
第２２回 CEE シンポジウム 
「電力システム運用高度化に向けた再生可能エネルギー発電出力予測技術を考える」 
パネルディスカッションのメモ（敬称略） 
 
荻本：NEDO の風力発電出力予測等に関するプロジェクト（以下、NEDO 風力）でアイル

ランドに行ってきた。TSO である EirGrid では、コントロールセンター等にて送電網運用

に関する詳細な説明等を終日に渡って受けた。翌日のシンポジウムでは、予測関係ではデン

マーク工科大学(DTU)の Henrik Madsen らとディスカッションを行った。 
 本日のシンポジウムの趣旨は、電力システムでの予測である。論点は２点で、一点目は出

力予測のニーズについて、二点目は一点目をふまえ、より良い予測作りについてである。第

一点目の出力予測のニーズから議論する。スライドにはいくつかの論点を提示しているが、

それに縛られず自由にディスカッションしてほしい。 
まず、一点目の論点についてお聞きしたい。 
三輪：予測に対するニーズへの本音の答えは当たる予測であるが、それが難しいなら信頼度

の分かる予測がほしい。 
荻本：アイルランド島は人口・面積も電力系統の最大需要から連系線の容量まで北海道と似

ており、そこに 3.03 GW(うちアイルランド共和国 2.40GW、北アイルランド 0.63GW、2015
年 11 月末現在)の風力発電が導入されており、時間断面では負荷の最大 50%の風力発電が

入っている。EirGrid にどんな予測が必要か聞いたところ、「予測は外れることもあるもの。

むしろどんな予測にも対応できることが我々の強みである」と豪語していた。 
早﨑：先月 EWEA の予測ワークショップで風力予測に関する今後の重点課題について参加

者にアンケートしたところ、確率予測が一番関心が高く、次がデータ取得であった。予備力

確保の計算をおこなうために、いくつかの確率予測の Convolution（統合）が行われている。

その上、欠損なし、時刻同期したデータの取得も重要であり、データの標準化が IEC レベ

ルで検討されている。 
荻本：FERC でも確率予測が話題になっている。 
宇田川：シミュレーションの立場だと、米国では確率予測がデファクトスタンダードになり

つつある。ユニットコミットメント(以下、UC)は研究テーマとしては確率予測が用いられ

る。一方で、米国は日本に比して PV に対する風力発電の割合が大きく、その変動の確率が

0～100％にどの時間帯も広がることから必要になる面もある。 
永原：調整力の必要量には、紹介したドイツの事例にも見られるように、大きい誤差がどの

程度発生し、確率分布がどの程度の幅になるのか、という点が効いてくる。一方、PV 余剰

時には PV 出力の上限の予測、夏の負荷ピーク時には PV 出力の下限の予測が重要になると

いった違いがあるのではないか。 
加藤：関連して、時間帯によって必要な制度に違いが出るのではないか。例えば、朝の立ち

上がりは元々負荷変動が大きいので、PV の誤差が大きいと厳しいとか。 
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三輪：現在、需要の立ち上がりは数十台の火力発電機で対応しており、PV の影響はそれほ

ど感じない。しかし、今後 PV が増加すると、PV 出力のランプが負荷の立ち上がりを超え

る可能性もある。 
加藤：火力がいったん立ち上がると高速な調整力が供給できるので、負荷の立ち上がり時に

は予測の精度が必要になるのではないか。 
三輪：現在は中部電力には十分な揚水発電があるので、高速な変動にも最悪対応できる。し

かし、揚水の運用には貯水池の容量制約があるので、kWh 側の制約が問題になる。 
荻本：少し話題を変えるが、予測手法によっては、いろいろなシナリオが出てくる。それは

どう使えるか？逆に、利用者がハンドリングできないほどの情報があっても困るのではな

いか？ 
山口：利用者に聞いた話では、制御側がシステム化されているなら、複雑なデータも扱える。

一方、オペレーター（人）が使う場合には、複雑なデータの利用は難しいとの声もある。 
荻本：風力発電と PV がからんだニーズ、PV に多いニーズなどがあるか。例えば、アイル

