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第１回ＷＧでの委員からの主なご意見 
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 再生可能エネルギーからの水素製造は短期的には経済性が成り立たないため、長期的な
視点をもって取組を進めて行くことが必要。 

 水素を大量導入する場合、どれがいいか、ではなく、どのくらいの時間軸に対して、どのような
組み合わせでやっていくのかの検討が必要。 

■CO2フリー水素導入の視点 

 再生可能エネルギーの導入を拡大する手段として、輸送・貯蔵設備を含むP2Gシステムと、
送電線利用とのインフラ整備（＋調整力）のコスト比較については、投資効率・BLCP・レ
ジリエンス・利便性などを踏まえた上で比較・分析すべきではないか。 

 日本での純水素パイプラインの可能性についての検討が必要ではないか。 

■インフラ整備のコスト比較 

 Power to Gasがどこまで導入されるかは、CCSが日本にどの程度導入されるかどうかによっ
て景色が変わってくる。 

 CCSに関しては非常に意見の幅が広いので、定量的な議論をしていくことが重要。 

■ＣＣＳの見通し 
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①再生可能エネルギー接続状況と系統負荷対策等について 

②P2Gの経済性・導入可能性等について 

○九州電力株式会社 
 
○東北電力株式会社 

○一般財団法人日本エネルギー経済研究所 
 
○一般財団法人エネルギー総合工学研究所 

第２回ＷＧ議題 



（総発電電力量）

（総発電電力量）

原子力
１８～１７％程度

原子力
２２～２０％程度

ＬＮＧ２２％程度 ＬＮＧ２７％程度

石炭２２％程度 石炭２６％程度

石油２％程度 石油３％程度
２０１３年度 ２０３０年度

（実績）

１２，７８０億
ｋＷｈ程度

１０，６５０億
ｋＷｈ程度

２０３０年度

再エネ
２２～２４％程度

再エネ
１９～２０％程度

省エネ
１７％程度

電力
９８０８
億ｋＷｈ

程度

電力
９６６６
億ｋＷｈ

地熱１．０
～１．１％程度

バイオマス
３．７～４．６％程度
風力１．７％程度

太陽光７．０％程度

水力８．８％
～９．２％程度

経済成長
１．７％程度／年 省エネ+再エネ

で約４割

徹底した省エネ
１，９６１億ｋＷｈ程度
（対策前比▲１７％）

電力需要 電源構成
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再生可能エネルギーを取り巻く状況 
 「長期エネルギー需給見通し」（2015年7月）では、2030年度における再生可能エネルギー比

率を22～24％と見込んでいる。 

発電電力量（億ｋWｈ） 導入量（万ｋW) 

水力 939~981 4,847~4,931 
太陽光 749 6,400 
風力 182 1,000 

バイオマス 394~490 602~728 
地熱 102~113 140~155 

［出典］長期エネルギー需給見通し小委 

総発電電力量（億ｋWｈ） 

再エネ 2,366~2,515 

【2030年における導入見込量】 

自然変動電源 



再生可能エネルギー導入の現状 
 全国的に再生可能エネルギー（太陽光・風力）の導入量は着実に増えつつある。 
 特に北海道電力・東北電力・九州電力管内においては、太陽光の接続済量と接続申込量の合

計が、すでに接続可能量を上回っている状況。 
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接続済量 接続申込量

太陽光 117万kW 208万kW 99万kW 109万kW

風力 36万kW 39万kW 32万kW 7万kW

接続可能量 接続済量＋
接続申込量北海道電力

接続済量 接続申込量

太陽光 552万kW 840万kW 250万kW 590万kW

風力 251万kW 190万kW 73万kW 117万kW

東北電力 接続可能量 接続済量＋
接続申込量

［出典］各電力会社ホームページ公表数値より作成（平成28年4月時点） 

接続済量 接続申込量

太陽光 817万kW 1,449万kW 608万kW 841万kW

風力 180万kW 84万kW 47万kW 37万kW

接続済量 接続申込量

太陽光 5.9万kW 6.0万kW 4.3万kW 1.7万kW

風力 2.3万kW 0.7万kW 0.7万kW 0.0万kW

（1,000kW未満切捨て）

九州電力
（離島）

接続可能量 接続済量＋
接続申込量

九州電力
（離島を除く）

接続可能量 接続済量＋
接続申込量

※2 

※1 

※1 平成27年9月7日 九州電力プレスリリース 
   「(別紙1)接続可能量算定結果と今後の対応」より 

※2 「再生可能エネルギーの接続可能量算定結果と出力制限見直し」より 



（北海道電力） 

［出典］ 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会（第1回）資料 

平成２６年１１月末時点の22kV～110kV系統の系統連系制約マップ 
赤線：熱容量面から連系制約が生じる可能性が高い 
黄色線：熱容量面から連系制約が生じる可能性がある 

