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本資料では、国際エネルギー機関(IEA)の The Power of Transformation (2014) 1や

Re-powering Markets (2016)2やその参考文献を始めとして、これまで世界各国におえる再

生可能エネルギーの大規模導入の実績から明らかとなり、具体的な取り組みが行われてい

る。本資料では、再生可能エネルギーの「一過性」ではなく「持続的」大量導入に向けた、

技術導入、制度設計、施策の海外のベストプラクティス、方向性に関して概観する。 
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1. 再生可能エネルギー導入の課題と対応技術 

再生可能エネルギーの持続的導入にあたっては、その太宗を占める太陽光発電、風力発電

の出力の変動性と不確実性に耐える電力需給システムの確立が必須であること、再生可能

エネルギー全体の導入量の大きな割合が発電の形で得られることに基づく長期を含めた視

点が必要。（雑誌記事 1） 

1.1 経済性 

再生可能エネルギーが持続的に導入される数十年という期間において、無駄な費用を省き、

毎日の運用および設備投資の費用を最小化することが必要。 

再エネの設備形成 

 再エネ技術の価値向上とコスト低下 

でなりの出力しか得られないのではなく、出力制御など、必要な価値を持った技術を総

合的に安価に導入できることが重要 

⇒欧州 ENTSO-eの Grid Codeの世界への適用と 

⇒米国 DR用プロトコルの選択 

 資源条件に即した立地 

それぞれのエリアでの再エネを含めた望ましい電源構成。負荷配分 

⇒アイルランド、デンマークの風力中心の導入 

⇒カリフォルニアの風力先行、PVの大規模導入 

 送配電網： 

資源条件が同等であれば、需要近接の立地を優先すべき 

 再エネおよび再エネ以外の電源との組み合わせ 

太陽光発電など一種類の再エネの導入に偏ると、出力変動が大きくなる 

再エネの運用：経済負荷配分運用 

再エネの導入初期の設備の高コスト時に市場の確立を目的に行われた、優先給電が電力シ

ステムの経済的、安定的運用に大きな影響を与えている。また、エネルギー市場価格の低

減から、再エネ事業者側からもアンシラリーサービスの提供による報酬を求める考え方が

提示されている。 

⇒米では卸電力市場ではもとより経済負荷配分が基本の運用 

⇒欧州では、優先給電の限界の顕在化により、FIPさらには経済負荷配分などを志向 

⇒欧米では風力発電、太陽光発電からのアンシラリーサービスの技術実証、制度整備の

取り組みが行われている。 

電化促進 

電力需要が増えることで、対策技術の必要量が低下し、総合的に経済的な再エネ導入が

得られる。 
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1.2 環境性 

社会および生態系への影響の防止 

再エネはそれ自体が CO2 を含め環境負荷を与えることはあっても僅少である。しかし、

設備の設置が、社会および生態系に対する影響を許容範囲内に抑える必要がある。 

⇒制度 

部門横断的な環境負荷低減 

電力需給における CO2 を含めた環境負荷が議論の的になることが多い。しかし、CO2 に

関して考えれば、エネルギー部門横断的な視点が必要であり、再エネから主として得られ

る電力をより広いエネルギー需要に適用することが必要 

⇒電化促進 

 