ランドで DTU の Henrik Madsen のところの研究者は、PV と風力の予測精度の相関につ

いて発表をしていた。 
大竹：そうした関係はあると考えられる。PV が多い時は晴天なので、そういった場合には

そもそも風力発電量は少ないなど、PV と風力発電の出力には負の相関がある。気象庁など

は防災のためのモデル開発をこれまでも集中的に行ってきたところもあり、快晴時や雨が

降るような天候では、ある程度予測精度は高い。一方、我々の検討では、PV 発電予測の大

外れは天気の変わり目で起きやすい。例えば、高気圧の西側エリアでは天候が崩れやすいと

ころであるが、そこでは日射量（PV）の予測が外れやすいが、風力発電の予測も外れやす

いのかということにも興味がある。 
荻本：系統全体では、大外れが重要か。それとも、RMSE といった全体の指標か？ 
三輪：大外れが起きること自体はやむをえない。あると分かればいい。例えば、今日は予測

では PV 出力高めだが、大外れするかもしれないと言われるのは有力である。問題なのは、

信用していいと言われて外れるとき。 
加藤：今の話は、信頼区間の信頼区間のような議論になっており、議論としては適切でない。 
三輪：３σの信頼区間と言われたら、そこから外れるのは１年に１回程度と理解する。それ

以上の頻度で外れるのは困る。需要想定でも、天気予報で最高気温が 33℃予想であったの

に、急に曇り 27℃になったりすると大外れする。その意味では 6 月は難しい時期である。 
加藤：その意味では、晴天で気温が上昇すると PV も需要も増えるので、夏場は PV と需要

に正の相関がある。冬場は逆に気温が上がると負荷は減少するので、負の相関になる。 
三輪：夏の正相関は分析結果として出ている。冬の相関に関してはまだ検討していない。 
小林：確率予測の場合、どのような形でデータを提供すればいいか。信頼区間や分布、代表

数値など、様々な指標が考えうる。 
荻本：NEDO 風力では、我々としては様々な指標を用意することを検討している。 
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宇田川：UC において、確率的起動停止計画は、実際にはいくつかの確定的シナリオでの解

析結果を組み合わせているものが多い。例えば５種類の PV 出力での UC を解いて、そのす

べてで安全な起動停止計画・最悪ケースのみ取り出して問題ない計画など、何らかの基準で

選択する。PV 確率分布そのものを用いて UC を解いている例は少ない。 
早﨑：この点は世界的にも悩んでいる部分と認識している。例えば米国テキサス州の

ERCOT では、出力変化があるしきい値を超える確率が何%で、どれくらいの時間で発生す

るかを一つの指標にしている。大事なのは、予測の提供側と使用側のコミュニケーションで

ある。 
加藤：こうした議論を協力して進めるには、UCの”標準モデル”があると良いのではないか。 
荻本：技術の発展には良いご発言であるが、その行程が発言者を含めた関係者にとって険し

いものであるとも想定できる。可能性について考えてみたい。 
将来、市場ができるなど環境が変化すると、予測のニーズの変化が考えられる。発電事業

者が出力を予測した上で入札するような制度も考えられる。例えば米国で実際に起きたの

は、ある ISO が同時同量のインバランスのペナルティについて超過時より不足時のペナル

ティを高く設定すると、発電事業者が予測値より低い発電量で入札を出した。結果として、

実際の運用では常に電気が余る状況が起こった。この例は、非対称なペナルティを課すこと

の問題を示している。このように、予測には制度が影響することがあるのではないか。 
早﨑：予測のニーズ変化の可能性の一つとしては、出力抑制の義務化への対応が挙げられる。

