
 2030 年日本における変動型 
自然エネルギーの大量導入と
電力システムの安定性分析
 
エグゼクティブ・サマリー日本語版

研究レポート



プロジェクト・リーダー
分山 達也（自然エネルギー財団） 
t.wakeyama@renewable-ei.org
ディミトリ・ペシア（アゴラ・エナギーヴェンデ） 
dimitri.pescia@agora-energiewende.de

謝辞
ワークショップにご参加いただいた皆様より、専門的見地
から多くの示唆に富んだご指摘をいただきました。特に、 
以下の皆様へ感謝の意を記します。
高村ゆかり　東京大学 サステイナビリティ学連携研究機
構（IR3S）教授
安田陽　京都大学 大学院経済研究科 特任教授
辻隆男　横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
斉藤哲夫　東京大学 生産技術研究所
本庄暢之　一般社団法人 日本風力発電協会 系統部会部会長
増川武昭　一般社団法人 太陽光発電協会 事務局長
大西英之　GE 再生可能エネルギー事業部 北アジア代表

本プロジェクトはアデルフィ（Adelphi）より支援を得まし
た。感謝の意を表します。

www.renewable-ei.org 
www.agora-energiewende.de

2030 年日本における変動型
自然エネルギーの大量導入
と電力システムの安定性分析

研究レポート
2030 年日本における変動型自然エネルギーの大量導入と
電力システムの安定性分析

執筆担当者
ピーター・メルク　エリア国際送電（EGI）
桑畑 玲奈　エリア国際送電（EGI）
ステファン・レーベ　グリッドラボ
分山 達也　自然エネルギー財団
市村 将太　自然エネルギー財団
ディミトリ・ペシア　アゴラ・エナギーヴェンデ

発行
公益財団法人 自然エネルギー財団
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-13-1  
DLX ビルディング 8F

アゴラ・エナギーヴェンデ 
Agora Energiewende
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin | Germany

レイアウト: RadiCon | Berlin · Kerstin Conradi, 
UKEX GRAPHIC Urs Karcher 
表紙: Meriç Dağlı

149/12c-S-2018/JP
発行： 2018 年 12 月

本報告書サマリーはこちらからもダウン
ロードいただけます。

mailto:t.wakeyama%40renewable-ei.org?subject=
mailto:dimitri.pescia%40agora-energiewende.de?subject=
http://www.renewable-ei.org
http://www.agora-energiewende.de
http://www.renewable-ei.org
http://www.agora-energiewende.de
http://www.agora-energiewende.de
http://www.ukex.de


3

序文 

読者の皆様へ

風力発電と太陽光発電の導入コストは、近年、大幅に
低減しています。今やこの二つの技術は、世界各地で電
力システムの脱炭素化に大きく貢献するようになりまし
た。日本でも過去 5 年で太陽光発電が急速に増加し、中
国以外で、太陽光発電市場が最も活発な国の一つとなっ
ています。しかし、変動型の自然エネルギーの導入は拡
大しているものの、日本の電力供給量に占める割合は依
然として低く、全体の約7%にとどまっています。また、日
本政府の 2030 年時点における自然エネルギー電力の目
標値は、他の先進国に比べて大変低いままです。

系統の安定性を損なうことなく、自然エネルギーを効
率的に電力システムに拡大導入できるかどうか、日本で
は大きな懸案事項になっています。しかし、各国の経験
をみると、日本でまだ普及していないいくつかの技術的
な対策を安全に導入することで、系統の安定性が向上す

  日本の電力システムは、政府の定める 2030 年時点の目標以上に自然エネルギーを導入しつつ、系統の安定性を維持す
ることが可能である。少なくとも年間の電力消費の 33% 以上の自然エネルギー（22% の変動型自然エネルギー  
- VRES）を容易に導入しながら、系統の安定性を維持することが可能である。 自然エネルギーの比率がより高い 40%  
(VRES 30%）の場合でも、出力抑制をとても低く抑えつつ達成することが可能である。

