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再生可能エネルギー有効利用と
次世代電力ネットワーク

再生可能エネルギー有効利用と
次世代電力ネットワーク
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電力分野における新たな技術展開

分散エネルギーと分散ネッとワークによるエネルギーベストミックス

クリーン
エネルギー技術

- LNG Thermal Plant (1GW)
- Gas Combined Cycle (0.3GW)
- Gas Engine (10KW – 1MW)
- IGCC (Clean Coal Generation)
- Fuel Cell
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再生可能エネルギー
の有効利用



○太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの大量導入により、電力ネットワーク
に余剰電力の発生、電圧の上昇、周波数調整力の不足といった課題

○他方、ＩＴ技術の進歩と蓄電池の普及により、電力需給両面の制御を行うこと
で、
電力の高効率なシステム（スマートグリッド）の構築が可能

再生可能エネルギー大量導入時の系統対策

電力需給両面の調整

スマートメーター 見える化 蓄電池 電気自動車

◆太陽光発電の出力変動の例（夏季）
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Back

地産地消型マイクログリッドの構造と需給運用

エネルギー管理システム

（EMS）

風力発電

太陽光発電

燃料電池

電力、熱の供給

大口需要家
一般需要家

熱電併給
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GEGE

ICT活用の監視、通信、制御

商用電力

電力貯蔵装置

Back Up



スマートグリッドの目的と構造
従来の電力システムに、双方向情報通信インフラを完備し、電気関連情報のや
り取りにより、需給両面からの調整を行うことで、電力システム全体の供給信頼
性、環境性、効率性を高めようという:

7出典：次世代エネルギーシステムの国際標準化、経済産業省

「賢い：Smart」 「電力網：Grid」



大規模電力系統

次世代エネルギー供給ネットワークへの変革

電力安定供給 クリーン(低ＣＯ２排出）廉価な電力

次世代電力システムの構築

スーパーグリッド

防災性・自立性

災害に強いネットワーク
資源活用・融通

地域間の電力融通

地域主導の
自立型ネットワーク

多地域/多国間連系
電力ネットワーク

クラスタ拡張型グリッド

マイクログリッド スマートグリッド

パラサイト
(寄生虫) 費用対効果
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スマートコミュニティー
エコタウン、コンパクトシティ

快適性・効率性

スマートライフの実現

電気、熱利用、モーダル
シフト、ライフスタイル転換
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自然災害への
脆弱性



エネルギー全体の効率的な利用のため、電力のみならず熱利用、
運輸、ライフスタイルの転換も含めた総合的な管理を行うためのス
マートコミュニティ（社会システム・インフラ）を構築することが必要

スマートコミュニティの必要性と目標

スマートコミュニティ
電力インフラ（スマートグリッド）

運輸部門のエネルギー消費の伸び
1．9倍 （1973→2008年度）快適さとの両立

未利用熱等を有効活用した熱のネットワーク構築

エネルギーの最終消費の
半分は「熱」の需要

カーシェアリング

エコポイント数
3,250円

今月電気代
○○○円

本日
○○○ KWh

熱インフラ

交通インフラライフスタイルの転換

エネルギー消費の見える化による
ライフスタイル変革

燃料電池
工場廃熱・

ごみ回収利用

電力のリアルタイム
料金変動と見える化、

機器制御

BRT（Bus Rapid Transit）
専用車線を利用した高速バスシステム）

の導入実証

プローブ情報を活用した
移動支援システム実証

電気自動車を
電力インフラとして活用

電力不足時：電気自動車→家庭
電力過剰時：家庭→電気自動車

スマート
メーター ＨＥＭＳ バイオマスコジェネ
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スマート技術に支えられたコミュニティ
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スマートコミュニティの国内実証事業

北九州市

豊田市

横浜市

けいはんな学研都市

豊田市
戸別住宅型 ： 地方都市において最
新の再エネ・省エネ設備を入れた新
築住宅６７戸における実証

けいはんな
住宅団地型 ： エネ・省エネ設備の
入っていない約７００世帯を対象とし
た実証

北九州市

特定供給エリア型 ： 新日鐵により電
力供給が行われ、九州電力の系統か
ら独立した系統を有する区域におい
て、５０事業所、２３０世帯を対象とした
実証

横浜市
広域大都市型 ： なとみらい地区をは
じめとする既存の大都市において、４
０００戸の家庭及び商業ビルにおける
実証
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○ 2011年度より、多くの住民、自治体、企業の参画のもと、様々

