容量化が可能 近年の半導体技術の向上

により大容量化が可能



2.海外事例
～海外メーカによるHVDC導入事例～
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(自励式)

(他励式)

各メーカホームページより引用

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1gebKgrPdAhXGxbwKHfdlDmYQjRx6BAgBEAU&url=https://swedenjapan150.jp/sponsors/abb/&psig=AOvVaw2arO1LsE3wOuh-Tddm219d&ust=1536757636896741
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1gebKgrPdAhXGxbwKHfdlDmYQjRx6BAgBEAU&url=https://swedenjapan150.jp/sponsors/abb/&psig=AOvVaw2arO1LsE3wOuh-Tddm219d&ust=1536757636896741


2.海外事例
～海外メーカによるHVDC導入事例～
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自励式

他励式

自励式

他励式

各メーカホームページより引用



2.海外事例
～欧州の動向～
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• 欧州は、洋上風力発電所の導入拡大や、国際的な電力市場の統合や電力需要地と
供給地の偏在問題解消などを背景に直流送電プロジェクトを進めている。

出典：ARUP「Five minute guide to DC Power」



2.海外事例
～欧州の動向～
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国・地域 プロジェクト名 予算総額
2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020
(H32)

EU
約62.8M€
≒約81億円
(FP7)

EU
約42M€
≒約56億円
(Horizon2020)

2014.10～2018.9

2016.1～2019.12

出典：Siemens ウェブサイト
http://www.siemens.com/press/en/feature/2016/ener
gymanagement/2016-04-ultranet.php?content[]=EM

ULTRANET SuedLink

分類 事業名 資金提供

2端子
直流
連系

ULTRANET
PCI (EU 共通利益プロ
ジェクト)

SuedLink
BEST GRID
(Intelligent Energy 
Europe Programme)

多端子
R&D

Best Paths FP7

PROMOTioN Horizon 2020

出典：TenneT ウェブサイト
https://www.tennet.eu/de/unser-
netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/

http://www.siemens.com/press/en/feature/2016/energymanagement/2016-04-ultranet.php?content[]=EM
https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/
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2.海外事例
～欧州の動向（Best Paths）～
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自励式交直変換器を用いた、多端子化を見込んだHVDCプロジェクト。
ドイツの南北連系が弱いことの対策として、HVDCが採用されている。
（北：洋上風力、南：需要地）

上記PJの他、Best Paths Demo#2でも、2端子→3端子への研究開発が進められている。

2.海外事例
～欧州の動向（ULTRANET）～

https://www.transnetbw.de/de/ultranet



2.海外事例
～中国の動向～
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• 中国は、再生可能エネルギーの建設適地と需要地との接続強化のために、HVDC
の導入を加速している。

出典：The Economist, Daily chart, Jan 16th 2017, China powers ahead with a new direct-current infrastructure
https://www.economist.com/graphic-detail/2017/01/16/china-powers-ahead-with-a-new-direct-current-infrastructure



2.海外事例
～中国の動向～
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新疆

黒龍江

吉林

遼寧

西藏

四川

雲南
広西 広東

福建

山東

湖北

湖南 江西

内モンゴル自
治区

寧夏

青海

河北

山西

河南

安徽

浙江

江蘇陝西

貴州

重慶

上海

北京

天津

海南

> 20%

10% - 20%

出典：2018～2020年清洁能源消耗行動計画

2017年中国省・市の「棄光」率

0% - 10%
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15% - 30%

5% - 15%

0% - 5%

出典：風力発電第13次五カ年計画

2017年中国省・市の「棄風」率

• 風力、太陽光、水力による発電電力は、発電能力があるものの送電能力が足りないなどの理由により
利用されないことがある。このようなチャンスロスは「棄風」「棄光」「棄水」とよばれ、コストの
高さに並ぶ再生可能エネルギーの大きな問題。



2.海外事例
～中国の動向～
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出典：2011-2015年中国棄風データ統計、2020年目標値は能源局公開清洁能源消纳行動計画より（2018-2020年）

(GWh)

• 中国の棄風率は2016年に17％となったのち下落に転じ、2017年には12％まで下落。
• これまでも「電力ネットワークの整備」・「蓄エネルギーの促進」・「再生可能エネ

ルギーの立地地域の誘導」を柱に対策。
• 政府は、2020年に棄風率を5％まで引き下げることを目標としている。

中国全土の棄風量と棄風率の推移
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2.海外事例
～中国の動向（河北省張北）～

• 河北省張北（Zhangbei）において、多端子直流送電プロジェクトが進行中。

出典：ABBホームページより抜粋 ABBホームページを元に作成

Commissioning 
year:

2019年

Power rating: 1,500 MW

No. of stations 
in grid

4

No. of 
poles/station:

2

AC voltage: 230 kV 
(Kangbao)

DC voltage: ±500 kV

Length of DC 
overhead line:

DC-grid total 
length 648 km
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2.海外事例
～その他各国の取り組み～

地域 コメント 主なHVDC事業

北米
米国：国内連系や洋上風力HVDC
カナダ：離島連系等

Atlantic Wind Connection 

アジア
インド、韓国、フィリピンなどにHVDC有。インドでは多端子計画を含む事業が
推進中。

南米 ブラジルで他励式HVDC有

• 欧州、中国以外にも直流送電プロジェクトが検討されている。
• 特に、多端子直流送電は各国で研究され、学会での発表も増えている。

図はAdlantic Wind Connectionホームページから引用



2.海外事例
～国際学会（CIGRE2018トピックス）～
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 基調講演やStudy Committeesのグループディスカッションとは別に開催され
た４つのWorkshopのうち、２つがHVDC関連であり、ホットトピックスの１
つ。HVDCの動向をまとめると次の３点。

① 欧州を中心に北海で多端子洋上直流送電の実用化を念頭に置いたようなイ
ンターオペラビリティ（IOP）及び標準化。

② 国土の広い中国、ブラジル、インドからは、架空線を前提とした800ｋV又
は1100ｋVの超高圧域システム（中国ではUHVと表現することが多い）。

③ 深海用直流ケーブルのような、直流ケーブルの高性能化。

North Sea Wind Power Hub：TENNET社等がDogger Bank（北海にある水深15～36mの広大
な浅瀬）に、国際連系線とウィンドファームを兼ねた巨大な人工島を建設する計画（2050年
頃に完了予定）



2.海外事例
～国際学会（標準化の動向）～

20

 CIGRE B4とCENELECの共同ワークショップ「System aspects of HVDC 
grids」
欧州レベルのHVDC標準案を策定するため、ABB、GE、シーメンス等の１６
メーカー、ENTSO-E、RTE、Tennet等の１９電力会社、１２大学、DNV等の
４企業がレギュラーメンバーとなり、2013年４月から２か月に１回ミーティン
グを行って、標準案のドキュメントを作成中。

• HVDCシステムには、AC/DCコンバーターステーション、DCスイッチング
ステーション、DC/DCコンバーターステーション、DCラインパワーフ
ローコントローラー、DC送電線等について要求仕様を決定する必要があ
る。トポロジー、コントローラーの段階、システムの状態の決定方法等に
ついても検討を行ったとのこと。

• 今後、IECに提案する予定とのこと。

※ CENELECとは、欧州電気標準化委員会（Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, 
CENELEC）。欧州約３０か国が参加する電気工学分野のヨーロッパにおける標準規格を策定す
る機関。IECに対して迅速化手続き（Fast-track procedure）が適用され、通常の手続きのいくつ
かを省略できる。



3.国内事例
～新北本連系線～
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• 北海道の電力供給強化と再生可能エネルギー導入拡大、電力取引拡大に
寄与するため、北海道電力が新たに本州との連携設備を建設。2019年3
月に運転開始。

新北本連系設備の特徴
• 自励式直流送電

自励式の為、交流系統が停電
していても送電が可能

• 青函トンネル内に電力ケーブルを敷設

出典：北海道電力ホームページ
https://www.hepco.co.jp/energy/distribution_eq/north_reinfor
cement.html
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洋上風力発電の優良なポテンシャルを有効活用した

大規模な洋上ウィンドファーム（WF）導入が必要

再エネ
導入拡大

エネルギー
の安定的な確保 パリ協定

出典：「長期エネルギー需給見通し」、経済産業省、2015年7月

2030年度の電力の需給構造

 エネルギーの安定的な確保と温室効果ガス削減に向けて、再生可能エネルギー（再エネ）の導入拡大は重要

 長期エネルギー需給見通しの早期実現のみならず、2030年以降も再エネを導入し続けることが重要

 風力発電は大規模に開発できれば経済性を確保できる可能性があるエネルギーであり世界では導入が加速

 陸上風力の導入可能な適地が限定的な我が国において洋上風力発電の導入拡大は不可欠

風力発電
（陸上・洋上）

エネルギー政策
の遂行

温室効果ガス
の排出削減

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～事業背景（政策的意義）～
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 開発不可条件を控除した洋上風力のポテン

シャルは約1,380百万kWと推計

 離岸距離が大きくなると水深が大きくなるた

め沿岸に帯状に分布

 電力大需要地から遠方に多くのポテンシャル

が存在（北海道・東北・九州で全体の70%）

出典：「平成25年度 再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情
報整備報告書」（環境省、2014年8月）にNEDO追記