（東京電力） 

平成２７年４月時点 
赤色：現在，特別高圧系統の空容量が不足し，連系制約が発生しているエリア 
黄色：今後，特別高圧系統の空容量が不足し，連系制約が想定されるエリア 

（四国電力） 

平成２７年５月までに接続検討を実施したもののうち、 66kV,110kV系統において熱容量
面等での連系制約が確認された地域（熱容量面等での連系可能量が１万ｋＷ未満） 
赤色：熱容量面等で連系制約が発生する可能性が高い地域 
黄色：熱容量面等で連系制約が発生する可能性がある地域 

（九州電力） 

平成２７年２月時点の110kV以下の系統への連系制約
マップ 
赤色：66kV、110kV送電線に制約のある地域 
黄色：6kV、22kV配電線に制約のある地域 
橙色：上記の両方に該当する地域 

【ローカル系統制約の状況】 
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 太陽光の急速な導入拡大が進む中で、全国的にローカルな系統制約が発生している地域が増加し
ている。特に、比較的開発に長期間を要する再生可能エネルギーについては、計画中の案件であって
も接続申込みに至らないまま、系統制約に直面するケースも生じている。 

ローカル系統制約の拡大 



ドイツにおける再生可能エネルギー接続および系統の現状 
 ドイツでは2015年時点で電源構成全体（容量ベース）の約47％（導入済み部分で約

94GW）を再生可能エネルギーが占めている。 
 一方、ドイツ／オーストリア間連系線では、安定的に電力供給ができる送電容量目安について、最

大で約5,500MWと想定されていたが、近年はドイツ国内の全電力消費量のうち約10％が近隣諸
国に輸出されており、2014年には、瞬間的に最大7,126MWの電力輸出を記録した。 
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【ドイツにおける電源構成（2015年）】 

[出典] 「Monitoring Report 2015」  Bundesnetzagentur 

【ドイツ電力輸出の実績（2014年）】 

[出典] 「Monitoring Report 2015」  Bundesnetzagentur 



＜優先給電に関するルールと出力抑制の順番＞ 

根拠法 EEG（再生可能エネルギー法） EnWG（エネルギー事業法） 
再エネ設備の 
出力制御の要因 

送電線の混雑が発生した場合 ドイツ国内全体での需給問題や周波数維持
困難などが発生する場合 

再エネ設備への 
金銭補償 

有償（95％補償） 
 

無償 

出力抑制の順番 ① EnWG法に基づき、送電線の混雑等が発生する場合には、火力等の従来型発電設備に
対する出力制御等を実施。 

② すべての従来型発電設備を最低出力まで出力制御しても、送電線の混雑が解消されな
い場合は、EEG法に基づき、再エネ発電設備を有償で出力制御。 

③ なお、系統全体で周波数維持問題等が発生する場合、EnWG法に基づき、再エネ電源
も無償で出力制御。 

[出展] 再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会（第4回）資料1 7 

【参考】欧州の系統運用について（ドイツの例） 
 ドイツでは２つの法律に基づき、火力や再エネ電源等の出力制御を実施。 

①EEG（再生可能エネルギー法）：送電線の混雑発生時（出力制御した再エネ電気は95％ 
                     補償） 

②EnWG（エネルギー事業法）：ドイツ国内全体での需給問題や周波数維持困難等の発生時 
                   （無償） 

 ドイツでは送配電事業者は送電線の容量不足が原因で、接続できない事態等が発生する場合に、
系統増強の義務を負う。ただし、ある至近の連系点に接続を希望する場合に、当該系統（電
圧）で大幅な増強が必要となり費用が増大する場合には、経済的に不合理な増強を行わずに、
代替的に上位の系統への接続を行うことがある。 



【参考】ドイツにおける系統安定性維持のための介入・出力制御実績 
 ドイツ国内にて特に脆弱性が問題になっている”50Hertz送電区域”において、 年間262日の出
力制御を実施（2012年実績）。 

