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The Power of Transformation （IEA）
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・GIVAR（Grid Integration of 
Variable Renewables Project）
（変動電源（VRE）の電力シス
テム統合に関するプロジェクト）
の第3フェーズの主要な成果を
まとめた書籍

・IEA再生可能エネルギー課の
Simon Müller氏が主筆

・世界７地域についてケーススタ
ディ

・柔軟性評価ツールFAST２に
よる分析に基づく



再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱など、地球上で自然に起こる現象を利用して
繰り返し使えるエネルギーであり、純国産で、かつ枯渇することなく、温室効果ガスの排出量
が少ないエネルギーを得ることが可能となる

太陽光発電 風力発電 太陽熱発電 海洋エネルギー

変動電源
安定電源

再生可能エネルギーの種類 ～変動電源と安定電源～

バイオマス地熱発電水力発電

＜変動電源＞
気象条件で発電出力が
変動する電源
→系統接続の問題

＜安定電源＞
安定した発電出力が
得られる電源
→ベース電源、または
変動電源の出力変動
を吸収する調整用電
源としての活用を期待
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ケーススタディ対象エリア（7地域、15カ国）

4（The power of transformation (IEA,2014) 日本語翻訳版より抜粋）



各国の電力システムの特性

5（The power of transformation (IEA,2014) 日本語翻訳版より抜粋）
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１．VREと電力システムにおける他の構成要素の

相互作用が系統連系の実現と課題を決める

２．VREシェアが低い場合、電力システムへの

系統連系は障碍とならない

→年間発電電力量の５～１０％であれば大きな技術的課題はない。ただし、
以下の基本原則に従う必要がある

・局所集中（ホットスポット）の回避

・VREが必要に応じて送配電網の安定化に貢献可能

・VREの出力予測の実施とその活用

３．高いシェアのVREを経済的に系統連系するためには、

電力システム全体の変革が必要

→高いシェアを短期的に実現しようとすると電力システムのコストを急激
に増加させる。調和の取れた変革によるコスト低減が求められる。 8

本書における主な結果



VREの特性

・低い可変費
一旦設置すると短期的な運転費用は低い

・変動性
風や日射により出力変動する

・不確実性
発電出力の予測は難しい

・資源の賦存の制約
資源は全ての場所に均等に賦存しない

・モジュール性
従来型電源と比較して発電ユニットが小さい

・非同期性
従来型電源と違い、インバータを介して連系する
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VREの発電出力例（変動性、不確実性）
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バランシング効果
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非VREに対して、残余需要で増大する短期的な変動性と
不確実性による影響を及ぼす



利用率効果
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低～中程度の設備利用率（ピーク・ミドル運用）で運用する
ために最適化された電源構成へ構造変化

負荷持続曲線

ピーク

ミドル

ベース
ロード

最低需要が低下

ベースロード比率が低下



電力システム変革の３つの主要な柱

電力システム変革の成功には、３つの取り組みが必要

１） VRE の導入が電力システムと調和していること

（System friendly VRE deployment ）

２） 電力システムと市場の運用が改善されること

（Better system & market operation ）

３） 追加的な柔軟性（需給調整）対策への投資が

行われること （Investment in additional flexibility）
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電力システムと調和したVRE導入

①タイミング
VRE導入は全体的に長期的な電力システム開発と整合する必要があり、その逆も

必要である

②場所と技術の組み合わせ
異種VREの組み合わせや、設置場所を戦略的に選択することにより、変動抑制や

連系費用低減ができる

③技術的能力
VRE自身が電力システムに調和するためのサービス提供が可能である

④経済的設計の仕様
単純に発電出力を最大化するのでなく、電力システム全体を最適化するように

設計する

⑤出力抑制
インフラ整備と運用費用節約を考慮に入れて電力システムの総費用の最適化が

可能となる 14

電力システムと親和性の高い導入の背景にある主要な目的は、VREの発電原価のみを
最小にすることだけでなく、全電力システム費用を最小にすることであり、以下の５つが
重要である