1.3 安定性 

瞬時から長時間にわたる電力サービスの途絶は社会経済に大きなインパクトを持つ。経済

性のみではなく、安定な電力需給の確保が、再エネの持続的な大量導入においても求めら

れる。 

変動性 

太陽光発電、風力発電の出力は、秒、分、時間、日、月、年など様々な時間単位で変動

する。秒単位の個別システムの変動は、広いエリアに連系された多数のシステムの変動が

相殺することで相対的に小さくなる。早い周期の出力変動は、同期発電機の慣性をはじめ

様々なメカニズムで安定化されるが、再エネの導入量の増加で、出力変動の影響は拡大し、

周波数変動につながる。究極の変動性の問題は年単位の気象変動で、大量のエネルギー貯

蔵が必要となる。他方、電化の進展とも連動して、配電網の電圧・潮流の変動などの問題

も個別の状況に応じて顕在化する。 

 柔軟な需給調整技術の活用 

⇒「2. 柔軟性向上の対策」 

 広域の導入と連系設備によるならし効果活用 

 電力システムの慣性の維持 

新たな課題として認識され、各国対応策の検討が始まっている。 

⇒アイルランドにおける周波数調停率制御 

⇒慣性制御は、Grid Codeによる指定に沿って、実証段階 

 変動特性の異なる再エネの組み合わせ 

需給調整エリア内で、太陽光発電、風力発電を組み合わせることで、時間単位の周期の

変動を相殺することができる。 

 配電網の拡充 
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目前の再エネ導入のみによる課題ではなく、今後の段階的電化の進展を視野にいれた計

画的な拡充が重要。 

 送電網の増強 

電源の配置の見通しのもとでの計画策定、建設が重要⇒Re-powering Markets 

費用配分には決定的な方式はない⇒Re-powering Markets 

不確実性 

 出力予測技術 

大はずれ回避など、システム運用のニーズに即した技術の開発が必要とされる 

 起動（発動）時間の短い需給調整技術 

揚水、水力の活用、起動時間、出力変化速度の速い火力、その他の技術が必要とされる。 

 

 出力予測を活用したシステム運用高度化 

予測の誤差を考慮した上で、多くの多様な対策技術を運用する技術 

 広域の導入と連系設備によるならし効果活用 
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2. 柔軟性向上の対策（雑誌記事 2） 

 

2.1 従来電源の活用 

従来電力システムの需給調整を担ってきた集中型電源の調整力の最大限の活用としては、

既設の運用改善、設備対応から始め、新設電源の仕様の高度化などの対応が必要。 

 揚水発電、可変速揚水発電 

 水力発電 

 火力発電 

⇒機能の最大活用には、運用計画高度化、報酬付与のための「3.制度改善」が必要。 

 

2.2 再生可能エネルギー発電の出力の抑制・制御 

システムの安定運用を確保し、社会全体の費用を低減する観点から、再生可能エネルギ

ー発電の出力を抑制する、さらには出力を制御し、安定運用や経済性に貢献させる。 

⇒米国 ISOの経済負荷配分、欧州の優先給電から経済負荷配分への移行 

 周波数調停率制御 

 最大値抑制制御 

 出力変化率制限制御 

 デルタ制御（出力増加可能量確保制御） 

⇒機能の最大活用には、運用計画高度化、報酬付与のための「3.制度改善」が必要。 

 

2.3 分散型資源の活用 

再生可能エネルギー発電の運用量の増加に伴い、従来型電源の運用量は低下し、そこから

の調整力の確保は次第に困難になる。また、電化による影響を含め、今後配電網の負担は

増加する。これに対して、需要、あるいは分散型エネルギー貯蔵の調整力の活用が期待さ

れ、実用期に入りつつある。 

 デマンドレスポンス 

 分散型バッテリー 

 EV充電管理 

⇒機能の最大活用には運用計画高度化、報酬付与のための「3.制度改善」が必要。 
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3. 制度改善（雑誌記事 3） 

数理的に最適運用・最適設備導入を考えることはできるが、システム改革、自由化の下

では、人間の短期的な利潤の追求の特性を前提に、システム運用と市場の制度、技術要件

などを検討すべきである。 

 

3.1 市場再設計（論文 7） 

欧米では、火力など従来の集中電源主体の市場設計に関する課題が累積し、卸電力市場（エ

ネルギー市場、アンシラリー市場）、小売り市場の再設計が始められている。 

⇒Re-powering Markets (2016) 