 50Hertz送電区域は12.9GWの風力発電が連携されているのに対し、域内の需要電力は
5.1GW～13.9GW（2013年6月時点）。また旧東ドイツと旧西ドイツの間をつなぐ連携線が脆
弱なため、4つの送電区域の中で最も系統運用が厳しい状況。 

[出典] 「ドイツにおける風力発電の給電データ開示制度と系統運用の現状」  立命館大学 竹濱朝美教授著 

【ドイツ50Hertz送電区域における風力給電量および系統安定性の維持のための介入状況（2012年）】 

8 



※ｋＷｈ単価は、設備利用率を風力発電20％、送変電設備年経費率8％として、以下のとおり試算。（北海道、東北
分も同様の手法で計算。） 
①年間発電電力量：（590万ｋＷ×20％）×8760時間＝103億kWh、②年経費：1兆1700億円×8％＝936億
円、③kWh単価：936億円÷103億kWh≒9円／kWh程度。 
※今後の電源の状況によって一部の送電線は増強不要となる場合もある。一方で、今後北海道・東北では太陽光が接続
可能量限度まで導入されることが見込まれており、その場合には太陽光によって地内系統が埋まることも予想され、下記以外
に追加的な地内系統増強費用が発生する可能性もある。 
※北海道及び東北地域における地内送電網の整備については、風力発電のための送電網設備実証事業（平成27年度
政府予算案105億円）による取組を進めている。 
※また、電力系統出力変動対応技術研究開発事業（平成27年度政府予算案60億円）など予算措置を行い、系統増
強を伴わないソフト面での出力変動対策を進めている。 

追加連系量 
北海道(風力)  東北 (風力)  北海道+東北 計 

270万kW 
（47億kWh/年） 

320万kW 
（56億kWh/年）  

590万kW 
（103億kWh/年）  

地内送電網増強 2,000億円程度 700億円程度 2,700億円程度 

地域間連系線・地
内基幹送電線増強
等 

6,800億円程度 
【＋1,800億円】 

2,200億円程度 
【－1,800億円】  9,000億円程度  

概算工事費計  8,800億円程度 
［15円/kWh程度］ 

2,900億円程度 
［4円/kWh程度］ 

1兆1,700億円程度  
［9円/kWh程度］ 

【一定の仮定に基づく風力の追加導入量における追加費用】 【増強費用算定に当たっての考え方】 

東北側単価：4円/kWh 
東北地内増強＋東北基幹送
電線等増強（東北エリアの風
力導入量で按分:4,000億円
×（320/590 ）＝約2,200
億円） 
※マスタープラン研究会では、
東北基幹送電線等の増強分
はすべて東北側の費用に計上 

北海道側単価：15円/kWh 
北海道地内増強＋北本増強 
＋東北基幹送電線等増強（北海道
エリアの風力導入量で按分:4,000億
円×（270/590） 
＝約1,800億円） 

320万kW 

270万kW 

【 】内は、「2012年4月総合資源エネルギー調査会総合部会 電力システム改革専門委員会
地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会‐中間報告」との比較 
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系統線増強コスト試算：国内事例 
 発電コスト検証ワーキンググループにて、下記の仮定で地域内送電線・地域間連携線の増強費

用（イニシャルコストのみ）を試算。  
 本試算における系統増強に伴う容量あたり(kW)のコストは、約10～30万円の見込み。 

［出典］総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ（第６回）資料１より ⇒ 90,625円～325,926円 /kw *1  
*1 野村総合研究所試算 
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系統線増強コスト試算：国外事例（ドイツ） 
 ドイツでは風力発電の拡大に伴い、系統増強に伴う費用（イニシャルコストのみ）の試算を主要

機関で実施。 
 前提条件次第ではあるものの、容量あたり(kW)のコストは約１～５万円の見込み。 

試算事例①：ベルリン工科大学 （2008年） 

［出典］2008/10/30 第2回新エネルギー大量導入に伴う系統安定化対策・コスト負担 検討小委員会 資料⑤ 
       Erdmann, Georg (2008), Indirekte Kosten der EEG‐Förderung 

前提条件 

•風力発電 
 2020年時点：陸上4,500万kW 
                      沖合2,000万kW 
 2006‐2020年の増設容量： 
           4,700万～5,000万kW *1 