なパターンの代表例を構成する全国4つの地域で、大規模な

スマートコミュニティ実証事業を展開中



NEDOスマコミ実証の海外展開

 相手国と実証事業に関する実施協定書（MOU）を締結
 現在、6件の実証事業（実証段階：4件、建設段階：2件）を展開

ジャワ島
（インドネシア）
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Los Alamos
μ-EMS for Microgrid

Los Alamos
1MW PV-Generation Site

Albuquerque
Mesa Del Sol Building

Albuquerque
GE, Energy Storage and PV

Albuquerque
Implementation 

Facilities

Los Alamos
Lead Acid Battery

ニューメキシコ州でのスマートコミュニティー実証事業
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Reference : New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan



ガスエンジン
(240kW)

燃料電池
(80kW)

メサデルソルセンタービル（負荷400kW)

１．電力系統から切り離され
ても自立可能なビル電力
供給システムを構築

２．連系時は電気と熱を統合
制御できる高い信頼性
を有する供給体制を構
築

３．PVの出力変動をEMS
により、ビル内電源設備
の制御により吸収できる
ことを実証

米国では初めて民生業務用ビルのマイクログリッド化
による無瞬断での自立運転移行を実現

14

アルバカーキサイトにおける
電熱統合制御と高信頼自立供給の構築



家屋単位の消費 地域間で最適化

晴の地域

雨の地域 商業地区

外出中の家庭から
在宅中の家庭へ電力融通

地域内での最適化

余剰の太陽光発電
を解列(捨てる)か
バッテリーに充電

地域間エネルギー融通とクラスターの形成

○家屋単位のエネルギー管理よりも、複数間や地域間でのエネルギー融通が効率的
○地域の天候や在宅の有無による需要の違いを利用して、エネルギーの融通
○蓄電池も家屋ごとでなく、一定の世帯数に置くことで、設置コストを低減
○住宅地域（朝晩の需要が多い）と商業地域（昼の需要が多い）を組み合わせると、エネル

ギーの効率的利用が可能

クラスター
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クラスター型電力ネットワークの構造

単一クラスターの構造

蓄電池設備
（CVCF/ＰＱモード）

主インバータ GEGE

連系用
インバータ

電力供給
クラスター

商用系統
(電力会社）

需要家施設

養殖場

バイオマス

エンジン

太陽光発電

風力発電

マイクロ
水車

沿岸設置型波力発電

バイオガス

需要家
EVへの

急速充電
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地産地消の
再生可能エネルギーの活用

交流

交流

直流



クラスター拡張による
電力供給ネットワークの形成と系統連系
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蓄電池設備
（CVCFモード）

主インバータ

主インバータ

連系用インバータ
（ＰＱ制御）

電力供給
クラスター

Ａ

電力供給
クラスター

Ｂ

GEGE

電力系統
(電力会社）

系統連系用
インバータ

電力供給
クラスター

Ｃ

GEGE

連系用インバータ
（ＰＱ制御）

電力系統と1点連系

主インバータ

蓄電池設備
（CVCFモード）

EMS機能



クラスター拡張型グリッドの特徴と役割

・クラスタ拡張型エネルギーシステムの提案と実証試験
- 対象地域や集落に適した規模のエネルギー供給ネットワーク（クラスター）設置
- 需要の増大に応じて随時クラスターを増設
- 相互を連系し結合型ネットワークを拡張

・クラスタ拡張型エネルギーシステムの特長
- 再生可能エネルギーの有効利用
- 熱及び電力貯蔵装置の有効活用
- 地域への交流/直流電力供給
- 電動車両への急速充電

・社会システムとしての役割（電力系統に全面依存しない）
- 発展してゆく地域での新たな地産地消型エネルギー社会インフラストラクチャー
- 電力供給ネットワークが完備されていない離島や僻地向け
- 未電化地域を有する途上国向けの供給システム

・再生可能エネルギーの大量導入のための新たなエネルギー社会インフラの構築
・相互連系で広域にわたる拡張型電力供給システムの展開が可能で災害に強い
・安定供給とCO2排出削減というエネルギー社会システムの抱える問題解決に貢献

18
従来の配電系統に代わる新たなエネルギー社会インフラの構築

目的・特徴

GEGE GEGE

GEGE

Cluster Cluster

Cluster
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地域(国境)を越えた
電力供給インフラストラクチャー

スーパーグリッドによる国際間電力融通

地域(国境)を越えた
電力供給インフラストラクチャー

スーパーグリッドによる国際間電力融通
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欧州におけるスーパ-グリッド構想欧州におけるスーパ-グリッド構想
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- 電力スーパーグリッドは、一つの国でつくられたグリーン電力を、数千
キロに及ぶ海底ケーブルを通じて、他国へ送る電力ネットワーク