出力抑制が進むと、抑制タイミングに対応した予測が必要になる。また、配信事業者として

検討されているアグリゲーターにおける利用の可能性も考えられる。 
宇田川：いろいろな予測が出てくるが、システム側が使いこなせるかは重要な問題である。

複雑な予測アルゴリズムを入れると、UC の解析で解がなくなる可能性がある。海外では、

UC の評価の前に、どう無駄なシナリオを消すかが議論になっている。 
荻本：米国の ISO では、様々なデータをオンラインで収集・解析し、リアルタイムで運転

計画を立てている。そこではたくさんのプレーヤーの競争があるとして問題が解かれ、オペ

レーターは直接には毎日の運転計画に関わらない。こういう世界では、そのコンピュータが

扱えるデータが重要となる。 
フロア：前日に抑制する指令を出す必要がある場合もあれば、大規模風力なら直前に指令を

出しても制御ができる。そのような利用側の違いは予測のニーズにどう影響するか？ 
荻本：例えば、デマンドレスポンス(DR)が行われる社会では、エアコンの稼働台数を予測す

ることが DR の制御効果の予測に重要になるかもしれない。 
三輪：DR の活用となると、次の時代という感じがする。例えば PV の発電出力減少時に、

発電機の出力を増加するか、需要を減らして合わせるかのコストを比較する時代になる。

DR も予約・実施それぞれに費用がかかる。そこでは需給調整の制度設計が重要になる。 
加藤：供給の不足時と余剰時で立場が変わるか。 
三輪：時代が進んで DR が普通に使われる技術になると、発電機の出力増加と同じような意
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味づけになる可能性がある。 
加藤：DR はこれまで負荷を減らす側に技術として検討・利用されてきた。私の懸念は、DR
で負荷増加に対応できるかである。PV 抑制の方が簡単かもしれない。インバータは非常に

高速で応答するので、上手く使えれば有効な調整力となりうる。 
三輪：PV 抑制でも需要制御でも、リアルタイム制御の実現には相応のコストがかかる。様々

な制御がコスト・メリットを考慮し比較される、フラットな世界になると考えられる。 
荻本：米国最高裁係争中の案件に、FERC Order 745 がある。このオーダーは発電による供

給増・減も負荷の増減も同様の調整力として扱うことを定めているが、発電所側から信頼性

の違いを無視しているという指摘があり、現在、米国最高裁で係争中である。（係争の実際

の想定は FERC にそのようなルールを指定する権限があるかどうか。） 
永原：OCCTO では来年度からの送配電ルールのドラフトを作成しているが、電源と DR を

フラットに扱うことが大きなポイントになる。現時点での DR の技術的な適用可能性に関

わらず、将来的な可能性を制限しないように配慮しようと考えているところ。 
フロア：大外れや予測のとらえ方に関する質問。当日朝予測して大外れでも、1 時間前では

それほど大外れはないのではないか。そうすると時間軸にあった発電や蓄電の選択が必要

になるのではないか。 
荻本：海外の市場は対応している。前日市場から始まり、１時間程度前までの市場で運用さ

れている地域が多く、最も細かい例としては、ERCOT の 5 分前までの市場を 5 分毎という

例がある。 
大竹：5～6 時間以上前の予測なら気象モデルの方が気象衛星などから行う予測よりも精度

が高いが、それより直近になると気象衛星などの雲のモニタリングなどから短時間予測を

行った方が、精度が高くなることが海外の研究論文などでも報告されている(Perez et al. 
2009)。予測の大外れを回避するためには、予測のリードタイムに依って、予測手法を切り

替える必要がある。例えば、前日予測で大まかに PV 発電量を予測・把握しておき、当日予

測で予測を修正するなど予測手法の組み合わせが有効であろう。 
フロア：電源構成モデルなどの検討をしている。電源計画や容量メカニズムでは、一週間や

季節といった、より長い時間スケールが議論になる。蓄電池の値段が 1/10 程度に低下する

と今と異なる調整力確保の世界になるが、長期の予測のニーズをどう考えるか。PV の予測

誤差は各時刻の発電幅よりも総量が問題になるのではないか。季節変動予測などの議論も

通じて、日本全体での PV と風力発電の導入量バランスのような議論ができるのではない

か。 
三輪：今は翌日カーブの議論だが、１週間のバランスは、貯蔵の検討には必ず必要になる。

揚水発電の運用は一週間程度で考える。さらに電源開発計画を考えるには、季節変動や月単

位の変動も重要になる。 
山口：SYNFOS や GSM で週間予測もやっている。当然長時間先になれば精度は低下する。 
荻本：揚水発電など大規模な貯蔵の運用への応用になると、毎時で合う必要はなく、1 日で
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何 kWh 発電するかも重要になる。それに適した独自の予測は可能なのか。 
山口：予測値のバイアスを極力ゼロに持っていく調整や補正を行うことが、蓄電池運用に向