系統増強 
費用 

•再エネ電力シェアを20%とした場合の送電線増強
(400km)+送電線新設(850km)に対する費用 

  約 11億€ 
 

•再エネ電力シェアの上方修正に伴う追加的費用  
  約 15億€ 
 
•送電線建設に対する地元対策への追加的費用 
  約 12億€ 
 
⇒ 総額 38億€  
⇒ € 76～81 /kw  *1  

試算事例②：ドイツエネルギー機構/DENA （2010年） 

*1 NRI試算 

前提条件 

•風力発電 
   2020年時点：陸上3,700万kW,  
            沖合1,400万kW 
   2015‐2020年の増設容量：990万kW  

系統増強 
費用 

•送電線新設 (3,600km) : BAS Case 
  約 2億€ /年 
 

•送電網新設 (3,500km) + 増強 
(3,100km) : FLM Case 

  約 2.5億€ /年 
 

•送電網新設 (1,700km) + 増強 
(5,700km) : TAL Case 

  約 9.5億€ /年 
 
⇒ 総額 約10億～48億€ *2 
 ⇒ € 101～485 /kw  *2  

［出典］DENA (2010), Grid Study II  ‐ Integration of renewable energy sources in the German                
           power supply system from 2015 – 2020 with an outlook on the year 2025 

*2 NRI試算 
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系統対策オプションの比較 
 余剰電力対策として、揚水発電や地域連携線の増強は、設備投資額やリードタイムの長さが課

題として挙げられる一方、土地代／耐用年数等を考慮した経済性の高さなどが特徴。 

【系統の対策オプションの特徴と課題】 

[出典] 系統安定化対策・コスト負担検討小委員会（第4回）配付資料3（1） 



  時期 議題 内容 プレゼン候補者 
（敬称略） 

第1回 5/13 ①WG趣旨説明、検討の目的・射程 
②P2Gを巡る現状 

• WG開催趣旨、目的、アウトプット、スケジュール 
• 海外動向、NEDOプロ概要説明 

① METI 
② NEDO 

第2回 6/22 
①再生可能エネルギー接続状況と系
統負荷対策等について 

②P2Gの経済性・導入可能性等につ
いて 

• 再エネ接続による系統逼迫状況、蓄電池等の
系統負荷対策、水素利用に対する期待と課題 

• 余剰電力の考え方、再エネからの水素製造の
経済性、P2Gの適地・導入可能性 

① 九州電力、東北電力 
② 日本エネルギー経済
研究所、エネルギー総
合工学研究所 

第3回 8/9 
①自然変動電源から水素を製造する

際の課題、発電予測 
②再エネ短周期成分の活用 

• 発電予測技術について 
• 再エネの短周期成分の分離、活用方策について 

①②NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ、ﾕｰ
ﾗｽｴﾅｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、富
士電機 

第4回 ９月
中旬 

①P2G技術の現状と見通し 
②他の競合技術との比較分析 

• 水電解技術、水素貯蔵技術、純水素燃料電池
について 

• 蓄電池等の蓄エネルギー技術との比較 

① JSW・旭化成、東レ、
東芝 

② JSW・旭化成、東芝 

第5回 10月 
中旬 

①CO2フリー水素の定義について 
②CO2フリー水素のアプリケーション

（地産地消・都市における利用につ
いて） 

• 工場のCO2フリー化等CO2フリー水素の利活用
方策について 

• 再エネ由来水素、副生水素等のLCA 
• 既存のエネルギーインフラを踏まえたCO2フリー水

素の地方における地産地消、都市への輸送の考
え方等を整理 

① トヨタ自動車 
② ＪＸエネルギー、岩谷

産業、東芝 

第6回 11月 
下旬 

①国内外のCCSについて(P) 
②海外のCO2フリー水素について 

• 国内、国外のCCSを取り巻く状況について(P) 
• EOR技術、海外からの水素輸送について 

① METI(P) 
② 川崎重工業、千代田

化工建設 

第7回 12月
下旬 

①海外のP2G事例（出張報告） 
②取組方針の整理、報告書骨子案 

• 秋の出張報告 
• 骨子案の審議 

① METI、NEDO 
② METI 

第8回 1月 
下旬 ①報告書案の審議 • 報告書案の審議 ① METI 
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CO2フリー水素WG 検討スケジュール（案） ※今後の議論の状況に応じて適宜変更があり得る。 
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