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 	 いまや世界各地で、自然エネルギーが高い割合で電力系統につながり始めている。主な

先進事例として、ドイツ、カリフォルニア州、デンマークのケースが挙げられる。ドイツ

の自然エネルギー比率はすでに 3300％に達し、22002200 年までに 3355%%達成をめざしている。カリ

フォルニア州は 22002200 年の 3333%%目標�を達成できる見込みである。デンマークは、風力だけで

すでに 3333％を達成している。 	 

 	 

 	 これらの地域では、どのように変動型自然エネルギーの高い導入率を実現しつつ、需要

と供給をバランスさせているのか？ 	 1155−2200 年前に、ほとんどの電力会社や電力技術者の

間で信じられていた通説を踏まえると、この疑問が沸いてくる。太陽光や風力の変動型自

然エネルギー電源の比率が 55−1100%%を超えると、電力系統の信頼性が破たんして停電が起こ

る、という「通説」だ。当時の考え方からすると、1155%%までは何とか持ちこたえられるかも

しれない。 	 

 	 

 	 今日、世界中の自然エネルギー先進地域の現状をみれば、過去のこの「通説」は間違い

で、すでに時代遅れな考えだと、しっかり証明されている。 	 

 	 

 	 22001144 年に行った研究に基づき、ドイツ、カリフォルニア州、デンマークの事例を、それ

ぞれ 55 ページの記事にまとめてみた。誰もが基本的な考えを理解できるように、専門家以

外の方々向けに書いたものである。 	 
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ドイツでは、電力の平均 30%近くを自然エネルギーでまかなっている。2014 年のピーク時には、
80%近くを太陽光と風力でカバーした時間帯もある。ドイツでは、2020 年までに国の電力全体の
35%、2030 年までに 50%を自然エネルギーで供給する目標�である。ドイツの固定価格買取制度
（EEG）では、自然エネルギーの優先給電が定められているため、常に自然エネルギー電力が先に
利用されることになり、石炭や原子力、天然ガスによる発電需要分がわずかしか残らないことがあ

る。一体、ドイツでは、どのように自然エネルギーを系統に導入し、うまく需要と供給を一致させ

ているのだろうか。また、今までに、どのような方法が必要だったのだろうか。 
 
結論から言えば、ドイツでは、これまで、電力システムにほとんど手を加えないまま、系統へ自然

エネルギーを大量に導入しながら、需要と供給を一致させる（バランシングさせる）ことに成功し

てきた。しかし、今後は、より大胆な手段が必要になることは明らかで、新しい市場の枠組などに

ついて活発な議論がなされている。しかし 30%近くを達成した現在まで、自然エネルギーの系統へ
の導入とバランシングは非常にうまく達成されてきた。その主な要因は、次に述べる７点にある。 
 
もっとも重要な要素として（１）既存の電力系統網が強靱であることと、（２）調整電源として石

炭・原子力発電所を運用（ガス・揚水発電も）していることが挙げられる。そして、（３）より効

率的で、より素早く、よりオープンなアンシラリー市場（「バランシング市場」、「需給調整市場」

ともいい、短期間の需給の変動に応じて電力を調整することを目的とする市場）の設計、（４）優

れたシステム制御ソフトと優れた翌日の気象予測技術の導入、（５）地域配電システムにわずかな

技術改善をほどこしたこと、（６）近隣諸国への電力輸出、（７）「50.2 ヘルツ」インバータ問題の
解決、などが、ドイツが系統運用を成功させている要因である。 
 
（１）第一に、ドイツの電力系統は、他国の典型的な電力系統と比較してたいへん強靭である。つ

まり、停電がほとんど起きず、現在の需要量を十分に超える容量を保有している。そのおかげで、

1990 年代にドイツで自然エネルギーが系統に接続され始めた当初から、電力系統の増強はほぼ不
要で、自然エネルギーの導入がかなり進んだ現時点でも、もとの強靭な電力系統がうまく機能して

いる。 
 
電力系統全体が強靭であっても、増強を必要とする送電線は少数ながらあった。また、さらに自然

エネルギー比率を上げるために、送電容量の増強計画が必要になってきた。特に、発電量と需要量

の地域間格差を埋めるため、ドイツ南北を結ぶ電力系統が必要だという。2011 年より、国の規制
機関である連邦ネットワーク庁（Bundesnetzagentur、BNetzA）が、毎年、送電網の計画分析を
行い、今後 10 年、自然エネルギーが導入される地域の予測と整合性をとっているが、そのプロセ
スの一環として、南北を結ぶ 3 本の送電線の増設計画が挙げられている。「将来の自然エネルギー
電力の導入を見据えた電力系統の設計をする」ということこそが、ドイツの考え方の大きな変化を

表している。この送電網を立案するために、連邦ネットワーク庁は自然エネルギーの未来シナリオ

を作成し、広く公開討論を重ねている。 
 
（２）第二に、ドイツには石炭火力の余剰容量があるが、この余剰容量は、変動型自然エネルギー

電源を補完する「バランシング電力」として大変効果的に使用されている。ここ 10 年、ドイツで
は必要以上の石炭火力発電所を建設してしまった。電力需要が経済状況の影響で伸び悩み、一方で



自然エネルギーが予想以上に伸びたためだ。この結果、石炭火力の増設過多により石炭火力の価格

が下落し、オーナーの収入は減り、天然ガスよりも安い石炭の利用が増えるというマイナスな結果

となった。ただし、石炭によるバランシング容量の確保ができたことはプラス面といえるだろう。 
 
ドイツにおける石炭火力発電所のほとんどは、時間単位の「ランピング」（出力を短時間で急上昇

させたり、かなり低レベルまで出力制約したりすること）や、毎日の「サイクル」運転（毎日、需

要の低い夜中は停止し、需要が上がる朝に起動すること）など、柔軟な出力調整ができるよう、設

計または改修されている。褐炭火力はそこまで柔軟性がなく、以前は最大出力の 60%までしか急速
な出力変動に対応できなかったが、最近の改修で、40%まで可能になっているものが多い。加えて、
コージェネレーション設備の多くも、柔軟性が低い。寒いときには熱供給のために一定以上の出力