けた予測として重要であり、結果的に 1 日あたりの合計量は外れにくくなる。 
三輪：予測の当たり具合の評価は、外れた時にどう対応するのかによる。揚水発電なら貯水

池の貯水量も関連する。また、朝一の大はずれと夕方の大はずれといった違いをどう考える

かという問題もあり、夕方の外れの方が影響が大きいのかもしれない。時間帯による重みづ

けの議論もあるが、形にはなっていない。 
 
荻本：ここまで予測のニーズを議論してきた。ここからはどうやってより良い予測を実現す

るかの議論に移る。 
山田：気象庁のシステム、モデルは非常に複雑であり、部分改良は難しい。RMSE で 5％の

改善というのは相当大きな成果である。モデル開発の部隊が日夜努力しているが、飛躍的な

改善は難しい領域である。また、様々なモデルには特性があり、モデルやデータについてい

ろいろな情報があるので、気象庁のホームページを是非探索してほしい。 
 先ほどからの確率的予測に関する議論で、確率情報をどう作るかが疑問である。気象庁で

は週間予報でアンサンブル予報というのをやっている。これは 60km メッシュの全球モデ

ルを、初期値をばらけさせて 50 回走らせて、信頼性評価を A,B,C で出している。確率を得

るためには膨大な計算コストがかかる。粗いモデルの確率情報と、高解像度の解析をどう使

うか。また、数値モデルが増えるとその維持・管理も大変になる。PV、風力発電でどんな

情報が欲しいのか。GPV でできるところは出していけると思う。 
大竹：PV 発電予測の高精度化のために、発電データを気象パラメータに変換して、気象予

報モデルに同化する研究が海外ではすでになされている。いろいろな実測データ（PV 発電

データ、日射データ、または風力発電データなど）を収集して、気象解析、予測をよりよく

していく可能性もあるのではないか。 
荻本：FIT 改革委員会で、発電データを社会のために活用することに関する議論も行われて

いる。 
早﨑：風力モニタリングにおいては、データとして気象庁の数値気象予報データと実測デー

タは必須となる。現在東日本で規模の大きなウィンドファームの運用データを収集するイ

ンフラ整備を進めている。発電出力に加え風速などのデータを含め、予測用のデータ収集に

も努めている。 
荻本：単一の目的で測定器を設置し運用するのはコストがかかる。例えば、PV は単体では

精度は悪いがある意味、日射計、さらには雲センサーとして使えるのではないか。 
山口：PV 予測を考える場合でも、実際どれだけ出力されているかの真値が不明なのが課題

である。予測手法を検討する上で、ターゲットの実績データの品質が大事である。 
小林：風力発電は大事業者なので計測器を入れるが、家庭の PV は計測器の導入も大変であ

る。どこまでであきらめるかも重要ではないか。一方、ビッグデータからの予測といった、
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今までと全く違う手法を考えるのもありうるのではないか。 
加藤：同じことを考えていた。天気予報でユーザーから天気を聞くのと同じようなことがで

きないか。 
宇田川：ドイツの SMA がそういうサービスを開始している。 
三輪：SMA はドイツで圧倒的な市場シェアをもっているので可能な面がある。日本は PCS
メーカーが数十社もあり、リアルタイムのデータ集めは難しいのではないか。 
荻本：SMA はデファクトスタンダードになっている。 
フロア：体感から、精度向上への活用は価値があるのではないかと考えている。 
山口：予測精度の高度化には衛星情報がより寄与できる可能性がある。ひまわり 8 号は

500m メッシュの情報を 2.5 分間隔で届けてくれるので、数時間先など短時間の予測に有効

と考えられる。バンド数も増えている。 
荻本：個別予測の統合をどう考えるか。アイルランドでは３つの予測を使っている。 
宇田川：正確に言うと２つは長期予測用、１つが短期予測用である。担当者は多すぎてもわ