遠い

遠い

：洋上WF適地

：電力大需要地

※電力系統の課題顕在化

区分 項目 開発不可条件

自然条件

風速区分 6.5m/s未満

離岸距離 陸地から30km以上

水深 200m以上

ポテンシャル推計における開発不可条件

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～事業背景（技術的意義）～
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 複数の洋上WFと既存の比較的大きな電力系統や需要地とを多端子で接続し、効率的に送電する
ことが可能な多端子洋上直流送電システムの開発が必要

 多端子洋上直流送電システムの導入形態は、順次拡張しながら導入すると想定。従って、複数
のメーカが参入してシステム構築する可能性が高く、マルチベンダ化に向けた取組みが必要

 良好なポテンシャルを持つ北海道、東北、九州において系統の空き容量不足および周波数変
動の課題が顕在化し、その課題解消が必要

 大規模洋上WFを設置する場合、現在の欧州のように遠浅な海域に面的に、かつ遠方に拡大
する形態ではなく、沿岸に帯状に洋上WFが順次導入されていくと想定

日本の導入形態
（多端子直流送電）

現在の欧州の導入形態
（2端子の送電方式）

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～事業背景（技術的意義）～



4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～事業背景（技術的意義）～
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AC AC

AC AC

AC

DC

DC

DCDC

従来の直流送電（二端子）

多端子直流送電（三端子の例）

メリット
 送電線で事故が起きても迂回

して送電でき、信頼性が高
い。

 二端子を複数構築するより効
率的なシステム構築が可能。

 拡張性がある。

課題
 システム全体の制御

二端子と違い、それぞれの変
換装置の制御を行い潮流をコ
ントロールすることが必要。

 事故時の検出と遮断
健全な送電線を停止させるこ
となく事故送電線を高速で切
り離す保護システムが必要。

 拡張するときの接続
インターフェースの統一が必
要。
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 高い信頼性を備え、かつ低コストで実現する世界トップクラスの送電容量（電圧±500kV、

容量1GW）を有し、マルチベンダ化にも対応した多端子直流送電システムと必要な要素技

術を開発

 今後の大規模洋上風力の連系拡大・導入拡大・加速に向けた基盤技術の確立が目的

±500kV、1GW

交流送電
直流送電
直流遮断器

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～事業目的～
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4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～研究開発項目と実施内容～

研究開発項目Ⅰ：システム開発

 日本海域の洋上風力適地へ大規模洋上ウインドファームを複数地点導入する
ことを仮定し、経済性を考慮した洋上ウインドファームの集電系統と送電系
統の計画・設計。

 多端子直流送電システムの解析モデルを開発し、自励式直流送電システムの
制御・保護方式などの確立に向けたモデル解析。

 マルチベンダー化に向けて、多端子直流送電システムの制御において特に重
要となる、自励式交直変換器の異メーカでの相互連携を可能とする標準仕様
書の検討。

対象箇所
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4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～研究開発項目と実施内容～

研究開発項目Ⅱ：要素技術開発

 低コストで高信頼性を兼ね備えた多端子洋上直流送電システムを実現する上
で必要となる①直流遮断器、そして、マルチベンダに対応できる②ケーブル
ジョイントや、従来技術よりコスト低減が見込める③敷設工法、④洋上プ
ラットフォーム基礎などの新技術を開発する。

1

2 3
4



• 将来の国内ウインドファーム導入を前提としつつ、3端子直流送電システムの解
析モデルを開発。開発した解析モデルでシミュレーションを実施し、電力品質
に問題ないことを確認。

• 本事業の実施企業である、日立製作所、東芝エネルギーシステムズにより、異
社間の接続を検証した結果をまとめ、洋上直流送電における保護制御の標準仕
様書案を作成。
現在、国際電気標準会議（IEC）と協議中。

29

作成中の標準仕様書（イメージ）

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～ （Ⅰ）システム開発の成果～



• 直流は交流と違い、電圧が0Vにならないため、遮断が困難。

• これまで開発されてきた直流遮断器は遮断性能を確保するために、常時半導体
に電流が流れることで損失が発生。

• これらの課題を解決するため、新たな遮断原理を開発。

• 開発した遮断原理により、常時発生する損失を最小限とすることとともに、世
界最高レベルの遮断速度（3m秒）を達成。

30

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～ （Ⅱ）要素技術開発 遮断器の開発～

機械的接点

半導体回路

転流
回路

 常時は機械的接点に電流が流れる
ため、損失は限りなく小さい。

 半導体回路と転流回路、機械的接
点を瞬時に制御することで、世界
最高レベルの遮断速度を実現。

常時の電流路開発した遮断器の構成イメージ
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３．研究開発成果 （１）研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義