変動型自然エネルギーの比率がさらに高まることで系統運用に負担がかかる場合でも、安定性を維持することのできる
技術的対策が既に存在している。実際に、変動型自然エネルギー( VRES )そのものも、高速周波数応答（FFR）サービスの
提供により、系統の安定性維持に貢献することができる。今回の研究の結果は、系統の安定性の確保を保守的に見積もっ
た場合でも、こうした FFR サービスを利用すれば、周波数安定性を許容範囲に収めながら、日本の既存の送電系統におけ
る変動型自然エネルギーの瞬時導入率を東日本で最大 60% 、西日本で 70% 程度まで引き上げることが可能であることを
示している。これらの評価は、2018 年に九州や四国などの地域で見られた傾向を裏付けるものである。この 2 つの地域で
は、需要に占める時間あたりの VRES 供給比率が 80% 以上（総発電量では 55% 以上）に達していた。2030 年までにこう
した一部地域における高い給電水準は日本全国で一般的になる可能性がある。更に追加の技術的対策を講じた場合、より
一層高い供給比率を達成できるだろう。

系統と電源を統合的に計画することにより、風力発電と太陽光発電の導入に伴う地域内系統および地域間連系線潮流
への影響を緩和することができる。電源構成の中で変動型自然エネルギーの割合が増えた場合、系統内で送電線負荷が
低下する地域と増加する地域が出てくることが予想される。そのため将来の系統整備計画においては、VRES の分布が系
統に与える影響を体系的に考慮し、送電線負荷の集中個所（ホットスポット）が生じないようにしなければならない。 

変動型自然エネルギーの導入拡大には、非差別的な市場規制、透明性の向上、最新の運用・計画実務が必要である。特
に、自然エネルギーを、他の技術（デマンドレスポンス、在来型発電、蓄電など）と並んで周波数安定性や同時同量、電圧
制御に貢献することが可能な電源として、アンシラリー・サービスへと組み込む必要がある。

要点

4
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ることが明らかになっています。一方で、日本の電力系統
について、こうした観点から研究され、かつ、公に発表さ
れているレポートはほとんどありません。

今回、自然エネルギー財団（REI）とアゴラ・エナギー
ヴェンデ（Agora Energiewende）は、この欠落部分を一
部埋めるため共に研究に取り組みました。日本の系統の
安定性について新しい洞察を与え、データの透明性の向
上も図っています。わたしたちは、透明性の高いデータに
基づいた第三者の分析が、日本における議論の活性化に
寄与し、最終的にはエネルギー転換の重要性についての
社会的な関心を高めることにつながると確信しています。

パトリック・グライヒェン（アゴラ・エナギーヴェンデ所長） 
大林ミカ（自然エネルギー財団  事業局長）
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に、VRESベースの高速周波数応答（FFR）サービスや、
緊急事態に備えて東西同期エリア間にすでに導入され
ている高速アンシラリー・サポートについても検討し、系
統安定性がどの程度向上するかを分析した。

特に重点を置いたのは、自然エネルギー統合の研究
に取り組んでいる国々が直面している以下の2つの主要
課題を踏まえた、透明性の高い手法の開発である。その
課題とは、(1)データ入手の際の大きな制約、(2)電力系
統のモデル化とシミュレーションのための持続可能なツ

ールチェーンを整備する必要性、である。(1)については、
日本のエネルギー規制当局は改善に着手しはじめてお
り、(2)については、特に独立した調査を実施しようとする
第三者のためのものである。今回、本プロジェクトで作
成したインプットデータおよびアウトプットデータは、す
べて公表される。これは本研究が、自然エネルギー統合
に向けた更なる議論と情報の透明性に寄与することを意
図したものである1。

日本の電力システムは、政府の定める2030年
時点の目標以上に自然エネルギーを統合しつ
つ、系統の安定性を維持することが可能である

本研究は、系統の安定性を保守的に見積もった場合
でも、自然エネルギーの高速周波数応答（FFR）サービス
を活用することで、周波数安定性を許容範囲に収めなが
ら、変動型自然エネルギー(VRES)の瞬時導入率を西日
本同期エリアで70%程度、東日本同期エリアで最大60%
まで引き上げることが可能であることを示している2。こ
の数字は、一部の地域では、さらに高い自然エネルギー
供給比率が生じうることを意味している。FFRサービス
を考慮しない場合は、瞬時導入率は西日本で60%程度、
東日本で50%程度にとどまるであろう。これらの評価