- 沖合につくられる風力発電地帯も、いくつかの国々に接続可能
- 英国の電力需要が低く、風力が速い時に、英国沿岸沖でつくられた

余剰風力エネルギーをノルウェーに送り、水力発電所の水をポンプで
揚げるのに活用。

- 水力でつくられた電力は、英国の電力需要が高くて、風が 吹いていな
い時に、英国に送電するなどの国際間電力融通



欧州における北海スーパ-グリッド構想欧州における北海スーパ-グリッド構想
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- スーパーグリッド構想とは、北海に建設される洋上風力発電を高圧直流送電

（HVDC）で結び、国家間の電力取引が可能

- 各種の計画はすべてHVDCによるものであり、またノルウェーの水力発電を背景

- 議論は、TEN-E（欧州横断エネルギーネットワーク：Trans European Network）

のプロジェクトとして2007年から議論が始まっており、「EU‘s Strategic Energy

Review2008」の中では、主要プロジェクトとして位置付け

- 2009年9月にスウェーデン政府がホスト国として、「European Policy Workshop

on Offshore Wind Power Deployment」が開かれ、このワークショップで北海

をグリッドで連系することを宣言

- 2009年12月のEU9カ国（ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブル

グ、デンマーク、スウェーデン、イギリス、アイルランド、）エネルギー担当閣僚会

議でフォローアップされており、「The North Seas Countries’ offshore grid

initiative」が発表され、2010年にノルウェーが参加し、10カ国 が参加

- The North Seas Countries’ offshore grid initiativeに、2010年の後半までに

グリッド計画を明確化することが記載

- EWEAなど団体や非政府機関により様々な計画が提案



EWEAによるスーパ-グリッド構想EWEAによるスーパ-グリッド構想
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ローマクラブによるDESERTEC構想ローマクラブによるDESERTEC構想
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- DESERTEC構想は、ローマクラブによって提唱されたもので、北アフリカ地域で
太陽熱発電や太陽光発電によって発電された電力をHVDCによって欧州へ輸送

- 計画のスパンとしては、北海スーパーグリッド構想よりもずっと長いスパンで考えら
れており、2050年を見据えての計画

- 2009年にDesertec構想の実現のため、太陽熱発電事業者やHVDC業者など12
事業者が参画して、DESERTEC Industrial Initiative (DII) が設立され、ドイツが
先導的に推進

- DIIは2050年までに、砂漠と地中海に広がる電力ラインを通してヨーロッパの電力
の15％を供給することを目標

- 参加企業には世界最大の保険会社、ミュンヘン保険をはじめ、シーメンス、エーオ
ン、アセア・ブラウン・ボベリ、ドイツ銀行などドイツ最大のエンジニアリング会社や
総合電機大手が参画

- DIIは、4000億ユーロを投じて南欧、北アフリカの集熱型太陽エネルギー CPS
（鏡を使って太陽光線を液体の入ったボイラーに貯め、蒸気を発生させて発電
タービンを駆動させるという仕組み）を使用

- 技術そのものは何も目新しいものではなく、アメリカではもう何十年も太陽熱集熱
CSP(Concentrating Solar Power)工場が稼動しているし、スペインも多くを建設し
てきた。DIIプロジェクトは、そのなかで最大規模



DESERTEC構想における
広域的再生可能エネルギー利用

DESERTEC構想における
広域的再生可能エネルギー利用
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欧州における電力系統の国際連系状況
 欧州各国は周辺国と密接に国際連系されている。
 同期系統としては大陸欧州系統、北欧系統、イギリス系統、バルト系統に分かれているが、各地

域は直流送電線で連系されている。

 欧州以外との地域とも、スペインが北アフリカ系統と、ギリシャがトルコ系統と連系している。
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出典：国際連系に関する調査・研究、平成25年3月、一般財団法人日本エネルギー経済研究所



ASEANパワーグリッド(APG)構想ASEANパワーグリッド(APG)構想
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ASEANパワーグリッドの特長
・ASEAN諸国間での電力国際
融通し、資源の有効活用