15



16



17



18



19



2020



電力システム変革の３つ主要な柱

21（The power of transformation (IEA,2014) 日本語翻訳版より抜粋）



結論と提言１／３

■VREの普及が初期段階の国（VREのシェアが5%～10%）

・系統連系の課題を避けるように確立されたベストプラクティス

を実施すべき

→無制限なVREの「ホットスポット（局所集中）」を避けること

→VREプラントが十分な技術的機能と短期的なVRE予測の

効果的な利用の必要性

■VREが電源構成において主要部分を占めつつある全ての国

・システムや市場の運用の最適化によって既存の柔軟性を

より活用すべき

・システムと調和の取れたVRE導入戦略により、VREの積極的

な系統連系への活用が必要
22



結論と提言２／３

■成熟した電力システムを有する国（先進国）

・電力システム変革のため、既存設備の最大活用を追求

すべきである

・柔軟性の不足する電源でシステムのニーズに対して余剰

となっている設備の廃止や長期停止により、電力システム

の変革を加速することができる

・政策決定者や産業界は、不良資産を含め関連する効果の

影響を注意深く管理する必要がある

・長期的な気候変動や安定供給上必要となる投資の実現に

継続して明確な焦点を当てることが必要である
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結論と提言３／３

■動的な電力システムを持つ国（途上国）

・総合的で長期的な電力システム開発の問題として、

電力システム変革に着手すべきである

・このためには、経済性と低炭素エネルギーシステムに

対するVREの可能性を適正に示すことができる計画

ツールと戦略が必要である
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Ｔｈｅ Power of Transformation
日本語版の配布について

http://www.nedo.go.jp/library/denryoku_henkaku.html
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（１）風力発電および気象モニタリングシステムの構築

北海道・東北・関東地域の最大50ヵ所程度の大規模ウィンドファームを選定し、データ収集
のための“ウィンドファーム観測網“を整備

風力発電の出力変動に対応した広域の気象特性を把握するため“広域気象観測網”を整備
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１．風力発電予測・制御高度化



（２）ランプ予測技術の開発

「気象学的アプローチ」および「データ科学的アプローチ」によりランプ予測技術を高度化

複数予測手法の統合により、より良い予測情報を提供

予測精度を向上させ、現行の予測モデルよりも大外しの最大振れ誤差を20％以上低減

＜ランプ予測技術の開発のアプローチ＞
気象学的アプローチ

• 気象学的要因分析によるアプローチ
• アンサンブル予測によるアプローチ

データ科学的アプローチ
• 統計的手法によるアプローチ
• 機械学習によるアプローチ
• Dynamical Systems 理論によるアプローチ

複数予測手法の統合
• 複雑系数理モデル学をベースにした複数予測手
法の統合

技術の評価
• 予測技術が電力系統運用の経済性と安定性に
与える影響の分析に基づき、予測対象とするラ
ンプ現象を選定し、予測技術開発仕様を開発
チームへフィードバック
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１．風力発電予測・制御高度化



（３）出力変動制御技術の開発

計画電源化に向け実用化コストを踏まえ風車制御と蓄エネルギー制御の最適な組合せを構築

予測技術を活用した風車制御技術と蓄エネルギー制御技術を開発することにより、最小の出
力抑制と蓄エネ設備容量での出力変動制御を実現

蓄エネ設備については、エリアに連系している風力発電量やランプ状況、地域的な特性によっ
て最適な蓄エネ設備を選択できるように、ＣＡＥＳと蓄熱、蓄電池について研究を実施

エリア内合計の風力発電の出力変動 風力発電の出力変動制御後の出力ｲﾒｰｼﾞ

蓄エネルギー

風力発電

①風車制御

（ＷＦ内、ＷＦ間）

②蓄エネルギー制御

出力変動制御

風車ピッチ角制御
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１．風力発電予測・制御高度化



（３）出力変動制御技術の開発

ＣＡＥＳは、タンクに貯蔵した圧縮空気で直接、発電する方式であり、国内初

来年度以降、風力発電所構内に１５００ｋＷ程度の実証設備を設置する工事に着手予定

風力発電所の発電データを基に、出力変動制御技術の実証を実施

エリア内の風力発電合計出力

充電

放電
電力系統

ＣＡＥＳ設備のイメージ ＣＡＥＳ設置レイアウト例

時間

時刻

発電量

出力急変の
緩和

風力発電の
出力変動制御
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１．風力発電予測・制御高度化



再生可能エネルギーが電力系統に大量導入された2030年頃を見据え、余剰電力の発生、
周波数調整力の不足等の技術的課題とその課題解決策を明らかにするため、ランプ予測
技術と出力変動制御技術、調整電源の最適運用手法などを総合的に組み合わせた需給
シミュレーションシステムを開発する

実際の電力系統における実証試験によってシミュレーション結果を検証し、電力の安定供
給を維持しつつ、社会コストミニマムで最大限の再生可能エネルギーの連系が可能となる
新たな電力システムの基礎を確立する

○研究開発の具体的内容

（１）需給シミュレーションシステムの開発

（２）電力系統における運用実証試験
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２．予測技術系統運用シミュレーション