を保持する必要があるためだ。 
 
石炭火力発電所は、「バランシング市場」で売ることができる。これらの市場は、分単位、時間単

位で、需要と供給の差を一致させるように設計されている。通常の一日前卸売市場では、石炭火力

の電力はその容量に比べればあまり売れないことになる。風力と太陽光が優先給電され、一番最初

に買われていくからだ。石炭火力は、需給調整市場で収入を得る代替法となり、市場を活発化させ

ている。市場での取引が拡大するにつれて、石炭火力発電所のオペレーターたちは、より早くラン

ピングができるソフトウェアを開発し、ランピングやサイクリングで機器にかかる負荷を軽減する

手段も開発してきた。 
 
原子力、ガス、揚水の発電所も、バランシング市場で電力を売っている。石炭火力発電所と同じく、

ドイツの原子力発電所も、普段から需給に対して柔軟性を持つように設計されており、出力を上げ

たり下げたり調整することができる（ドイツでは、原子力発電は調整ができないという従来の考え

方を覆し、原子力発電に柔軟性を持たせている）。ガス火力発電所も柔軟性があるが、ガス価格の

高騰により、最近は石炭との価格競争に敗れ気味である。ガス火力発電所の中には、黒字経営のた

めには年間数千時間の発電が必要であるにもかかわらず、数百時間しか発電できないものもあり、

閉鎖時期を早める発電所がでてきた。技術的理由よりも経済的な理由のために、現在の需要と供給

のバランシングは、ほとんど石炭と原子力が担っていて、ガスや揚水がそれに続いているという状

況だ。 
 
（３）第三に、ドイツのバランシング市場や当日市場は、自然エネルギーに対して、より柔軟に対

応できるように改良されてきた。自然エネルギーの出力の変動に伴って需要と供給に「インバラン

ス」が生じた際に、短時間（分単位、時間単位）で追加的に電力を供給して一致させる。市場のし

くみは複雑だが、簡単に言うと、柔軟性を高め、市場への参入を促進し、バランシングやランピン

グを加速し、デマンドレスポンス（以下参照）や蓄電関連事業者の参入を容易にするために、あら

ゆるルールや設計が取 	 り入れられてきた。 
 
例えば 2011年にドイツ連邦ネットワーク庁 BNetzAが、風力予測エラーのために生じるインバラ
ンスを、当日市場の取引で対処するべきだと定めた。これ以前にも、欧州電力取引所や欧州協同市

場枠組の一部に当日市場は存在したが、大きな役割は担っていなかった。この目的を果たすために、

それまで一時間単位だった当日市場の入札商品単位が 15 分になり、ランピングの時間短縮も進ん
だ。 
 
（４）第四に、電力系統運用者（ドイツの場合は送電会社。TSO）は、電力管理能力、ソフトウェ
ア、分析ツールなどを著しく向上させてきた。自然エネルギーの割合が高まるとともに変動幅も広

がり、ドイツの電力系統は、1 時間で 1800MW の上昇など以前より大幅に速い立ち上がり速度を



求められるようになった。そこで、TSO は、そのような急上昇にも対処できるソフトウェアの改
良に成功した。翌日気象予測技術も著しく向上されてきたが、気象予測技術は、他の国々でも自然

エネルギーの系統への導入と、同時同量を達成するための重要な鍵となっている（翌日気象予測に

関する詳細は、デンマーク編およびカリフォルニア編参照）。システムの信頼度計算（いわゆる「N-1」
故障（送電線１回線故障、変圧器１台故障、又は発電機１台故障）発生時）も、15 年前と比較し
て、自然エネルギー電力の影響を吸収する技術が格段に進歩している（信頼度チェックの一環とし