64

具体的な実施状況（最適工法およびコスト削減を目指したケーブルジョイントと工法の開発）

 異社間分岐ジョイントの開発
複数の洋上WFを直流多端子で接続するシステムにおいて、洋上WFを追加増設する場合に、異社間
分岐ジョイントを用いることで、その増設コストを低減する方法提案した。
異社間分岐ジョイントを可能とする直流525kV級ケーブル用のガス終端接続箱（EB-G）を試作し、その
基本性能をCIGRE TB 496に推奨されている30日間の長期課通電試験（Type試験）に供試して評価した。
試験の状況を図3-24に示す。

 直流525kV海底ケーブル向け工場ジョイント（テープ巻モールド方式）の開発
ケーブル製造コスト低減を可能とする、テープ巻モールド（TMJ）方式による工場ジョイントを直流

525kV海底ケーブル向けに試作した。本工場ジョイントの基本性能を今後確認予定である。

試験回路外観 EB-G外観 ケーブル外観

図3-24 EB-G性能評価試験実施状況

公開

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～（Ⅱ）要素技術開発 ケーブル異社間分岐ジョイント～

• コスト削減を目指したケーブルジョイントと最適な工法を開発
異社間分岐ジョイントの開発

複数の洋上ウインドファームを直流多端子で接続するシステムにおいて、洋上
ウインドファームを追加増設する場合に、異社間分岐ジョイントを用いることで
その増設コストを低減する方法を提案。

異社間分岐ジョイントを可能とする直流525kV級ケーブル用のガス終端接続箱
を試作し、その基本性能を評価した。

性能評価試験実施状況
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３．研究開発成果 （１）研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義

65

具体的な実施状況（洋上風力用に最適化された工事工法と設備の開発）

 洋上風車向けケーブル引き込み工法の開発
風車へ引き込み接続する風車立上ケーブルの防護工法をダイバーレス作業で実施可能となれば、多
数の風車へのケーブル引込作業の時間短縮に繋がり低コスト化が可能となる。そこで、ダイバーレス取
付作業を可能とするケーブル防護システム（CPS）について調査を実施した。調査した海外メーカの中か
ら3社を選定し、実際にCPSを購入（またはレンタル）し、その施工作業性確認試験を実施し、風車引込
作業に問題はないことを確認した。

 多条同時敷設工法の開発
長距離での海底ケーブル敷設では、多条（2～3条）を同時に敷設する工法（多条バンドル）の方が敷
設コストを低減することができる。多条同時敷設工法の課題は、1条毎にケーブルを敷設する場合に比
べ、ケーブルに高い側圧が加わる可能性が挙げられる。今後、高側圧を考慮した本工法の適用可能性
について検討を実施する。

 防護管の自動取付工法の開発
岩盤部に敷設する海底ケーブルを防御する方法として、
船上での防護管取付け、より高速でケーブル敷設を可能と
する工法の検討を実施した。3Dプリンタ模型による1/10モ
デルを作製し、船上で自動的に防護管を供給する方法と連
続的に嵌合する方法を検討した。図3-25に作製した1/10モ
デルの外観を示す。 今後、防護管の機械強度について検
討を進める。

図3-25 高速船上防護管取付工法パス
ラインの1/10モデル（3Dプリンタ模型）

公開

4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～（Ⅱ）要素技術開発 ケーブル敷設工法～

• 洋上風力発電用に最適化されたケーブルの敷設工法と設備を開発
洋上風力発電向けケーブル引き込み工法の開発

風車へ引き込み接続する立ち上げケーブルの防護工法をダイバーレス作業で可
能となればケーブル引き込み作業の時間短縮に繋がり低コスト化が可能となる。

多条同時敷設工法の開発

長距離での海底ケーブル敷設作業は、1条ごとに敷設することが一般的である
が、多条（2～3条）を同時に敷設する工法（多条バンドル）の方が敷設コストを
低減できる。

防護管の自動取り付け工法の開発

岩盤部に敷設する海底ケーブルを防護する
方法として、船上で防護管を取り付け、より
高速でケーブル敷設を可能とする工法を検討。
3Dプリンタ模型による1/10モデルを作成し、
船上で自動的に防護管を供給する方法と、連
続的に嵌合する方法を検討した。

作成した高速船上防護管取付工法パスラインの
1/10モデル
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4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～（Ⅱ）要素技術開発 洋上プラットフォーム基礎等～

