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Status of Power System Transformation 2018 
 – Advanced Power Plant Flexibility – 

の翻訳にあたって 
 
本ページは「Status of Power System Transformation 2018 –Advanced Power Plant Flexibility-」の日本語

版の公表にあたり、一般社団法人 火力原子力発電技術協会（火原協）欧米における電力エネルギー及

び環境に係る調査研究会が作成したオリジナルのものです。 

 

先進国と途上国の区別なく世界全体で低炭素化を目指す国際枠組みであるパリ協定が、

2016 年に発効したことを受けて、電力部門の低炭素化手段として再生可能エネルギー、中で

も太陽光および風力発電といった変動性再生可能エネルギー（VRE）の導入が世界的に加速

しています。VRE の導入において、世界に大きく先行する国や地域においては VRE の変動

性を調整するための「柔軟性」の確保が課題となっています。必要な柔軟性を提供するの

は、電力システム上の系統、発電所、貯蔵、柔軟な需要ですが、発電所の柔軟性への関心は

他の柔軟性提供手段に比べて、世界的にも国内でも決して高いとはいえません。 

その発電所の柔軟性への関心を高めることを目的として、第 8 回クリーンエネルギー大臣

会合（2017 年 6 月北京にて開催）において「Advanced Power Plant Flexibility （発電所の柔軟

性向上）キャンペーン」の実施が決定され、約 1 年間の活動を行い、第 9 回クリーンエネル

ギー大臣会合（2018 年 5 月コペンハーゲンにて開催）で最終報告書として答申されたのが、

この「Status of Power System Transformation 2018 – Advanced Power Plant Flexibility-」（以下、

本報告書）です。 

本報告書は、柔軟性を時間スケールで 6 つに区分して定義し（第 2 章）、石炭、ガス、原

子力、水力、バイオマス、風力、太陽光など各種の発電所がどのような柔軟性ポテンシャル

を有しているのか、改造を含む柔軟性向上の手段とその効果について豊富な事例と共に示し

ています（第 3 章）。そして将来必要な柔軟性およびシステムレベルの柔軟性ポテンシャル

の評価手法と国別ケーススタディ（第 4 章）、また、発電所の柔軟性の報酬メカニズムとし

て市場ルールや規制手段の必要性、その手段について提示しています（第 5 章）。2012 年以

降 FIT に支援されて VRE が増加中であり、今後更に導入が進むと見込まれる日本において

も、このような報告書は参考になる貴重な情報であると考え、IEA に日本語版翻訳を申し入

れ、承諾を得たうえで翻訳を行いました。 

なお、翻訳にあたっては、できるだけ原文に忠実であることを心掛け、意訳は極力避ける

ようにいたしましたが、専門的な表現等わかりにくいものについては、訳注として補足説明

を行いました。 

最後になりましたが、本報告書の日本語版作成をご快諾頂いた再生可能エネルギーシステ

ム統合課長サイモン・ミュラー氏、各種調整のサポートを頂いた上鑪英樹担当官ほか IEA の

皆様には深く感謝いたします。 

本報告書の翻訳にあたった火原協欧米における電力エネルギーおよび環境に係る調査研究

会の以下の方々のご尽力に対して、厚くお礼申し上げます。 

 

監訳：電源開発㈱ 経営企画部 審議役  ................................................................... 中山寿美枝 

翻訳：東北テクノアカデミア産学連携事務所 所長  ................................................... 大地昭生 

 マグナ通信工業㈱ 顧問  ....................................................................................... 田村吉章 

 ㈱ベストマテリア 技師長  ................................................................................... 吉田敏明 
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 三菱日立パワーシステムズ㈱ エンジニアリング本部 ボイラ技術総括部      

ボイラ戦略部 開発・デジタル推進課 技師  ......................................................... 荒岡衛 

 国立研究開発法人 産業総合研究所 エネルギー環境領域 省エネルギー研究部門  
ターボマシングループ グループ長  ................................................................... 壹岐典彦 

 東芝エネルギーシステムズ㈱ 火力・水力事業部 マーケティング＆事業開発部 参事

  ........................................................................................................................................ 川上宏 