て、毎朝、欧州各国の電力系統運用会社が電力システム安全保障会議を開いて情報交換し、信頼度

の向上に努めている）。 
 
（５）第五に、地域レベルの配電システムに、小さな技術改善が施された。配電レベルで、ドイツ

の電力会社は、太陽光発電パネルからの逆潮流を含む双方向電流を取り扱う必要に迫られた。逆潮

流は、あるエリアの太陽光発電量が、そのエリアの電力需要を越えた時に起こる。本来、電力系統

は、配電レベルから高圧レベルへの昇圧は前提に設計されていなかった。そのため、変電装置、変

圧装置、送電線を含む送配電網のアップグレードを行なわざるをえない配電会社もあった。しかし、

電力系統のアップグレードをいまだ必要としていない配電会社も多い。負荷時タップ切換器のつい

た特別な変圧器を設置して、逆潮流に対応した配電会社もある。多くの配電会社にとっては、逆潮

流が、太陽光発電のシェア拡大の表れであり、現時点での主要課題である。 
 
新しいモニタリング・データ収集システムを含む、スマートグリッド技術のパイロット・プロジェ

クトを行っている配電会社もある。特に、逆潮流にうまく対処するために、配電網の電圧モニタリ

ングを始めている。ある配電専門家いわく「配電会社による配電網の電圧モニタリングは、月面着

陸に似ている。そんなことが可能になるなんて、昔は誰が想像しただろうか」。しかし、配電会社

は、今後必要になるプランニングや改良の初期段階にある（配電システムのプランニングや改良に

関しては、カリフォルニア編参照）。 
 
将来的には、電力系統も、蓄電、デマンドレスポンス、スマート・インバータ、双方向電流、発電

と調整負荷を組み合わせた「バーチャル発電所」、熱供給と蓄熱の統合などのその他の課題に対処

する必要が出てくるだろう。例えば、地域の配電網をよりうまく管理するために、その地域の自然

エネルギー出力の予測を始めた配電会社もある。また、地域のバランシングや需要に対応するため

の対策を電熱併給設備や蓄熱と統合する方法について研究している配電会社もある。配電網の電圧

や無効電力を制御する新しい手法として、分散型太陽光発電にスマート・インバータを設置する実

験を行っているところもある。さらに、史上初の地域内ネットワークに関する長期計画・モデリン

グを考えているところもある。 
 
（６）第六に、風力と太陽光の占める割合が非常に高まる日には、ドイツの電力市場価格が下がり、

ゼロやマイナスになることさえある。すると、この価格メカニズムの影響で、石炭やガスの発電量

は減少し、さらにこれらの電力をドイツ国内で売る代わりに近隣諸国に電力輸出するインセンティ

ブが働き、その影響で、近隣諸国の電力価格も下がることになる。ただし、自然エネルギーのバラ

ンシングという点では、近隣諸国への電力の輸出入は、それほど大きな役割を担っていない。ドイ

ツではバランシング市場における輸入電力の取引が禁止されている上に、電力輸出入のための入札

は前日や当日ではなく、数日前に行われるために入札所要時間が長すぎて、バランシング機能を果

たせないからである（原注：電力の輸出入は、ほとんど市場メカニズムのみで管理されているが、

国境を越えた取引が技術的な問題で制約されることもある。例えば、ポーランドとの連系線に位相

調整機が設置され、ポーランドへ流入する電力量が限定されたことがあったが、これは主に系統安

定化のためであった）。 
 
（７）最後に、もっとも包括的な設備改善が求められた「50.2ヘルツ・インバータ問題」に触れて



おく。インバータとは、電力を直流から交流に変換し、太陽光パネルの電力を系統へ送り込む機器

である。インバータは、電力系統の状態を感知し、例えば 50.2 ヘルツを越える超過周波数などの
異常があれば、太陽光からの出力を遮断することができる。当初、ドイツ中の太陽光パネルに設置

されたインバータは、すべて同一の周波数で遮断される設計となっていた。しかし、太陽光のシェ

アが上がるにつれて、50.2ヘルツに達した瞬間にすべての太陽光電力が一斉に遮断されると、シス
テムの安定に脅威を及ぼすことが問題視されるようになった。そこでインバータのファームウェア

の設計が改善され、別々の周波数を基準に遮断されるようになった。 
 
将来に向けた課題 
 
将来に向けた課題は数多くある。また、今は系統への自然エネルギーの系統への導入やバランシン

グに貢献していなくても、今後重要な役割を果たすと予想されているものもある。 
 
まず、容量市場や容量支払制度である。石炭火力やガス火力発電所の中には、発電量がわずかしか

ないのに、規制機関の命令で稼働し続けているものがある。例えば、冬季のみ必要になるなど、特

定の地域の問題や、季節における電力不足を補う役割を課せられているのだ。これらの発電所は、

出力ゼロでも発電所を維持する費用として「容量支払」を受け取っている。一方で、完全な「容量

市場」に関しては、便益が議論の俎上に載せられることはよくあっても、ドイツにはまだ存在しな

い。 
 
次に、デマンドレスポンスである。デマンドレスポンスをめぐる動きはドイツでも見られるが、柔

軟性とバランシングの持つ潜在力と比較すると、まだまだ小さい。大きな電力会社は、調整可能な

需要をバランシング市場で売却することもある。デマンドレスポンスを石炭火力と統合し、バラン

シング市場で売る際に柔軟性に経済性をもたせている電力会社もある。送電会社がパイロット・プ

ロジェクトとして、大きなデマンドレスポンス・プロバイダーと直接契約をしているケースもある。

しかし、国の規制機関は、デマンドレスポンスを正式に設計に組み込んだり、デマンドレスポンス

に特化したルールを設定したりはしていない（デマンドレスポンスに関しては、カリフォルニアと

デンマークの事例参照）。 
 
風力発電の出力抑制について。ドイツではまだ出力抑制率が非常に低い。出力抑制とは、系統をバ

ランスさせるために出力を一時的に遮断することで、経済的ロスを生んでしまう。2013 年におけ
る出力抑制は、風力発電の出力の僅か 0.3%にとどまった。送電会社に対しては厳格な出力抑制ル
ールが規定されており、電力系統にボトルネックが生じた際には、風力発電の出力抑制が義務付け

られている。電力系統のアップグレード計画の進捗によっては、出力抑制が将来的に問題化する可

能性がある（出力抑制に関しては、カリフォルニアとデンマークの事例参照）。 
 
エネルギー貯蔵について。ドイツでは、現時点で自然エネルギーの系統への導入やバランシングの

ためにエネルギー貯蔵をほぼ全く必要としていない。ドイツの人はほとんど、あと 10 年間、少な
くとも自然エネルギーの割合が 40%を越えるまで、貯蔵は必要ないと考えている。私がインタビュ
ーした専門家の中に、ドイツでエネルギー貯蔵に投資しそうな会社を挙げた人は一人もいなかった。

パイロット・プロジェクトは僅かにある。分散型太陽光パネルの経済モデルとして「電力の自給自

足」をめざす人の中には、家庭用蓄電池に関心を寄せる人もいる（原注：2009年から 2013年まで、
ドイツ政府は、分散型の自給自足発電を奨励するために、「住宅用小規模蓄電池」プログラムを作

り、消費者側の電気メーターに設置する蓄電池に対するインセンティブを提供した。しかし、この

プログラムはすでに中止されている。（エネルギー貯蔵に関しては、カリフォルニアやデンマーク

の事例も参照）。         （了） 
  



カリフォルニアにおける自然エネルギーの系統への拡大導入と需給バランシングの現状 	 
 

2014年 2月 
エリック・マーティノー 

 
カリフォルニア州では、電力の 20%を大規模水力以外の自然エネルギーでまかなっている。同州は、
RPS制度で、2020年までに自然エネルギーの割合を 33%にすると定めている。そして、その大部
分は、州や連邦政府のさまざまな誘導策によってここ数年急速に普及している太陽光発電が占める

のではないかと予測されている。変動型自然エネルギー電源である太陽光や風力の占める割合が高

くなれば、電力系統に課題が生じる。しかし、カリフォルニアの電力会社、規制当局、電力系統運

用機関は、こうした課題に力を合わせて順調に対応している。 
 
カリフォルニアではどのように変動型自然エネルギー電源の高い導入率を実現しつつ、需要と供給

をバランスさせているのか。また、同時同量を達成するために、どのような市場運営をしているの

か。15年、あるいは 20年前に、ほとんどの電力会社や電力技術者の間で信じられていた通説を踏
まえると、これらの疑問が沸いてくる。太陽光や風力の変動型自然エネルギー電源の比率が 5�10%
を超えると、電力系統の信頼性が破たんして停電が起こる、という「通説」だ。この考え方からす