地理的粒度 

安定した効率的な運用を実現すべく適切な地理的粒度による市場の再設計が必要 

 Locational Pricing 

 プライスゾーンの細分化  

⇒欧米では制度の大枠に基づく改善が行われている。欧州のゾーン制は厳しい。 

時間的粒度、短時間化 

 取引のリアルタイム化 

⇒欧米では、エネルギー市場のゲートクローズ、最大 5分前まで近づけている 

 取引の時間単位（コマ）の短時間化 

⇒欧米のエネルギー取引では、1時間、30分であったものが、15分、5分などに短縮 

毎日の運用、長期の設備投資に対する適切な「卸価格シグナル」の創出 

 再負荷配分後の条件の反映 

 アンシラリーサービス費用の反映 

 Uplift の低減 

⇒米国は、集中型の最適化を実現し、比較的成功している 

⇒欧州は、非集中化で、市場とシステム運用が分離しており、価格情報への反映が困難 

毎日の運用、長期の設備投資に対する、適切な「小売料金」の創出 

 時間帯別地料金、Dynamic Pricing 

⇒欧米では小売り料金、賦課金の高止まりによる需要の離脱傾向のもと、新たな料金体

系の検討が各所で進められており、対策技術の経済性に大きく影響している。 

 

 

 



 7 
 

3.2 システム運用高度化 

再負荷配分 

スポットエネルギー市場でも、安定供給のすべての条件を満たした取引結果は得られな

いため、安定供給のための制約のもとでの経済負荷配分として、再負荷配分（re-dispatch）

が行われる。 

⇒米国 ISOの現行運用、継続中の運用改善 

⇒欧州では市場再設計など 

動的な調整力確保 

不確実性な変動に対応できる上げ、下げの運用調整力が必要。アンシラリー市場での多

様なプロダクトの設定との連動で、調整力を単独エリアあるいは連系エリアで確保する取

り組みが継続されている。調整力確保の複雑さの増加の中で、市場外での調整力確保の可

能性の検討も行われている。 

⇒欧州の需給調整力を複数のバランシングリアを跨いで確保するための Grid Code 

⇒米国 California ISOの Ramping Product 

⇒米国電力信頼度会社(NERC)の Essential Reliability検討 

送電と配電の連携 

分散型資源からの調整力の活用が重要になると、配電網内の制約、送電網の電圧安定化

の問題などが顕在化する 

⇒米国 Grid Modernization 

⇒欧州 TSO/DSO連系 

3.3 再エネを含めた技術基準 

再生可能エネルギー導入と、その対策技術の導入されたシステムの特徴は、極めて多数

の設備が並行して導入されることであり、その導入される技術に対し、社会的な経済性、

安定性を確保できるような技術基準（例えば連系要件）を整備し、適用することが不可欠。 

技術基準の設定にあたっては、足元での短期的な利害にとらわれず、将来の要件を可能

な限り見通した内容とすることが不可欠。 

⇒欧州送電システム運用者協議会 ENTSO-eによる Grid Code制定 
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4. 産業の育成 