1 本プロジェクトで実施した動的分析は、電気学会（IEE）から提供さ
れた日本の基幹電力系統モデル（IEEモデル）に基づいている。ここ
での分析に使用したIEEモデルは、日本の電力系統の簡易モデルであ
る。より詳細なモデルに基づく分析を行えば、結果の質が向上するだ
ろう。

2 この供給率は、西日本同期エリアから東日本同期エリアへHVDC連系
線を通じて行われる600 MWのアンシラリー・サポートを除き、追加
の技術的対策を考慮していない。

日本の電力系統の将来について事実に基づい
た議論を行うには、独立性と透明性の高い系
統統合の研究が必要である

石炭火力や原子力などの在来型発電の比率を引
き下げつつ、より高い比率の自然エネルギーを電源構
成の中に統合していくという取り組みは、日本の電力
系統に新たな課題をもたらす。変動型自然エネルギー

（ Variable Renewables, VRES）、特に、2017 年末に
導入量が 49 GW となった太陽光発電の拡大にともな
い、VRES が系統安定性に与える影響への関心が高まっ
ている。このため系統の十分な柔軟性を確保するために、
さまざまな可能性が検討されてきた。こうした背景から、
正確な情報に基づく議論を促進し、また国の施策の指針
とするためにも、系統統合研究は大変重要なものとなっ
ている。

本研究は、自然エネルギー財団とアゴラ・エナギーヴ
ェンデ（Agora   Energiewende）が共同で実施し、日本
における自然エネルギーの系統への統合の影響を、周
波数安定性と潮流分析の面から検討している（潮流分
析は情報の不足による限界があった）。研究には、エリア
国際送電（Elia Grid International, EGI）とグリッドラ
ボ（Gridlab）が、第三者による独立した調査を促進する
目的で本プロジェクト用に開発した、日本の電力系統の
モデル化とシミュレーションのための手法・ツールチェー
ンが用いられている。2030年時点における2つのシナリ
オを比較しており、1つは自然エネルギーの導入率を22
～24%（太陽光64 GW、風力10 GW）とする「政府目標
シナリオ」、もう1つはさらに意欲的な「自然エネルギー
導入シナリオ」（太陽光100 GW、風力36 GW）である。
本研究では、風力や太陽光といった非同期自然エネルギ
ーの供給率が極めて高い状況を含むいくつかの極端なス
ナップショット（瞬時の時間断面）について、系統の反応
を考察した。自然エネルギーの供給水準がそのように高
くなると、代わりに在来型発電所が停止され、日本の電
力系統の周波数安定性を確保する上で主要な役割を果
たしている慣性制限（inertia limit）が低下する。

本研究では周波数安定性と潮流のシミュレーショ
ンを、東日本と西日本の同期エリアで行っている。さら

エグゼクティブ・サマリー



自然エネルギー財団、アゴラ・エナギーヴェンデ | 2030 年日本における変動型自然エネルギーの大量導入と電力システムの安定性分析

6

ルなどが考えられる 5 。日本におけるVRES率を拡大しな
がら、系統安定性を向上していくためには、在来型発電
設備と自然エネルギー発電設備の両方のアンシラリー・
サービスの提供要件を改定することが鍵になる。

変動型自然エネルギーのより高い供給比率に
よって系統運用に課題が生じうるような場合で
も、風力発電や太陽光発電システムが系統安
定性の維持に貢献することが可能である