からないということで、２つで基本平均をみて、体感で補正しているとのことだった。 
小林：２つだと、どちらが良いか不明である。３つなら多数決に持ち込める。 
 複数の気象モデルを走らせ，モデルの特性に沿ってその時の気象条件より人間が判断す

る方法もある。ただ気象モデルは計算コストが大きい。 
加藤：PV の予測コンペを行った。時系列で違いがあり、合わせればやや改善の余地がある

かと感じた。ただ、元の気象モデルがずれると全ての予測がずれる。 
荻本：ドイツでは複数予測を使用しており、その中には積雪に強い予測といった、特色を持

った予測を使い分けているという。現在の風力発電のプロジェクトで東大は予測統合を担

当しており、今後成果を示せればと考えている。 
 
荻本：最後に一人一言ずついただいて、シンポジウムを終わりたい。 
宇田川：専門家のインテグレーションが大事になる。気象・数理・電気など、様々な分野の

人たちを集め、ともに議論していくことが重要になる。 
永原：調整力は予測誤差の影響を受け、それは託送料に反映される。予測誤差の大きさがど

う影響してくるのかを示すことが、予測者の予測意欲向上につながればいいと思う。 
山田：予測の連続性を強調したい。予測は時系列データとして出るので、過去の予測との関

係を考慮してほしい。気象庁では評価指標として平均的なスコアと重要事例の再現性を用

いており、日々進歩している。近いうちにメソスケールのアンサンブル評価も行う予定。 
山口：日射量や発電量の予測については、物理現象や PV 設備の仕様などから予測していく

が、単なる発電量予測値から需給運用に最適な計画値に変えるところで、ユーザー側の要望

や使い勝手が大きく効いてくる。また、利用者の立場によってもニーズは変わるので、予測

者と利用者のコミュニケーションが大切になる。 
早﨑：予測とモニタリングの両方が大切になる。日本は今後、発電関連のモニタリング情報
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を活用する余地が大きいので、予測の入力データとして改善の余地がある。実際に活用する

にあたっては標準化も考える必要がある。 
大竹：いくつかの重要なテーマがあるが、本シンポジウムでは特に、観測データなどモニタ

リングデータの重要性を訴えておきたい。現状の大気の状態がどのようになっているかを

正確に把握し、モデルのインプットへ与えることで、気象予測側では雲の予測、日射の予測

の高精度化につながる。また、PV 発電量予測においては、さらに PV 発電データの実測デ

ータが機械学習の上では大切な情報であり、サンプルが増えることで予測精度も向上し得

る。 
三輪：電気事業者は電気の安定供給が最も重要で、それは制度が変わっても変わらない。状

況が変化する中でも、安定的に電気を送続ける。また、NEDO のプロジェクトが始まった

ころには、お互いの日本語が分からなかったが、コミュニケーションを取り続ける中でお互

いの理解が深まった。今後ともコミュニケーションを取り続けていきたい。 
小林：異分野とのコミュニケ―ションが重要というのは正にその通りである。誤差の少ない

予測は費用が高いかもしれない。外れる頻度とか、どんなものがユーザーに必要か議論して

いきたい。 
加藤：この分野をもっと盛り上げるのも大切である。すそ野を広げたい。いい意味でのアマ

チュアリズムと、荻本先生のように上で引っ張る人が両方必要。 
荻本：私も一言。継続的に改善する仕組みが重要と考える。日本では仕組みが無くても上手

くいくことも多い。例えば 2011 年夏の電力不足回避は海外を驚かせた。しかし、何十年も

かけて電力システムの運用を変化させていく時には、改善した人が報われる・儲かる仕組み

が必要になる。 
 
 
＜閉会あいさつ＞ 
鹿園：エネルギーの分野は時間がかかる領域だと考えていたが、PV は急速に導入されてい

る。その中で、本シンポジウムでは 4 月に火力、5 月に PV 抑制と DR、そして 12 月に抑

制と、タイムリーに最新情報を扱っている。他にも様々なシンポジウムが開催されているの

で、シンポジウム間の融合も図れたら良いと考える。 
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