・電力を通した国際間の融和
・地域経済・産業の活性化

出典：ジャック・カサッザ原著 EIT電力発展史研究会訳補・編
「忘れられたルーツ 電力産業120年の浮沈とこれからの100年」



東アジアスーパーグリッド構想東アジアスーパーグリッド構想

27

- 日本は、東北大震災とそれに伴う津波による打撃で、大きく低下した
電力供給の安定回復というもう一つのカベも長期戦で乗り越える必要
があり、2012年が開始時期

- 経済人や学者らで構成する日本創成会議（座長：増田寛也・東大大
学院客員教授、元総務相）は、孤立している日本の電力網（グリッド）を
外国と相互接続し、国境を越えて電力を融通しあう仕組みを提唱

- 手始めに、韓国との間で双方のグリッドをつなぐ海底ケーブルを敷設
する計画を提案

- 敷設場所は、基幹ケーブル
の日本側の末端である福岡
からは、東日本に向けて伸び
る日本列島に別の海底ケー
ブルを設置

-基幹ケーブルは、日本の電力
会社が東西各地で運用する
グリッドに、交流・直流変換設
備を介して接続



日本関連のスーパーグリッド構想日本関連のスーパーグリッド構想
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-自然エネルギー財団を率いる孫
正義氏と、環境エネルギー政策

研究所所長・総合資源エネル
ギー調査会委員の飯田哲也氏
が提唱している日本国内での
「スーパーグリッド構想」

-将来的には、日本を含めアジア
各国を大容量の高圧送電線で
連結し、互いに電力を融通

（出典：自然エネル ギー財団資料）

-北海道の一番北の稚内から九
州の福岡まで広域縦断連系

-このような直流の基幹線を整備
することによって、東西で異なる
周波数問題 がなくなり、たとえば

稚内で発電した太陽光や風力に
よる電力を首都圏やその他の各
地に送ることも可能



Asian Super Grid

Japan

Korea

Russia

HVDC 
Transmission lines

India

China

Mongolia

The Gobi Desert

アジア諸国間のスーパーグリッド構想
International Energy Internet (Interconnection)

HVDC Cable

Substation

AC Transmission LinesWind Farm in Mongolia

The Gobi Desert

Solar Thermal Farm



・ アジア諸国において、低ロスで、 長距離送電が可能
なHVDC送電線のスーパーグリッドで発電 地域と
消費中心地を相互接続

・ 対象国：モンゴル、中国、日本、 韓国、北朝鮮、ベト
ナム、タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー

アジア・スーパーグリッドの効用
時差による連系地域の電力ピークの平準化
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電力料金格差



日本の電力系統の特徴と
国際連系の課題

日本の電力系統の特徴と
国際連系の課題

31



電力会社10社と系統連系の特徴

 エリアごとに電力の需給バランスを取ることを基本
 連系線は補完的
 連系線の整備は、供給信頼度、経済性などを目的とし、

広域運営の考え方に基づき実施
 沖縄を除く、一般電気事業者９社が連系線を通して連系
 系統構成は串型 （隣接エリアとの連系）
 周波数は、東地域は ５０Ｈｚ、中西地域は６０Ｈｚ
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2つの異なる周波数(50Hz/60Hz)問題
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60Hz

50Hz



地域間連系線の送電容量(平成28年度8月)
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 地域間連系線とは、異なる供給区域（エリア）の系統設備を
相互に接続する送電線のこと。これにより供給区域（エリア）
を越えた電力融通が可能となる。



発電の８７％を
化石燃料に依存

日本の電源構成の変遷と今後の想定

2010年の電源構成 2013年の電源構成

Nuclear

CoalHydro

LNG
Others

Renewable Energy

Before 
Disaster

2010
Oil

Nuclear

Oil

Coal
Hydro

LNG

Others

Renewable Energy

After  
Disaster

20132011

Transmission Line (500kV)

Transmission Line
(154kV～275kV)

DC Transmission Line
Switching Station or Substation

Frequency Converter Facility                                         
(F.C.)

AC-DC Converter Facility

水力(揚水含む）
9%

石炭
30%

LNG
34%

石油
4%

その他火力
2%

原子力
1%

風力
1%

太陽光
7%

その他再エネ
2%

その他発電
11%

水力(揚水含む） 石炭 LNG
石油 その他火力 原子力
風力 太陽光 その他再エネ
その他発電

2020年の日本の電源構成（2016年OCCTO予測、KWｈベース）



再生可能エネルギー大量導入のための
地域間連系線の増強計画
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風力発電大量導入のための
地域間連系線の増強計画 (ESCJ提案)