電力系統の安定性維持は、送電事業者にとって最も
重要な業務の1つである。周波数の安定性は、大規模な
系統事故による擾乱があっても、常に必ず維持されなけ
ればならない 6 。本研究では、極端な参考事象として1.5 
GWの電源脱落が生じたケースについて、周波数安定性
の評価を行った。図１に示すように、変動型自然エネル
ギーの供給比率が9%から65%まで増加した場合のさま
ざまな時間断面（スナップショット）において、系統周波
数応答の評価を実施した。各電力系統において、電源が
脱落した際の周波数低下を抑える能力を評価し、この評
価基準としては、西日本で58.8 Hzまで、東日本で49 Hz
まで（すなわち閾値は0.98 p.u.）に周波数低下を抑える
ことができるかを評価した。周波数の低下がこの閾値を
下回ると、発電機や負荷が系統から切り離され、最終的
には局所的な停電やカスケード事故（連鎖的な停電）が
発生する可能性がある。危機的な系統状態や周波数安
定性の問題を防止する上では、電力系統に残っている慣
性力をモニタリングすることが重要になる。

図E1に、西日本エリアにおける電源脱落に伴う周波
数低下の分析結果を示す。この図から、西日本同期エリ
アでは、S1（VRES 供給率9%）、S2（VRES 供給率45% 
）、S2b（VRES 供給率49% ）の各時間断面において、周
波数の低下が重要な閾値（58.8Hz）を上回っていること
がわかる。これは、周波数の回復措置として、系統に残
っている慣性力と火力発電機の一次調整力だけが適用

5 これら各種対策の効果を定量化するには、現在利用可能なデータを
用いて本プロジェクトで実行できたもの以上に詳細な分析が必要に
なる。

6 その他の安定性の基準、例えば電圧安定性やローターアングル安定
性、短絡、電力品質なども関係するが、公開データの量が限られてい
るため、本プロジェクトでは詳細な評価を行っていない。

は、2018年に九州や四国などの地域で見られた傾向を
裏付けるものである。この2つの地域では、需要に占める
時間あたりのVRESの割合がそれぞれ84%と79% 3（発
電量比では55%以上）に達していた。

瞬時導入率がこうした閾値を上回ると、系統の周波
数安定性の限界が問題になり始める。しかしそのような
状況は、より大量のVRESが導入された際にまれに生じ
るのみであり、「政府目標シナリオ」ではまず起こりえな
い。それゆえ考えられる対策の1つは、瞬時導入率制限

（SNSP制限）を導入し、この閾値を超える自然エネルギ
ー給電を抑制することである。この手法であれば、「自然
エネルギー導入シナリオ」でも、自然エネルギー発電の
出力抑制水準は年間２%未満 4 にとどまるだろう。

この分析結果は、自然エネルギーの導入拡大を保守
的に仮定し、送電線の追加的な増強をせずに、系統安
定性を許容範囲内に維持しながら、2030年時点の日本
の年間の自然エネルギーの割合を少なくとも33%に増加
させることが可能であることを示している。同じ安定性
制約条件（VRESのSNSP制限が西日本で70%、東日本
で60%）の下では、出力抑制の水準をわずかな上昇にと
どめながら（年間自然エネルギー発電量の4%）、自然エ
ネルギー比率を40%に引き上げることも可能である。こ
うしたシナリオは、2030年時点の在来型熱発電（石炭
火力や原子力）の大幅な縮小を想定しても実現可能であ
る。さらに、日本における過去5年間の自然エネルギーの
急速な拡大を考慮すれば、40%の自然エネルギー比率
でさえも保守的な予測となるかもしれず、これらの見通し
は、2030年を待たずに達成される可能性がある。

そして、変動型自然エネルギーをさらに拡大するため
には、系統安定性を維持するための追加的な対策を検
討する必要がある。こうした対策はアンシラリー・サー
ビス（さらなるFFRまたは疑似慣性など）の形で実施
する必要があり、さまざまな技術、例えば、VRES以外
でも、蓄電、在来型発電、同期調相機、高圧直流送電