れば、15％くらいがせいぜいということだろうか。 
 
こんな疑問への答えとして、カリフォルニアでは、すでに、多くの充実した新制度や仕組み、枠組

みが導入されている。将来、変動型自然エネルギー電源がさらに拡大普及しても、電力系統の信頼

性を確保して「停電しない」ようにするためだ。 
 
なかでも重要なのは、カリフォルニアの電力市場である。カリフォルニアの電力の約 60%を供給す
る天然ガス発電所の多くは、系統柔軟性が高く、通常の卸電力取引の 1 日前市場に加え、「アンシ
ラリー市場」での取引でも利益を得ることができる。アンシラリー市場は、「バランシング（需給

調整）市場」、もしくは「リアルタイム市場」ともいい、短期間の需給の変動に応じて電力を調整

することを目的としている。こうしたアンシラリー／需給調整市場は、現在では世界中のほとんど

の電力市場が標�準的に導入していて、自然エネルギーの有無にかかわらず、秒単位、分単位、時間

単位で需要と供給のバランスをとっている。 
 
カリフォルニア州内に建設された新しいガスタービン発電所のほとんどは、高度な系統適応能力を

備えているため、系統の状況に迅速に反応し、アンシラリー市場でも利益を得ることができるので

ある。ガスタービンは、1日前市場やリアルタイム市場での通常卸取引を通じ、変動型自然エネル
ギー電源に適応する「バランシング容量」（需給を一致させ、同時同量を保つために必要な容量）

を日常的に提供している。このような方法は他国でも行われていて、デンマークは、適応能力の高

いガスタービンを利用しているもう一つの模範例だ。デンマークで導入されている新しいガスター

ビンは、出力レベルを、最高出力の 50%�100%の範囲まで、分あたり最高３％までの速さで素早
く増減できる。 
 
そして、電力市場を運用する一環として、カリフォルニアの独立系統運用機関（CAISO）は柔軟性
と信頼性を確保しつつ変動型自然エネルギー電源をバランスするために、2つの革新的な仕組みを
開発している。1つ目は、仕組みというより命令であり、最も系統柔軟性の高い発電容量の一部を
常に市場で取引することを発電事業者に義務付けるものだ。そうすることで、自然エネルギーに対

してバランシングが必要な時には、系統運用機関がこの容量を利用できるのである。こうした“提
供義務”を課された市場は、カリフォルニア以外でも多く導入されている。たとえばデンマークで
は、一部の発電所に「稼働義務」が課されている。こうした発電所は、電力調整が必要な場合に備

えて、常に最小限の発電量で稼働し続けている。 
 
CAISOが考案した 2つ目の仕組みは、「フレキシブル・ランピング・プロダクト（Flexible Ramping 
Product）」である。「ランプ（ramp）」と呼ばれる、急激�な出力変動や急速な需要の立ち上がりや



落ち込みを、入札で柔軟に調整しようとする市場メカニズムである。これは、2011 年から開発が
進められ、さらに市場関係者間で議論を深めたのち、2015年に運用を開始する予定としている。 
 
CAISO が特に懸念しているのは、将来の、夕方の最大電力需要が急速に立ち上がる時間帯だ。日
が落ちて太陽光の発電量が急激�に減少するのと同時に、夕方のピークに向けて系統の総需要量が急

増する時間帯である。この「ランピング問題”」については、カリフォルニアでは十分に議論が重
ねられていて、需要と供給の状況を図示した CAISOの「ダックカーブ」（「アヒル曲線」。アヒルの
形ににていることから）はよく知られている。この需給曲線をみると、2020 年頃には、カリフォ
ルニアの全電力容量の 3分の 1以上に相当する 12ギガワット（1,200万キロワット）もの電力を、
午後の3時間という短時間のうちにランピング容量として起動する必要があるかもしれないという。 
 
「フレキシブル・ランピング・プロダクト」のもとでは、発電事業者は、CAISO から支払いを受
けて、ランピングの「底辺」の時間帯には電力供給を停止させ、「頂点」の時間帯には CAISOから
の給電要求に応じて供給を開始できるようにしておく。発電所を停止している時間帯と、急速に立

ち上げて運転する時間帯に支払われる料金は、停止中に失われる発電事業者の収入を補うのに十分

な額でなければならない。この市場メカニズムには、風力発電や太陽光発電を含め、エネルギー貯

蔵まで、あらゆる形の発電事業者が参加できるような仕組みになっている。 
 
この方法で重要なのは、系統への柔軟性や適応性を保つための追加費用について、新しい割り当て

方法が導入されるという点だ。このやり方では、ランピング容量を確保するための市場コストは、

適応性の向上を必要とする市場参加者が支払うことになる。これが、この新しい手法の基本原理で

ある（ランピング容量を確保するための市場設計詳細については、近日中に発表するレポートをご

参照のこと）。  
 
カリフォルニアでは、変動型の自然エネルギー電源が高い割合を占めた場合に、系統の信頼性を確

保するため、さまざまな規制の枠組みも整備されている。枠組みのなかで最も重要なのは、自然エ

ネルギーを系統に大量導入するに足るバランシング機能を常に確実に利用できるようにする「資源

適性（Resource Adequacy, RA）」である。カリフォルニア州の電力会社（発電事業者）は、規制
当局にに対して、電力システムが求める十分な設備容量を備えていることを、月および年ベースで

証明する必要がある。 
 
2011 年に、系統の適応性を向上させるために「資源適性」の枠組みが強化された。現在は、規制
当局へ適正な発電容量を届け出る際に、安定的な電力システムのために十分なバランシング機能を

提供できるという「フレキシブル・キャパシティ（系統順応容量）」についても証明しなければな

らない。これは、「フレキシブル・キャパシティ・ニード（Flexible Capacity Need、系統順応容量
要求）」といわれるもので、規制による定義では、負荷や変動電源によって起こる電力系統の急激�

な動きに追従するために必要な容量とされている。適応容量の具体的な量については、規制当局で

あるカリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）が監督および承認を行っている。 
 
カリフォルニアに導入されている 2 つ目の主要な規制枠組みは、長期計画に関連するものである。
長期的に、電力系統運用機関と規制当局は、発電所の廃止や新設に際して、系統内に十分な容量と