 一般社団法人 高効率発電システム研究所 代表理事  ..................................... 福田雅文 

 一般財団法人 電力中央研究所 エネルギー技術研究所 研究参事  ............... 麦倉良啓 

 東北電力㈱ 発電・販売カンパニー 火力部（火力企画）課長  ..................... 恩田徳雄 

 東京電力フュエル＆パワー㈱ 事業開発部 事業推進センター           

プロジェクト技術グループマネージャー  ......................................................... 木村篤史 

 

 

2019 年 1 月 

一般社団法人 火力原子力発電技術協会  

欧米における電力エネルギー及び環境に係る調査研究会 

主査 大地 昭生 
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エグゼクティブサマリー 

電力システムは急速な変化を遂げている 

世界中で、電力システムの変化が加速している。三つの主な要素がこの変革を推進してい

る。第一に、豊富で低コストの風力および太陽光発電の出現。第二に、電気自動車やスマー

ト家電などのスマート需要、屋上太陽光を含む分散型エネルギー資源の導入。第三に、電力

システム全体に及んでいるデジタル化の普及である。これにより様々な形で電力が消費者に

届くことで、コスト削減と強靭性向上のための新たな機会が明らかになった。 

このような変化は、「最善の電力システムの計画と運用」のあり方に構造的な変化をもた

らしている。また、エネルギー安全保障、特に電力供給の安全を確保するための全体的な影

響を与えるものである。したがって、電力システム変革（PST）という用語で定義された電

力部門の政策決定者や関連する利害関係者による協調的で積極的な対応が必要である。電力

システム変革の役割は、変化の影響に対処するための適切な政策、市場および規制環境を構

築すること、そして、そうすることで電力システムの運用と計画の実践を向上させることで

ある。電力システム変革は、投資、技術革新、スマートで効率的で弾力的で環境に優しい技

術の使用を促進する。電力システム変革は、現代の電力システムにおける電力セキュリティ

を確保するために重要である（21CPP,2015a / b; IEA,2017）。 

電力システムの柔軟性は世界的な優先課題となっている 

電力システムの柔軟性を高めることは、しばしば電力システム変革の重要な目的である。

この報告書では、電力システムの柔軟性を、需要と供給の双方における変動性と不確実性を

信頼性高くコスト効率よく管理可能にすることに役立つ全ての電力システムの関連特性、と

定義している。日々の系統運用への変動性再生可能エネルギー（VRE）の統合と、影響の大

きい事象の頻度と強度の増大により、多くの場面で電力システムの柔軟性は、政策決定者や

システム計画担当者が考慮すべき重要な事項となってきている。電力システムの柔軟性の欠

如は、電力システムの強靭性を低下させ、または VRE が抑制されることにより相当量のクリ

ーン電力の喪失に至る可能性がある。 

照明を明るく保つためには、瞬時から数年にわたるすべての時間スケールにわたる需給の

継続的な均衡が必要であり、したがって、これらの時間スケールにわたって柔軟性を検討す

ることは有用である。異なる柔軟性のニーズへの理解を深めるために、この報告書では、短

期（1 秒未満から数時間）から中期（数時間から数日）および長期（日から年）までの時間

スケールに基づいて、柔軟性要件をグループ分けしている。（表 ES.1）。 

重要なのは、電力システムは、変動性と不確実性を管理する柔軟性を持って設計されてい

るという点である。特に、電力需要の変動性や突然の大型発電機や送電線の脱落事故に対応

するために、歴史的に柔軟性は必要とされてきた。柔軟性の要件は、とりわけ VRE のシェア

の増加につれて、時間とともに増加し、変化する可能性がある。電力システムの柔軟性は現

代の電力システムにおいて、停電や異常気象への対応、強靭性の強化、およびその他の重要

な目的のためにも重要である。現代の電力システムの柔軟性を高めるために、さまざまな投

資、運用および政策の変更を行うことができ、柔軟性を高めることで、よりクリーンで、よ

り安全で、より強靭で、より許容できる価格の電力システムが実現する。 
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表 ES.1 • 電力システムの柔軟性が対処する問題の時間スケール 