（HVDC）による連系、デマンドレスポンス、フライホイー

3 この時間帯のバイオマス発電と水力発電を考慮すると、自然エネルギ
ーは電力需要をほぼ100%まかなっている。

4 変動型自然エネルギー発電を抑制するのは、西日本で瞬時導入率
70% 以上、東日本で 60% 以上の場合と想定。
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されたケースを評価したものである 7 。S3（VRES 供給比
率65%）の時間断面では重要な閾値をわずかに下回って
いる。しかし図E2に示すように、太陽光発電から最小限
の高速周波数応答サービス（合計250 MW。これは太 
陽光供給量のわずか0.75%）の貢献があれば、系統の周
波数低下を安全な動作範囲内（58.8Hz以上）に維持す
ることが可能である。この結果は、このような変動型自
然エネルギーの供給比率が高い状況において、変動型
自然エネルギーそのものによる高速周波数応答（FFR）
サービスによるプラスの効果を明らかにしている。

7 原子力発電所の一次調整を除く。

 「自然エネルギー導入シナリオ」における西日本での電源脱落（1,500 MW）後の周波数応答（風力 FFR あり／なし） 図 E1

グリッドラボ、エリア国際送電（EGI）

Low vRES (S1) without wind FFR mid vRES (S2) without wind FFR
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ける影響を詳しく評価した（図 E3 参照）10 。 図E3では
S2bの時間断面において、600MWのHVDC経由のアン
シラリー・サポートによって、電源脱落後の危機的状況
が緩和され、周波数低下が重要な閾値である49.0 Hz 
以上に引き上げられている様子が示されている。S3で
は、600MWのアンシラリー・サポートを考慮しても、依
然として周波数低下が閾値を下回っているものの、大幅
に（2.2 Hz）周波数低下量が改善している。同様に、風
力発電機の高速周波数応答（Wind FFR）によって、周
波数が48.0 Hz以上に保たれている。

10 このメカニズムの効果の実証にあたっては、東日本同期エリアの調査
のみを実施した。実際、危機的なスナップショットにおいては、東日
本から西日本へ電力が流れており、それゆえ西日本から東日本への追
加注入が可能と思われる。

変動型自然エネルギーによるFFR 8 はまだ広く普及し
てはいないが、他にも、系統安定性を向上するために、さ
まざまな技術的対策や、アンシラリー・サービス提供要
件の改定を活用することができる。利用可能な技術と
しては、例えば、HVDC送電線を経由したアンシラリー・
サポートや、同期調相機（廃止された原子炉を転換した
例もある 9 ）、デマンドレスポンス（DSR）、蓄電池など
がある。日本では現在、600 MW のアンシラリー・サポ

ートが西日本同期エリアから東日本同期エリアへHVDC
線経由で行われ、系統の周波数低下の軽減に役立って
いる。このアンシラリー・サービスの自然エネルギー統
合への寄与については、本研究で東日本同期エリアにお

8 技術は存在するものの、ほとんどの市場ではまだ需要がないため、そ
の導入は、変動型自然エネルギー率が極めて高い一部の系統に限ら
れている（デンマークやアイルランドなど）。

9 同期調相機そのものはタービン発電機であれば基本的に転換が可能
である。ドイツのビブリス原子力発電所において、原子炉の発電設備
を完全に停止した後に行われたケースもある。
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本研究では、さらに、自然エネルギーの拡大が各地域
内のメッシュ型 14  送電線における一般的負荷に与える影
響を評価した。「自然エネルギー導入シナリオ」における
分析結果を表E2に示す。一般に、一部地域（九州、中国、
四国、東北など）において、送電線の負荷と、これに伴う
送電需要が増加する。これは系統の拡充が必要となる
可能性を示しているが、一方で、送電線負荷の平均が低
下している地域もある。この原因は、これらの地域で電
源構成における自然エネルギーの設備容量や発電割合
が増加することにともない、電力消費地と発電地の距離
がより近くなっていることにある。

14 ここでメッシュ型送電線を選んだ理由は、送電量拡大の必要性がより
明確に現れているからである。給電線や母線と異なり、拡張理由は発
電能力の拡大に限られる。

風力と太陽光の導入は、地域内系統および地
域間連系線の電力潮流に大きな影響を与える。
一部の地域では送電線の負荷が軽減するが、系
統の他の部分では負荷が増加することが予想
される