 建設単価:
30万円/KW (想定）

 建設期間:
2014年4月～2019年3月

 運開時の容量:
0.6GW (2014年度)
0.3GW (2019年度拡充予定)
総容量: 0.9GW

Ohno
Substatio

n

東京地域

東北地域

● 建設費用合計 :
1,600億円

● 必要建設期間:
7 年から11年

● 運開時の容量:
5.7 GW (2021 年度)
5.5 GW (拡充予定)
総容量: 11.2GW

大容量風力発電
賦存地域

大容量電力消費地域

北海道地域
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50Hz 及び 60Hz 地域間の
周波数変換所の設備増強計画

60Hz 地域 50Hz 地域

現在の東西地域間の風波風変換所の能力

■ 佐久間 (J-Power EPCO)  :    300 MW
■ 新信濃 (Tokyo EPCO   )  :    600 MW
■ 東清水 (Chubu EPCO) :    300 MW
■ 送電容量合計 : 1,200 MW

■ 900MW HVDC の建設により長野方面の送電
容量が、2020年には 2,100 MW へと増強

■ 2016年委開催された電力系統改革専門家委
員会より、3,000 MW まで増強すべきとの提言.

 50Hz と 60Hz 地域間を超高圧直流送電線（ HVDC line）を建設し、増強

 両地域間の送電容量が、1,200MW から 2,10MWに増加

 2020年度の運開を目指

 電力系統改革専門家委員会からは、3,000MWまで増設すべきとの提言



広域運用のための地域間連系線の増強計画
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 全国大の効率的な電源活用や需給の安定化の実現のためには、広域的な系統運用が重要
 地域間連系線は、北本連系設備を2018年度末までに現在の60万ｋＷから90万ｋＷに増強
 東西の周波数変換設備については、現在の120万ｋＷから210万ｋＷに増強中
 供給力の確保の観点から、平時における予備力確保に加えて、緊急時における周波数変換
装置(FC)の更なる増強も必要



スーパーグリッドのアジアへの展開スーパーグリッドのアジアへの展開
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日本国内の
スーパーグリッド

- 韓国側との協議入りを目指し、2020年をめどに 実現を視野

- 将来はオーストラリアや東南アジア諸国連合 （ＡＳＥＡＮ）を
含むより広域で多国間の「スー パーグリッド」に発展させ、太
陽光や風力発電な ど自然エネルギーを有効利用する基盤
確立

- 電力会社が地域独占などにより保護されていた日本では、
国内の電力融通もままならない状況であるが、海外との接続
により国内電力市場の競争を促すことが目標

国内の
連系線
の強化



我が国の電力網国際連系の可能性
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R・ルート

K・ルート



広域的運営のための地域間連系線強化
(日本型スーパーグリッド）

出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第５回会合資料１

地域を越えた電気のやりとりを拡大

 地域を越えた電気のやりとりを容易にし、災害時等に停電を回避
 全国大での需給調整機能の強化等により、出力変動のある再生可能エネルギーの

導入拡大に対応
 その司令塔として「広域的運営推進機関」を創設 : Cross-Regional Coordination

地域間連系線
の強化



米国における地域連系状況と建設目的
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 2012年以降で米国では5,5094km、カナダでは1,3604km、メキシコでは622kmとNERC地域合計で69,320km
の送電線プロジェクト

 交流が66,582km、直流が2,738kmで、カナダに多数の直流送電線プロジェクト
 建設目的は、経済性（送電混雑の解消等）：14%、供給信頼度（供給信頼度基準違反の解消）：52%、火力発電

連系：1%、水力発電連系：3%、原子力発電連系：1%、再生可能エネルギー連系：20%

出典：国際連系に関する調査・研究、平成25年3月、一般財団法人日本エネルギー経済研究所



スーパーグリッド実現の要件スーパーグリッド実現の要件
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- ヨーロッパ、中東そして北アフリカを相互に結ぶ電力システムの主要原則（最も
効率的で資源豊富な再生可能エネルギーのスマートミックス）は以下である。

・北アフリカと中東の砂漠における
太陽熱発電

・北西アフリカ、北ヨーロッパ、
西欧沿岸地域の風力発電

・日照の多い地域における
太陽光発電

・アルプス山脈、ピレネー山脈、ア
トラス山脈の山岳地域における
水力発電

・地理的条件に合致する場所でのバイオマスおよび地熱発電
- 低ロス・長距離送電が可能なHVDC送電線のスーパーグリッドでヨーロッパ、北

アフリカ、中東間を相互接続

- 連系する各国が、政治・経済・社会的に安定していること
- 連系する両国が、友好関係にあること （国境紛争等を抱えていない）
- 地域特性が異なり、再生可能エネルギー等の資源が分散していること
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