 短期の柔軟性 中期の柔軟性 長期の柔軟性 

時間   

スケール 

1 秒未満～  

数秒 
数秒～数分 数分～数時間 数時間～数日 

数日～数箇

月 

数箇月～数

年 

問題 システムの

安定性への

対処、すな

わち大きな

発電所の喪

失などの大

きな外乱に

耐える 

需要のランダ

ムな変動のよ

うな電力需給

バランスの変

動への対処 

需要と供給の

バランスの増

減（日の出後

の需要の増加

または日没時

の正味需要＊

の増加など）

の管理 

どれだけの火力

発電所が系統

連系を継続し、

どれだけが発電

するかを決定 

発電所の計画

的メンテナン

スと長期の過

剰と不足を管

理、例えば雨

季／乾季の水

力の供給力 

季節的および

年間の（天候

に影響される

ことの多い）利

用可能な発電

電力量と電力

需要のバラン

ス 

＊訳注：正味需要とは真の需要から VRE 出力を差し引いたもの。（後述の脚注 3で説明） 

キーポイント • システムの柔軟性は、数秒から数年の幅広い時間スケールにわたる一連の問題に対処する。 

発電所はシステムの柔軟性を高める上で重要な役割を果たす 

本報告書は、豊富なケーススタディとデータに基づいて、電力システムをより柔軟にし、

電力セキュリティを強化するために発電所がどのように貢献できるかを包括的に概説してい

る。これは、クリーンエネルギー閣僚会議（CEM）の Advanced Power Plant Flexibility
（APPF、発電所の柔軟性向上）キャンペーンの調査結果をまとめたものである。このキャン

ペーンの活動は、発電の柔軟性を高めるソリューションを実行するために政府と産業からの

強い推進力と関心を高めることを目指している。1 この調査で提示されたソリューション

は、プラントメーカー、専門のコンサルタント、系統運用者および発電所運用者を含む産業

界の関係者の密接な協力を通じて集積されたものである。 

この報告書では、既設の発電所向けの柔軟性向上の改造について技術オプションと実例を

紹介している。また。発電所のシステム全体の柔軟性への寄与をどのように分析できるかと

いう助言を提供している。そして、発電所の柔軟性を引き出すために利用可能な政策、市場

および規制手段の例も示している。それは、従来の発電所（石炭火力や天然火力のユニット

を含む）がクリーンエネルギー技術の急速な普及を助け、電力システム変革（PST）を加速

することを示している。電力システムの個別の状況に応じて、既設の発電所を風力および太

陽光の変動する出力を補完するのに適したものにするための多数の安価な手段が、信頼性と

費用対効果の高い方法で利用可能な状態にある。 

電力システムにおける発電所の役割は変化している 

歴史的に、ベースロード、ミドルおよびピーク用発電所の組み合わせは、適切なエネルギ

ー（訳注：kWh で表される電力量）と容量（訳注：kW で表される設備出力）を併せて提供

することによって、最小電力コストで特定の部門の電力需要を満たすのに役立ってきた。こ

れらの発電所は、技術的な観点からは、それぞれ特定の運転条件を念頭に設計されている。

経済的観点から見れば、これらの発電所は一定の稼働時間の予想に基づいて資金が提供され

ていた。しかし今日では、異なるコスト構造と技術特性を備えた新世代の技術が電力市場に

参入するにつれて、既設の多くの発電所が柔軟性を高め、場合によっては稼働時間を短縮す

ることを求められるようになってきている。 

例えば、中国の国家能源局は、中国の特定の地域における VRE の大幅な抑制に関して、電

力企画設計総院（EPPEI）が 2016〜20 年の電力システムの柔軟性を高めるための段階的な対

                                                           
1 詳細は http://cleanenergyministerial.org/campaign-clean-energy-ministerial/advanced-power-plant-flexibility 参照. 
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策の調査を要請した（NDRC , 2016）。この調査では、約 220 ギガワット（GW）の火力発電