本研究においては、自然エネルギーの供給比率の上
昇が地域内および地域間の電力潮流に与える影響につ
いても考察している 11 。より意欲的な「自然エネルギー
導入シナリオ」における分析の集計結果を表E1に示す。
ここには地域間送電線の負荷の傾向を示している。各連
系線の負荷を「増加」、「減少」、「同水準」の3つの傾向
に区分して示している 12 。連系線負荷の「増加」傾向は
系統の拡張が必要であると示唆しているが、運用実務
の改善によってメリットが生じる可能性を示しているとも
いえる。実際に、地域間の電力取引に参加する市場参加
者に対してより多くの連系線容量（NTC）を割り当てるこ
とで、連系線上のより高い負荷を実現できる場合もある。
系統拡張対策の詳細な評価には、さらに詳しい検討が
必要になるが 13 、本研究からは、変動型自然エネルギー
の供給比率拡大にともない、九州から中国、また中国か
ら関西への潮流が増加することが示されている。対照的
に、四国から関西、および北陸から関西への潮流は減少
することが示されている。九州、中国、四国では大量の
太陽光発電の導入によって域外からの電力融通への依
存度が低下し、逆に域外への純送電地域に転じるため、
このような連系線負荷の傾向は予想できるものである。
さらには、VRES導入率の上昇にともない、北海道-東北
間、および中部-東京間のHVDC連系線による送電量
が増加している。いずれの連系線も負荷が最大となるの
は、VRESの供給比率が最大となる時間断面である。

11 公開されているデータが不十分なため、電力潮流解析は送電線負荷
の傾向を評価するにとどまった。

12  「同水準」は負荷の変化が 100 MW 以下。

13 このためには透明性の向上とデータアクセスの改善が必要だろう。  

自然エネルギー水準の上昇に対す 
る送電線負荷の傾向 表 E1  

連系線 負荷の傾向

西日本

中国 / 九州 増加

四国 / 中国 減少

中国 / 関西 増加

北陸 / 関西 減少

関西 / 中部 同一レンジ

四国 / 関西 減少

東日本  

東北 / 東京 増加

HVDC 連系線

北海道-東北間 増加

中部-東京間 増加

グリッドラボ、エリア国際送電（EGI）
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の確保にとって重要なその他のアンシラリー・サービス、
例えば無効電力／電圧サポート、制御電源、短絡電流、
系統復旧などにも影響がおよぶことになる。本研究で
は、日本における自然エネルギー供給比率の上昇が無効
電力需要に与える影響について分析した。結果の概要を
表 E3に示す 15 。

ここで東日本／西日本エリアとも、追加的な無効電力
の必要性は、2Gvar未満となっており、適度な水準にと
どまっていることが分かる。2Gvarの無効電力需要量は、
自然エネルギーの想定導入量である「風力 36 GW、太
陽光 100 GW」のごく一部に相当する量であり、適度な
水準といえる。最新のウィンド・ファームや太陽光発電
所には、無効電力を供給するための機能が初めから備
わっている。変動型自然エネルギー（VRES）が供給で
きる無効電力の割合が、有効電力設備容量の10%にとど
まるという保守的な仮定をしたとしても（例：100GWの
太陽光発電は10 Gvarの無効電力を供給できる）、この
2Gvarという追加的な無効電力の必要性を、VRES によ
って容易に満たすことが可能である。その場合、VRES
は、無効電力管理や制御電源などその他のアンシラリ
ー・サービスにも積極的に貢献することができる。

日本における変動型自然エネルギーの統合促
進には、非差別的な市場ルール、透明性の向
上、最新の運用・計画実務が必要である

世界各国の経験に照らし、本研究の分析からいくつか
の提言を導くことができる。提言の目的は、日本の電力
系統の信頼性を高い水準に維持しながら、自然エネルギ

ーの系統への統合を低コストで実現することにある。  

政策担当者と規制当局への提言
 → 自然エネルギーの系統統合に向けた非差別的市場設
計の実施：自然エネルギーがアンシラリー・サービス

（需給調整市場、無効電力供給など）で果たす役割の
可能性を検討する。これは自然エネルギーの新たな
ビジネスケースを後押しするとともに、自然エネルギー
が電力系統全体の中でより大きな責任を担うことを可
能にするだろう。