適応能力を確保しておかなければならない。ドイツでは、所有者が廃止を望んでいても、規制によ

って稼働を継続しなければならない発電所があり、こうした発電所には「容量支払制度」を用いて

補償が行われている。カリフォルニアでも同様の取り組みが行われており、長期調達計画（LTPP）
プロセスという大規模な規制の枠組みのもと、将来的に十分な適応容量が確保できるように、10
年という時間規模で計画が立てられている。  
 
カリフォルニアの長期調達計画（LTPP）の枠組みでは、今後 10年間の新たな容量の調達や建設に
関する電力会社の計画を、規制当局（CPUC）が審議し、認可している。発電所の廃止についても、
規制当局が電力系統の需要との一貫性を考慮した上で認可を与える。LTPPの一環として、CPUC
と CAISO は 10 年先の容量のモデル化研究を進めている。その容量が、導入が予測される自然エ



ネルギーやその他のエネルギー資源に対応するために十分な適応能力を提供できるかどうかを分

析し、系統の信頼性を確保するためだ。 
 
近年、カリフォルニアでは、電力市場と上記の主要な規制の枠組みのほかにも、柔軟性向上に向け

た重要で画期的な取り組みが数多く実施されている。 
 
1. 翌日の気象予測：カリフォルニア州、ドイツ、スペインといった自然エネルギーのシェアが高
い地域では、翌日の高度な気象予測を、電力系統の制御と給電指令の運用に組み込むことが一般的

であり、技術的にもかなり向上している。このような気象予測は、高い割合の自然エネルギー電源

の系統への導入と調整の実現に多大に貢献している。精度の高い気象予測技術のおかげで、電力系

統を制御し給電指令を出す上で、翌日の変動型自然エネルギー電源の動きを高い精度で予測できる

ようになったからである。カリフォルニアでは、翌日の天候のモデル化と予測が大幅に進化し、通

常の卸電力 1日前市場で、変動する太陽光や風力による電力を予測し給電指令を出すことができる
ようになった。 
 
2. 配電システムの設計と革新：配電システムは、最終消費者に最も近い系統の一部である。今ま
での配電事業者は、系統の拡張と交換という仕事が極めて単純�なものだったため、革新的であるこ

とは求められず、「革新の文化」も必要なかった。しかし、これからの配電事業者には、分散型発

電、双方向送電、デマンドレスポンス、貯蔵、スマート・インバーター、マイクロ・グリッドをは

じめ、多くのトレンドに対応するために、さまざまな新しい方法で計画を立て、革新を起こしてい

くことが求められている。配電事業者は、全く新しいやり方でデータを監視、収集、分析、利用し、

現在よりはるかに高いレベルで配電システムを分析的にモデル化しなければならない。 
 
現在、カリフォルニアは配電システムの設計と革新において世界の最前線に立っている。同州は、

これを確固とした優先事項に位置付けて、変動型自然エネルギー電源の系統への導入とバランシン

グを目指している。2013年にカリフォルニア州議会を通過した州法 AB327は、事業者に「配電資
源計画書（Distribution Resource Plans）」の提出を求めている。この計画書の主な役目は、配電
システムを改良してコスト効率の良い分散型発電を統合するための投資の必要性を評価すること

である。AB327は、CPUCによる 2014年の関連規制手続きと併せて、配電システムの設計と革新
に対応するカリフォルニアの新たな戦略を示す。新しい規制の枠組みでは、分散型自然エネルギー

電源が電力系統全体の柔軟性と信頼性により大きく貢献できるようになるはずである。その具体例

として、太陽光発電システムでのスマート・インバーターの利用や、地域レベルのスマート需要側

管理戦略などがある。  
 
3. 分散型発電とエネルギー貯蔵のための連系の基準とコスト配分：カリフォルニアには、ルール
21 と呼ばれる分散型発電の連系とコスト配分のための高度な規制の枠組みがある。基本的には、
配電システムの改良に必要なコストは、ネットメータリング制度の対象でない分散型発電で賄う必

要がある。しかし、この規制の枠組みは、スマートで柔軟な分散型発電の運用と経済コストの最小

化に向けて、分散型エネルギーの蓄電にも対応するように進化している。分散型の蓄電および分散

型の自然エネルギー発電の事業に対するサポートを強化するために、ルール 21 は継続的に改善さ
れている。  
 
4. エネルギー・インバランス市場：現在、米国西部には 39 の独立系統運用機関（ISO）が継ぎ
はぎのように分布しており、その大多数は十分に連携がとれていない。連携の改善は、各 ISO が
自然エネルギーの系統への導入統合と調整をより円滑に進めるための好機となる。現在、カリフォ

ルニアをはじめとする西部のいくつかの州では、新しい市場メカニズムのもとで、自然エネルギー

による余剰電力を隣接する電力系統へ供給しやすくする「エネルギー・インバランス市場（Energy 
Imbalance Market: EIM）」の提案が検討されている。  
 
5. 電力系統の信頼度計算と給電指令：カリフォルニアの電力制御と市場運用では、バランスのと
れた管理と系統の信頼性のための高度なシステムが発展�してきた。電力制御センターでは、5分ご



とに次の時間帯の予測が更新されている。こうした迅速な更新により、自然エネルギー発電の変動

に素早く反応して電力の制御と給電指令を行うことができる。また、不測の事故や供給停止の際に、

変動型自然エネルギー電源からの発電であっても停電が起こらないように、CAISOは日々の「N-1」
に基づく信頼度計算を大幅に改善した。 
 
カリフォルニアでは風力発電の「出力抑制」がほとんど発生していないことも、注目すべき点であ

る。出力抑制は風力発電の変動性に対する一般的な対応策で、系統のバランシングのために一定期

間、風力発電を停止するものである。しかし、この方法では、停止期間中に風力で発電できたはず

の電力が、何の経済的恩恵もなく事実上無駄になってしまうので、経済的損失が生じる。欧州でと

られている方法だが、カリフォルニアでも、もし電力系統の柔軟性が改善されなければ、今後抑制

の規模が拡大することが予測される。今のところはほとんど実施されていない。 
 
その他、電力系統で自然エネルギーの統合と需給調整を行う方法として、多くの人々が思いつくの

がエネルギー貯蔵である。しかし、実際には電力の貯蔵（蓄電）はまだ非常に高価であり、20�40%
程度の高シェアでもバランシングには必要ない。カリフォルニアでは、揚水発電のネットワークが