所に、古い機器の交換や運用改善のための改造を行うことで、柔軟性を高め、VRE の削減率

を大幅に低減することができることが分かった。この 220 GW の設備容量の一部または全部

を改修するという目標は、電力部門の中国の第十三次五カ年計画に明記されている。同様

に、インドの最近の調査では、大規模な石炭火力が支配的な電力システムが、20％を超える

風力発電や太陽光発電に対応できることが示されている（GTG, 2017）。石炭火力の最低負荷

レベルを低下させることにより、VRE 抑制が大幅に削減される。他の運用上の変更と合わせ

て、インドの電力システムはより柔軟に運用することができ、低い運用コストでより大きな

VRE の統合が可能になる。 

多様な戦略により既設の発電所をより柔軟にできる 

本報告書は、既設の発電所の運用方法から、システムにより適切な柔軟性を提供する新し

い発電機の追加まで、既設の発電所をより柔軟にするための戦略の多様性について検討して

いる。これらの戦略には、以下のようなものがある。 

• 既設プラントの運用方法の変更：発電設備をより柔軟に運用するために、新たな設備投資

が必ずしも必要というわけではない。特定の発電所運用方法の変更（データ収集の改善と

リアルタイム・モニタリングによって可能になることが多い）が、既設の発電所の潜在的

な柔軟性を引き出すのに役立つことがある。例えば、優れた監視および制御機器により、

プラントの信頼性を損なうことなく、より迅速にプラントを起動させ、より応答性よく出

力を変化させることができる。 
• 既設のプラントへの投資を後押しする柔軟性：設備の技術に応じて、発電所の様々な柔軟

性パラメータ（例えば、出力変化速度、起動時間、経済的または技術的な最低負荷レベル）

を改善するための、様々な改造オプションが利用可能である。 本報告書では、石炭、コン

バインドサイクル・ガスタービン（CCGT）、コジェネ、CCS（炭素回収・貯蔵）、原子力、

バイオエネルギー、水力発電など、様々な発電技術に関する具体的な改造の機会について

詳述している。 
• 新しい柔軟な発電の機会：多くの最先端の柔軟な発電所の技術が、電力システムに導入可

能であり、本報告書には、いくつかのそういった技術が記載されている。優れた長期計画

立案、ある範囲の将来の不確実性に対して、よりリスクに強い新しい柔軟な発電所投資を

サポートすることができる。 

デンマーク、ドイツ、イタリアなどの国々、そして最近では中国やインドなどの国々で

も、特に石炭火力発電所の（普及している場合には CCGT 発電所についても）柔軟性を向上

させるための戦略を展開している。例えば、ドイツの火力発電所は、より高い柔軟性要件に

対応して、運用能力を大幅に向上させた。 40 年以上前に建設された、当初は 24 時間発電す

るように設計されたベースロード発電所は、1 日に 2 回の起動・停止するようアップグレー

ドされ、同時に電力システムへ追加的なサービスも提供している。 

全国展開のオプション 

電力システムの柔軟性は、利用可能な設備とインフラ（「What：何を」）、政策、規制と

市場の枠組み（「How：どのように」）、柔軟性を提供する主体の制度的な役割と責任

（「Who：誰が」）により決まる。 三つの側面はすべて、一致協力してシステムの柔軟性を

サポートする必要がある（図 ES.1）。 

したがって、システムの柔軟性が決定するのは、技術的な要素だけではない。例えば、タ

イの電力システムは、強力な送電系統および相当高いシェアの水力発電と CCGT 発電などに

より、技術的な観点からは比較的柔軟な要素を有していると言える。しかし、経済的観点か

らは、テイク・オア・ペイの電力購入契約および燃料供給契約のもとで稼働しており、発電
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機の多くは柔軟性がない。最近の分析では、長期的に天然ガス調達契約と電力購入契約がフ