 → データの透明性を向上し、第三者による日本のエネル
ギー部門について有意義な調査を実施可能にする。そ

15 QL は誘導性無効電力の需要、QCは容量性無効電力を表わす。

変動型自然エネルギーは追加的なアンシラリ
ー・サービス、特に追加的な無効電力の需要に
応えることができる

インバータ・ベースの自然エネルギー技術（主に風力
と太陽光がある）の供給比率が増加すると、これが従来
の同期機（石炭火力、原子力、ガス火力発電所）に取っ
て代わることになる。このように火力発電が代替される
と、周波数安定性に影響するだけでなく、系統の信頼性

自然エネルギー水準の上昇に対する送 
電線負荷の傾向（地域別） 表 E2  

電力会社の供給区域 負荷の傾向
西日本

九州 増加

中国 増加

関西 減少

北陸 減少

中部 減少

四国 増加

東日本

東北 増加

東京 減少

グリッドラボ、エリア国際送電（EGI）

 「自然エネルギー導入シナリオ」 
における追加的無効電力 表 E3  

自然エネルギー導入 シナリオ
西日本 東日本

QL 
(Mvar)

QC 
(Mvar)

QL 
(Mvar)

QC 
(Mvar)

低 RES (S1) – 1300 – –

中 RES (S2) – 1000 – –

高 RES (S3) 220 180 740 1960

グリッドラボ、エリア国際送電（EGI）
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うすることが、結果として議論の活性化と社会の関心
を高めることにもつながる。

 → 独立機関が参加する電力系統研究をさらに推進する：
自然エネルギー統合は学際的プロジェクトであり、混
雑管理やアデカシー、市場統合、運用計画の改定、接
続要件、系統防御について、今後とも、さらなる研究を
進めていく必要がある。

送電事業者への提言
 → 慣性力モニタリングの確立：慣性力は系統安定性の
確保において鍵となる指標である。慣性力をモニタリ
ングすることで、周波数の低下が発生した場合でも、
送電事業者は主体的にその影響を抑えることができ
る。

 → 自然エネルギーをアンシラリー・サービス供給に統合
する：送電事業者は変動型自然エネルギーの能力を、
周波数安定性の維持や調整電力の供給、電圧制御
の実施に活用することができる。こうしたケースでは、
常に、送電事業者はサービス・プロバイダのポートフォ
リオを分散させる必要がある。

 → 長期計画に必要な電力系統データの透明性を向上さ
せる。  

自然エネルギー事業者への提言
 → 系統サービスの要件を予想する：日本のエネルギー業
界は、間もなく、発送電分離と新たな市場の確立によ
って大きな変化を迎える。自然エネルギー事業者はそ
の過程における自らの役割を主体的に見極め、新たな
機会を追求する必要がある。

 → 自然エネルギーが提供できる追加的サービスを探求
する：すでに自然エネルギー資源は、単なるエネルギ
ー供給以外のサービスを提供できるようになっている。
さらに研究を進め、FFRやバランシング、無効電力な
どのサービスの利用例を示すよう提言する。これによ
り関係者すべてに利益をもたらす革新的ソリューショ
ンの開発が可能になる。
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13

用語集

12  電圧制御 [voltage control]：系統の電圧を一定の値
の範囲内に収める為に必要な量の無効電力を発電
機等から供給すること

13  慣性制限 [inertia limit]：系統の周波数安定の為に
最低限必要な慣性力(周波数を一定に保とうとする
力)

14  潮流 [power flow]：発電機から消費地へ向けて流
れる電力のこと

15  同期エリア [synchronous area]：交流系統により、そ
のエリア内のすべての送電網が接続されている地域

16  同期調相機 [synchronous condenser]：無効電力 
(誘導性・容量性)を供給して、系統の電圧を一定の
値の範囲内に収める為の設備

17 HVDC [high voltage direct current]：高圧直流

18  フライホイール [flywheels]：慣性モーメントによ
り、発電機等の回転体の速度を安定化させる機能

19  残存慣性力 [remaining inertia]：系統事故等の
際、周波数安定性を確認する為に使用する同期電
源による残存する慣性力の量

20  スナップショット [snap shot]：電力の需要と供給の
バランスをとある時間断面でみること

21  臨界閾値 [critical threshold]：周波数がその値を
超えると系統が不安定になる値

22   メッシュ型送電線 [meshed transmission lines]：
送電網が互いに複数接続されている状態。それに対
して、対となっている状態を串型という