• 洋上プラットフォームの各種基礎形式の検討と、地震や波浪による影
響評価を実施。
各種基礎形式の比較検討しサクション基礎のコストメリットを確認

遠心力模型実験による水平載荷実験を実施し、洋上プラットフォームへの地
震・波浪の影響について分析３．研究開発成果 （１）研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義

68

具体的な実施状況

68

単独型 分離型
図3-26 洋上PFにサクション基礎を適用したイメージ図

図3-27 遠心力模型実験結果

実験模型 載荷速度と抵抗モーメント

図3-28 再現解析結果 図3-29 概略設計事例

 海外事例調査と各種基礎形式と比較検討
サクション基礎（図3-26）は、
 排水による水圧差で構造体を海底に貫入
 受働サクションを見込むことで基礎の物量減
 海上作業を短くできるという施工上のメリット
→ 従来基礎に比べコストダウンとなる可能性大

 遠心力模型実験による水平載荷実験
実験目的：水平支持力性能におけるサクションの影響評価
実験パラメータ：スカート構造（単独型/分離型）、載荷速度
実験結果（図3-27）：
 載荷速度が速いほど大きなサクションが発生
 地震や波浪など速い外力では静的抵抗に比べ2～5割増

 塑性FEM解析による模型実験のシミュレーション（図3-28）
解析値は実験値とよい対応 →解析手法の妥当性を検証

 試設計（図3-29）および既往基礎形式との概略コスト比較
想定適用地域におけるサクション基礎の概略設計を実施
→コスト比較のための基礎資料

公開

３．研究開発成果 （１）研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義
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具体的な実施状況
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単独型 分離型
図3-26 洋上PFにサクション基礎を適用したイメージ図

図3-27 遠心力模型実験結果

実験模型 載荷速度と抵抗モーメント

図3-28 再現解析結果 図3-29 概略設計事例

 海外事例調査と各種基礎形式と比較検討
サクション基礎（図3-26）は、
 排水による水圧差で構造体を海底に貫入
 受働サクションを見込むことで基礎の物量減
 海上作業を短くできるという施工上のメリット
→ 従来基礎に比べコストダウンとなる可能性大

 遠心力模型実験による水平載荷実験
実験目的：水平支持力性能におけるサクションの影響評価
実験パラメータ：スカート構造（単独型/分離型）、載荷速度
実験結果（図3-27）：
 載荷速度が速いほど大きなサクションが発生
 地震や波浪など速い外力では静的抵抗に比べ2～5割増

 塑性FEM解析による模型実験のシミュレーション（図3-28）
解析値は実験値とよい対応 →解析手法の妥当性を検証

 試設計（図3-29）および既往基礎形式との概略コスト比較
想定適用地域におけるサクション基礎の概略設計を実施
→コスト比較のための基礎資料

公開

サクション基礎のイメージ 水平載荷実験結果

• この他、風力発電を50台直列接続した場合の洋上ウインドファームの
シミュレーションモデルを構築し、システムの基本特性を検討するな
どの成果を得ている。
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4.NEDO「次世代洋上直流送電技術開発事業」
～全体の成果～

• 要素技術開発の成果及び、システム開発で検討した洋上ウインドファー
ムの設置個所や送電ルート等を用いて作成したモデルの経済性評価を実
施。

• 現在も試算中であるが、交流送電に比べコスト削減割合は20％が見込ま
れている。

145km

270km

凡例

：洋上WF想定位置

：陸揚げ地点又は陸上変換所

：陸上連系エリア

：ケーブルルート

10km

85km

10km

福島沖
洋上設備
[容量：1500MW]

千葉沖
洋上設備
[容量：1500MW]

10km

270km

230km

95km

155km

福島陸上
直流変換所

神奈川陸上
直流変換所

神奈川方面
基幹系変電所

福島方面
基幹系変電所

500MW

500MW

500MW

500MW

500MW

500MW

500MW

500MW

500MW

経済性評価の範囲
ウィンド
ファーム

陸 上
連系点

伊豆沖
洋上設備
[容量：1500MW]

想定した洋上系統のイメージ図 経済評価の範囲



• 実施中の事業は今年度で終了予定。現在は、計算機で理想的な条件にお
ける多端子直流送電システムの実現性やコスト等の検討を実施している
が、更に実機の挙動を踏まえた多端子直流送電システムの開発が必要。

今後も、NEDOは将来の洋上ウインドファーム導入・拡大を見
据え、多端子直流送電システムの実用化に向けた取り組みを推
進し、直流と交流のベストMixを目指します。
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5.今後の課題



ご清聴ありがとうございました。
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