発達しているため、既にある程度の容量の電力を貯蔵することができる。また、家庭や企業のなか

には、太陽光発電と小型蓄電池を統合して利用するところも出てきている。カリフォルニア全体で

は、自然エネルギー電源をバランシングする重要な手段としてエネルギー貯蔵に頼る段階には至っ

ていない。しかし、新しい規制の枠組みに伴い、蓄電への注目は高まりつつある。特に、電力会社

には、2020年までに合計で 1.3 GW（130 万 kW）の蓄電プロジェクトを州内で新たに導入するこ
とが求められている。そのプロジェクトの第一弾は、2014年に始まったばかりである。 
 
最後に、自然エネルギーの統合と需給調整のための画期的な方法として登場したのが、いわゆる“デ
マンドレスポンス”である。これは、スマートグリッドの技術を利用して、リアルタイムで電力需
要のレベルを調整するプロセスである。どの電気製品を、いつ、どのくらいの期間停止するのかに

ついては、あらかじめ定められた運用制度にもとづいて行う。この制度は、電力消費者との契約書

に明記されており、消費者が求めるエネルギーの供給を侵害することなく、需要の低減や時間の移

行が可能になる。「デマンドレスポンス・アグリゲーター」と呼ばれる事業者が、契約で合意され

た特定の技術的パラメーターに基づいて、数百から数千もの消費者の需要を同時に制御する。そし

て、これらのアグリゲーターは、電力系統運用機関からの電力需給調整の信号に応じて、大量の需

要を調整するのである。このように、デマンドレスポンスはまさに需給調整の発電所と同じ役割を

果たしている。ただし、デマンドレスポンスでは、発電量を増加する代わりに消費を削減して需給

調整を実現している。 
 
カリフォルニアでは、デマンドレスポンスに大きな可能性が見込める。しかし、今のところ同州で

は、特に、石油精製所のような大口需要家や業務用空調設備などを対象とした試験的なプロジェク

トが数件実施されただけであり、デマンドレスポンスの莫大な可能性は、まだ活用されていない。 
 
カリフォルニアは、今後も“停電しない”ことを確実にするため、対処が必要な問題に積極的に取り
組み続ける。こうした問題には、ランプ・レート（出力変化率）、過剰発電、系統信頼性の枠組み

およびモデル化手法、旧型発電所の廃止、容量支払制度、料金の設計および連系、エネルギーの貯

蔵料金および連系、デマンドレスポンス、高いシェアの変動型自然エネルギー電源に対応できる先

進的電力系統のモデル化手法などがある。この記事で紹介した現状と、進行中の活発な取り組みを

考慮すると、カリフォルニアがこの先“停電”に陥ることなく、高シェアの自然エネルギーの需給調
整と統合に成功することは、ほぼ間違いないだろう。 
 

（了） 
  



デンマークにおける自然エネルギーの系統への導入と需給バランシングの現状 	 
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デンマークの 2013年時点の自然エネルギー導入容量は約５GW（500万 kW）で、デンマークの電
力系統のピーク電力需要量 6.5GWより少し少ない程度である。ほとんどが陸上風力で、洋上風力
がそれに続き、太陽光発電も少量（ 0.5 GW）ある。 2013年には、風力発電がデンマークの総需
要量の平均 33％を占めた。 2014年 1月には、風力が総需要量の平均 62％を供給。同年 1月 19
日の風力発電の出力は、一日の需要量の 105％相当を記録した。 
 
デンマークは、どのように変動型自然エネルギー電源の高い導入率を実現しつつ、需給バランスを

調整しているのか。15年、あるいは 20年前に、ほとんどの電力会社や電力技術者の間で信じられ
ていた通説を踏まえると、これらの疑問が沸いてくる。太陽光や風力の変動型自然エネルギー電源

の比率が 5�10%を超えると、電力系統の信頼性が破たんして停電が起こる、という「通説」だ。
当時の考えに依れば、おそらく、15％くらいまではどうにか大丈夫だっただろう 。 
 
ほとんどの専門家は、デンマークが変動型自然エネルギー電源の高い導入率を実現しながら、停電

も起こさずに需要と供給を一致させている（バランシング）要因を、ノードプールを含めた欧州近

隣諸国との密接な電力系統連系のおかげだと指摘するだろう。デンマークは、電力を近隣諸国に自

由に売買できるため、変動する自然エネルギー電源にかかわらず、需要と供給を一致させることが

できる、という指摘だ。しかし、デンマークはノードプールに参加する前に、すでに相当量の風力

発電を導入しつつ、需給バランスを保っていた。つまり、“デンマークの話”は、たんに他の国との
国際連系の話に留まらない。デンマークが現段階に到達するまでには他にも多くの技術革新があっ

た。以降、その多くの技術革新について述べる。 
 
デンマークにおける主要な革新の一つに、熱供給を電力のバランシングに組み込んだことがあげら

れる。デンマークの電力の約半分が、小規模のコージェネレーション設備、沢山の小さな、そして

柔軟性のある設備から供給されている。これらの熱電併給システムは、熱エネルギーを貯蔵する大

型ボイラーを備えた地域熱供給ネットワークに熱を供給している。このシステムは、1980年代初
頭に、系統の柔軟性の実現を念頭において設計されたものだ。熱プラントは熱と電力の割合を調整