再生可能エネルギーの持続的大量導入の課題解決の過程で生み出される価値は、世界的

な産業の興隆につながる。より有効な課題解決の技術を「適切に選択」でき、国内を始め

として有利な環境で導入普及させることで、我が国の産業を育成し、海外市場にも貢献す

ることができる。（そうでなければ、海外進出はハードルが高い） 

⇒ドイツでは FIT 制度の結果国内の太陽光産業はほぼなくなった。 

⇒カリフォルニアでは、スマートインバータ、アグリゲーションを始め、様々な技術、

制度の先進的な試みを、メーカー、アグリゲータ、電力会社、ISO が一定の緊張感と

競争の中で追求している。 
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5. 予見可能性の確保 

再エネの出力の不確実性のもとでの、再エネの大量導入、電力エネルギーシステムの大

きな変革の中で難しいのは、毎日の運用から、技術・制度の選択・開発・導入といった長

期の領域における適切な意思決定である。市場化の中では、多様なステークホルダーが自

ら意思決定してゆくことがより重要であり、そのためには、それぞれのステークホルダー

が、短期から長期まで、先を見通せる条件（予見性）を確保することである。 

5.1短期：毎日の運用 

再エネ出力、需要などを含めた予測 

再エネの出力変動に対応したシステム運用手法の確立と継続的改善 

⇒米国 ISOのステークホルダーを巻き込んだ運用ルールの継続的改善 

⇒欧州 Entso-eの Grid Codeに基づくエリアを超えた運用の高度化 

市場情報の開示 

運用情報の開示 

従来電源、システム運用の情報開示は進んでいるが、再エネにつては不足している。 

⇒海外での発電出力情報の法律に基づく開示義務は、国による。 

5.2 長期：技術開発、設備投資、制度整備 

電力/エネルギーシステムの需給構造の変革と、システム運用の大きな変化の中で、必要

となる技術開発、設備投資、制度整備のベースとなる将来の姿を、様々な不確実性の中で

定量的に描く手法が日本では十分発達していない。 

インテグレーションスタディ 

様々な技術・制度の要素を含んだ 8760時間などの電力需給解析により、技術や制度の導入

による経済性、安定性、環境性を定量的に評価する。（論文 3,4,5） 

⇒米国 DOE, NREL など国研, CAISO や PJM などの ISO、電力会社、NGO などによる正確

な電力需給解析に基づく定量検討 

⇒欧州にも数多くの実施例あり 

⇒国内の Integration Studyの例：論文 1,2 (2050 年), 論文 6（2030 年） 
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6. 政策へのインプリケーション（今後追記） 

6.1 立地制約のある電源の導入促進について【問題意識】 

 

6.2 課題①：既存系統の最大限の活用 【問題意識】 

今後はこれまでの取組の更なる普及促進を含め、海外事例も踏まえ、既存系統の更なる活

用を促していく、コネクト＆マネージの仕組みに見直していくべきではないか。その際、

他の電源との関係を含め、合わせて考慮すべき点は何か。 

 

6.3 課題②：出力制御の最小化と公平性・予見可能性確保 【問題意識】 

 

6.4 課題③：系統増強の在り方（増強判断及び費用負担）【問題意識】 

 

6.5 課題④：適切な調整力の確保 【問題意識】 

（ア）系統増強の必要性の判断（連系線・地内系統を含め、どの地点におけるどの系統を

どの程度の規模、増強するのか等）の在り方  

（イ）その際の費用負担の在り方 

 

6.6 その他 
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これからの電力市場の論点- IEA Re-powering markets に見る - 

第 26 回 （2016年 11月 21 日）『 エネルギー需要を科学する 』 

第 25 回（2016年 10月 19日) 『 電力需給解析と Integration Study 』 

第 24 回（2016年 10月 13日）『 温暖化対策に貢献する火力発電について考える 』 
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第 22 回（2015年 12月 2日） 
『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』 

第 21 回（2015年 5月 11日）『再生可能エネルギー時代の電力需給の新たな調整資源を考える 』 

第 20 回（2015年 4月 9日）『再生可能エネルギー時代の電力システムと火力発電を考える』 

第 19 回（2015年 1月 16日）『高性能二次電池の新たな展開』 

第 18 回（2014年 4月 25日）『固体酸化物形燃料電池の新たな展開』 

CEE WS（2014年 3月 25日）『再生可能エネルギー発電導入のための気象データ活用』 

第 17 回（2013年 8月 2日）『ヒト・もの・情報の融合によるエネルギー問題の解決』 

第 16 回（2013年 1月 18日）『原子力問題に正面から取り組む 』 

第 15 回（2012年 9月 18日）『天然ガスシフト －その期待と課題－』 

第 14 回（2012年 5月 31日）『再生可能エネルギー導入への道筋』 

第 13 回（2012年 4月 13日）『震災後のエネルギーの動向－化石燃料と分散電源の役割－』 

第 12 回 2012年 1月 27日）『 日本のエネルギー戦略を考える 』 

第 11 回（2011年 10月 7日） 
『物質・エネルギー統合モデルによる物質・エネルギー環のデザインとエネルギー技術戦略』 

第 10 回（2011年 6月 10日） 
エネルギーシステムインテグレーション － スマートグリッドがもたらすもの － 
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