23  無効電力 [reactive power]：負荷と電源を往復する
だけで消費されない電力

24  電圧サポート [voltage support]：アンシラリー・サ
ービスの一種で、電圧により系統の安定化を行う

日本語・アルファベット略語 [英語]：意味

1  変動型自然エネルギー（VRES）[variable 
renewables]：太陽光・風力等、気象条件等により
変動する自然エネルギー

2  系統の安定性 [grid stability]：送配電網において、
交流の周波数等が一定の値の範囲内に収まってお
り、継続的に使用可能な状態

3  高速周波数応答（FFR）[fast frequency response]: 
系統の需給バランスが崩れた際、周波数安定の為に
短時間である電力量を系統へ供給すること

4  疑似慣性 [virtual inertia]：風力発電の種類によっ
て提供できるアンシラリー・サービスの一種。高速
で応答し、周波数低下を抑えることが出来る

5  瞬時導入率 [instantaneous penetration levels] :
ある時間断面における、太陽光・風力等の非同
期電源の需要に対する比(SNSP : System Non-
Synchronous Penetration)

6  瞬時導入率制限（SNSP制限） [instantaneous 
penetration (SNSP) limits]：SNSPの上限値を設定
し、それを超える発電に対して制限すること。出力抑
制等の方法がある

7 送電線負荷 [line loading]：送電線に流れる電力量

8  アンシラリー・サービス [ancillary service]：電力
系統の品質、特に周波数を適正に維持する為に必
要な需給バランスを保つ方策

9  デマンドレスポンス（DR） [demand response]：電
力の供給が不足した際、需要家が電力の使用を抑
制して、需給バランスを保つこと

10  周波数の安定性 [frequency stability]：電力の需
給バランスが崩れた際、周波数が一定の値の範囲内
に収まること

11  同時同量 [balancing]：電力の需要と供給を絶えず
一定に保つこと。または、その為の方策
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25  制御電源 [control power]：アンシラリー・サービス
の一種で、電源を制御することで系統の安定化を行う

26  短絡電流 [short circuit currents]：系統が事故等
により短絡した際に流れる大電流のこと

27  給電線 [feeder]：変電所から需要地へ向けてつなぐ
送電線

28  母線 [generator line]：発電所から系統へ接続する
間の送電線

29 var：無効電力の単位（バール）
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ドイツのアゴラ・エナギーヴェンデは、エネルギー政策に関わるステークホルダーとの対話を中心とするシンクタンク、政策研究
所です。ドイツ、ヨーロッパ、そして世界中のエネルギー転換を成功させるために、科学的な根拠に基づいた、政策的に可能なアプ
ローチを行うことを旨としています。公共政策・市民組織・企業・学術関係者と協働し、エネルギー転換とその課題や政策取り組み
について、共通理解を築くことを目的としています。

公益財団法人 自然エネルギー財団は、東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故を受けて、孫正義（ソフトバンクグル
ープ代表）を設立者・会長として 2011 年 8 月に設立されました。安心・安全で豊かな社会の実現には自然エネルギーの普及が不
可欠であるという信念から、自然エネルギーを基盤とした社会を構築することを目的として活動しています。自然エネルギー政策
についての調査研究や提言、企業・自治体・消費者団体などとのネットワークづくり、国内外の最新情報の紹介等を行っています。

アゴラ・エナギーヴェンデと自然エネルギー財団は、ドイツと日本のエネルギー転換に関する専門知識や情報交換の促進を図
るため、2016 年に連携を開始しました。

https://www.agora-energiewende.de/de/
http://www.renewable-ei.org
http://www.agora-energiewende.org
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