し、蓄熱を行うことができため、室内を快適に保ったまま熱供給を減らさずに、コージェネ設備の

出力調整ができる。つまりコージェネ設備は、風力発電量の変動に応じて出力を変化させ、バラン

シングを達成できる。コージェネ設備の多くがバイオマス燃料を使用している。風力や太陽光など

の変動型自然エネルギーと、バイオマスなどの非変動型自然エネルギーを組み合わせて電力の需要

と供給を一致させるという、長期的にも有効な手段となりうる。 
 
二つ目の重要な革新は、石炭火力発電所による「時間単位のランピング（短時間での出力上下）」

と「一日単位のサイクリング（電源のオン・オフや低出力運転調整を含めた頻繁な出力制御）」で、

日常的に出力を調整し、出力停止さえ行う。世界のほとんどで、石炭火力発電所は一定出力で稼働

するよう設計されていて、大抵の電力会社は、ランピングやサイクリングは、効率の低下、コスト

の増加、装置の寿命低下につながるので、そんなことは無謀だ、あるいは不可能だと主張している。

しかし、ドイツやデンマークを含む多くの国々で、かなり前から、ランピングやサイクリングは日

常的に行われている。デンマークは、ほとんどの国に数十年も先駆けて、電力システムの柔軟性が

必須になると予見していたのだ。 
 
デンマークは、過去 20年間で、ドイツと同様に、既存の石炭火力発電所の柔軟性を高める改良を
重ねてきた。制御ソフトウェアおよび機器を改良して、出力変化率（ランプ率）を上げ、最小安定
出力を下げ、ゼロ出力からの迅速な起動を実現し、ソフトウェアの追加により応答時間の向上を図

った。その結果、デンマークの石炭火力発電所は、定格出力を分あたりで 3−4％上げることが可
能になった。このランプ率はドイツよりも高く、世界中の石炭火力発電所でもかつてないレベルで



ある（比較参考：デンマークで最近委託されたコンバインドサイクル・ガスタービン発電所〈CCGT〉
も、毎分、定格出力の約 3 ％の上昇が可能）。また、デンマークの石炭火力発電所は、定格出力の
10〜20％まで最小出力を保つことが可能である。ちなみに、ドイツでは 45～55%、ほとんどの地
域では 60〜70％が普通である （比較参考：デンマークで最近委託された CCGTでは 50 ％まで可
能 ）。 
 
第三の革新は、翌日の高度な気象予測を、電力系統の制御と給電指令の運用に組み込んだことであ

る。カリフォルニア州、ドイツ、スペインなど、自然エネルギーの導入比率の高い地域では、翌日

の気象予測は一般的な技術であり、非常に精度が高くなっている。この高度な気象予測技術こそが、

系統への自然エネルギーの大量導入およびバランシングを可能にしている重要な立役者とも言え

る。翌日の自然エネルギー電源の変動を正確に予測し、電力系統の制御や給電指令の予定をたてら

れるからだ。世界のほとんどの電力市場が、このように翌日の気象予測をベースに運営されている。 
 
しかし、デンマークの一日前気象予測技術は、さらに一歩先を行く。デンマークの電力系統制御セ

ンターは、気象予測をリアルタイムでアップデートしていく。制御センターは、日中、常に当日の

実際値と前日の予測値を比較している。そして、実際値と予測値の誤差を基に、その時点から数時

間先までの自然エネルギー電源による出力のより正確な予測を行う。おかげで、デンマークの系統

運用会社の役員の言葉を借りれば、自然エネルギー電源の出力予測に「事実上エラーはほとんどな

い」状況が生み出され、それが、効率的で信頼性の高い電力系統運営を保証する。 
 
第四の革新は、送電網設計の手法に関するものだ。デンマークの国有送電会社エナジーネット社

（Energinet.dk）は、風力発電の建設計画や承認済のプロジェクトに基づいて、将来必要になる風
力発電所の接続状況を予測し、積極的に送電線増強の計画を立てる。その結果、送電線の増強は発

電所の新設と並行して進み、後追いにならずに済む。エナジーネット社は、自然エネルギーの導入

率拡大に向けて、将来の送電網の包括的増強計画も立てている。 
 
これら四つの技術革新の上に、電力市場の運営方法そのものの革新がある。デンマークの電力市場

は EUの枠組みの一部なので、これは他の EU諸国にもあてはまる。デンマークは、スウェーデン、
ノルウェーなどとノードプールと呼ばれる市場を形成し、その恩恵を受けている。デンマークの

CHPと石炭火力は出力の柔軟性が高いため、通常の卸売市場（一日前市場）と、同時同量達成の
ための「アンシラリー」市場（バランシング市場、需給調整市場ともいう）の双方で、利益を上げ

ることができる。このようなアンシラリー／バランシング市場は、自然エネルギー電源の有無にか

かわらず、世界中のほとんどの電力市場で設けられ、時間単位、分単位、秒単位で電力の需給調整

を行っている。 
 
デンマークには、4つのアンシラリー／バランシング市場がある。15分から 1時間単位で、バラン
シング電力が必要なときに給電指令を受ける「手動バランシング」が２つ、15分以下および 30秒
以下を単位とした「自動バランシング」が２つある。いずれの市場においても、発電事業者は、通

常の一日前卸売市場で売電する量と、リアルタイムのアンシラリー／バランシング市場に予備とし

て備える電力量を、一日前に決めておく。 
 
これら 4市場のうち 3市場では 、バランシング電力を用意する事業者は、予備容量の代償として
「容量支払」も受けている。翌日のアンシラリー／バランシング市場への参加に同意すると、スタ

ンバイしている予備容量に基づいて、実際に売電が発生しなくても支払われるものだ。さらにバラ

ンシング市場で売電が発生した場合は、別の料金制度に基づき、kWhの売電量に応じて支払いを
受ける。 
 
デンマークでは、石炭、ガス、バイオマスを含むすべての発電所が、アンシラリー／バランシング

市場で売電でき、実際に取引を行っている。現在のガスの価格では、石炭火力に比べて、小規模ガ

ス・コージェネレーション設備は通常の卸売市場では競争力がないので、ほとんどの小規模ガス・

コージェネレーション設備は、より有利なアンシラリー／バランシング市場で利益を得ている 。 



市場メカニズムがバランシングに役立つ極端な例として、風力がデンマークの電力需要の 105%相
当を発電した、2014年 1月のある日について説明する。その日、デンマークの電力価格はゼロま
で下がったため、すべての発電所が終日発電を停止するインセンティブが働き、ゼロ以上の価格で

売れる近隣諸国への売電も相次いだ。その結果、近隣諸国の電力価格も低下した。この現象の善し

悪しの評価は、発電者側と消費者側のどちらに立つかで異なるだろう。 
 
市場でのゼロ価格・マイナス価格（いわゆるネガティブ・プライス）は、既存の電源と自然エネル

ギー電源の双方での発電を低減させるための市場メカニズムとしてデンマークでは利用されてい

る（TSOによる発電停止命令はほとんどない）。しかし、デンマークではあまり頻発しないため、
発電所の収入への影響は少ない。しかし、もしも頻発する場合、ドイツの大規模電力会社のように、

石炭火力所有者の収入が深刻な悪影響を受ける可能性がある。このためデンマークでは、規制庁か

ら稼働命令を受けている場合や、発電はしなくても予備電力として「容量支払」を受けている場合

以外は、閉鎖に追い込まれる石炭火力もあるだろうと予想されている。 
 
デンマークでは、出力制御と、エナジーネット社の市場運営が、同時同量の達成と系統の信頼性確

保のための高度なシステムを進化させてきた。電力管理センターは 5分ごとに予測を更新し、
10MW（1万 kW）以上のすべての発電施設に対して、出力変化があった場合に更新を提出させる。
その結果、自然エネルギー電源の出力の変化に合わせた出力制御と市場運営を迅速に行うことが可

能となっている。さらに、系統運用者は日々の「N -1」信頼度計算を飛躍的に向上させ、欧州送電
会社ネットワーク（ENTSO-E）の枠組みのもとで近隣諸国及び欧州諸国と協力関係を強化し、変
動型自然エネルギー電源に不慮の事態が起こっても停電が起こらないように保証している。 
 
また、デンマークでは、通常のアンシラリー／バランシング自由市場の他に、特定の発電設備に「マ

スト・ラン」の義務を課すことがある。常にオンラインでつながり、通常は最小限の発電を続け、

必要に応じてバランシング電力を供給する義務である。これは、カリフォルニア州で独立系統運用

機関（ISO）や発電事業者の規制当局（CPUC）の両方によって明白に規定されて発電業者に課せ
られている「資源適性マスト・ラン」に似ている（参考例：ドイツでは、アンシラリー／バランス

市場で常に７GWの予備電源を、必要時に備えている）。 
 
将来に向けて  
 
長期的には、電力系統運用機関や規制当局は、発電所の閉鎖・新設を見据えた上で、十分な発電容

量と柔軟性を確保する必要がある。ドイツでは、所有者が閉鎖を望む発電所に対して、規制当局が

稼働継続命令を出し、その報酬として「容量支払」が行われる。 カリフォルニア州でも同様の取
り組みが行われており、例えば、長期調達計画（LTPP）という大規模な規制枠組みのもとで、10
年という時間規模で、将来的に十分な適応容量が確保できるように計画が立てられている。 
 
デンマークでは風力発電の「出力抑制」がほとんど発生していないことも、注目に値する。出力抑

制は風力発電の変動性に対する一般的な対応策で、系統のバランシングのために一定期間、風力発

電を停止するものである。しかし、この方法では、停止期間中に風力で発電できたはずの電力が、

何の経済的恩恵もなく事実上無駄になってしまうので、経済的損失が生じる。スペインやドイツな

ど、風力発電の導入量が多い国では出力抑制がたまに利用されている。カリフォルニアでも、電力

系統の柔軟性が改善されない限り、今後出力抑制の規模が拡大することが予測される。しかし、デ

ンマークでは、ときおりネガティブ・プライスが起こる以外は、TSOによる風力の出力抑制はほ
とんどなく、最大でも年間数時間しか発生していない。 
 
その他、電力系統に自然エネルギーを大量導入しながらうまく需要と供給を一致させる方法とし

て、多くの人々が思いつくのがエネルギー貯蔵である。しかし、実際には電力の貯蔵（蓄電）はま

だ非常に高価であり、20�40%程度の高い導入量でもバランシングには必要ない。ドイツは、かつ
て、揚水による蓄電の大がかりなネットワークの開発を計画していたが、再検討の末、計画を放棄

した。ドイツでは、多くの専門家が、エネルギー貯蔵設備を新設しなくても自然エネルギーを 40%



以上導入することができると信じている。デンマークでも、蓄電システムの新設は予定されていな

い。非常に優れた蓄熱システムがすでにあり、はるかに安く効率よく、変動型自然エネルギー電源

の系統でのバランシングができていることもその一因である。ただし、デンマークも長期的には、

余剰電力から合成天然ガスや水素を生成し、それを（たとえ数パーセントであれ）国の豊富な天然

ガス貯蔵施設に貯蔵するなど、他の手段によるエネルギー貯蔵も考えている。 
 
最後に、自然エネルギーの統合とバランシングのための画期的な方法として登場したのが、いわゆ

る「デマンドレスポンス」だ。これは、スマートグリッドの技術を利用して、リアルタイムで電力

需要のレベルを調整するプロセスである。どの電気製品を、いつ、どのくらいの期間停止するのか

については、あらかじめ定められた運用制度にもとづいて行う（詳細についてはカリフォルニアの

記事を参照のこと）。デンマークではデマンドレスポンスの潜在力がかなり高いと思われるが、ま

だよく知られておらず、その利用には至っていない（将来的には、デマンドレスポンスと電気自動

車を組み合わせると、さらに潜在力が高まるとみられている）。 
 
デンマークの事例は、いくつかの点で他と比べてユニークだといえる。1．�隣接国とのつながりが
強く、2．�太陽光と比較して風力が圧倒的に多く、3．�コージェネレーションや蓄熱施設を利用して
変動型自然エネルギー電源とのバランシングを行っていること、4．�ノードプールに連結した高度
な市場構造を持っていることなどからである。しかし、このレポートで紹介した数々の革新に関し

ては、世界中の電力市場で参考にし、応用できるはずである。例えば、蓄熱を需給バランシングの

ために使うという技術革新は、空調（冷却）の代わりに、加熱蓄熱を追加することで温暖な地域に

適合させることができる。そして、先進的な気象予測技術やより迅速で柔軟な既存の電源運用は、

世界のどの地域でも利用可能である。デンマークの先進的な市場設計と技術革新は、元米国エネル

ギー長官スティーブン・チュー氏の言葉を借りれば、自然エネルギーの系統への大量導入とバラン

シングを「（停電することなく）明かりを灯したまま」達成できることを明確に示す「存在証明」

なのである。 
 

（了） 