レキシブルになった場合、テイク・オア・ペイの制約緩和が運用コストを合理的に削減する

可能性があることが判明した（IEA、今後発刊の予定）。 

訳注：テイク・オア・ペイ契約とは買い手が売り手に対して、一定金額以上の支払いを約束し、一定量の

商品、あるいは、サービスの引取りを無条件で約束する契約のこと。 

図 ES.1• システムの柔軟性を引き出すための関連する次元 

 
キーポイント• 技術的、経済的、制度的な政策の層はお互いに影響を及ぼし、電力システムの柔軟性を高め

るために一貫した方法で取り組まなければならない。 
 

電力システムレベルでは、さまざまな柔軟性対策を展開するための適切な柔軟性戦略を策

定するには、既設の発電設備、市場の状況、送電ネットワークの状況、革新的な柔軟性ソリ

ューションの可能性を考慮して、現在および将来のシステムのニーズを考慮する必要があ

る。 

システム全体の柔軟性の促進 

システム全体の柔軟性を高めることで、発電所からの更なる柔軟性供給の必要性を軽減す

ることができる。例えば、隣接する需給調整エリアとのコミュニケーションおよび調整を改

善することにより、追加的な発電所の柔軟性対策を不要とすることができる。送電ネットワ

ークでは、制御と監視に対する革新的なアプローチ（ダイナミックレーティング＊、高圧送

電線とその設備への重点的な投資など）により、もしそれがなければ系統混雑により必要と

なる追加の発電所柔軟性のニーズを、低下させることができる。 

＊訳注：ダイナミックレーティング（dynamic line rating）：架線の温度を連続的に計測して既設の送電線を

（定格より）大容量で運用する方法。 

既設の発電所の柔軟性の実現 

既設の発電設備を活用することは費用対効果に優れているが、規制上の変更や特定の経済

的インセンティブの導入が必要な場合がある。規制アプローチには、VRE の調整力供給市場

への参加、既設発電所のマストラン要件の見直し、より迅速なスケジューリングと負荷配分

指令間隔の実施、特定のタイプの性能ベースの規制アプローチなどが含まれる。経済的イン

センティブに関しては、柔軟性のない契約条件を見直し、柔軟なサービスのための新たな収

入源を創出するための政策支援を提供することにより、プラント所有者はより柔軟に事業を

行うことができる。 

発電所の更なる柔軟性投資の促進 

規制された電力システムと市場ベースの電力システムはどちらも、個別の柔軟性サービス

の価値を評価し、正当な対価を明確にすることにより、更なる発電所の柔軟性対策への適切

技術的ルールおよび経済的インセンティブ

ルールと責任

系統インフラ

負荷配分指令
可能な発電所

最新のVRE 需要側の
資源

電力貯蔵

制度
（「Who：誰が」）

政策、規制、市場枠組
み（「How：どうやって」）

設備およびインフラ
（「What：何を」）
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な投資を確かにすることができる。これは、エネルギー価格設定スキームを改善することに

より、特にデリバリーに近いタイミング（当日市場）や供給不足の時間において、市場ベー

スの電力システムで達成できる。発電機に柔軟性のシステム価値に対して適正な見返りを与

えるよう適切に設計された市場メカニズムを導入することで、柔軟性の向上を促進すること

もできる。これらの報酬メカニズムは、出力変化や起動時間などの特定のサービスを中心に

構成されることで、稼働率の低下により旧来の収益性は維持できないがシステムに必要な発

電所に、補完的な収入源を提供することができる。規制された状況では、柔軟性のための改

造コストを回収可能にすることで発電所柔軟性への投資が保証され、事業者には柔軟性の高

い技術要素を利用する財政的インセンティブを与えることができる。 

柔軟性の長期的計画のための政策アプローチ 

将来の柔軟性ニーズに適応するための政策対応は、緊急の柔軟性不足がない電力システム

においても有益である。システムを準備しておくための措置としては、定期的なアデカシー

（訳注：適切な長期予備力）評価時の技術的な柔軟性評価、電力システムの柔軟性一覧表作

成の促進、長期計画検討における運用上の柔軟性検討の要請、そして長期計画検討における

最先端技術の意思決定支援ツールの使用、などがある。 

高度な発電所の柔軟性に関する政策ガイドライン 

採用される戦略と策定される優先順位付けの基準は、地域の電力システムの条件に大きく

依存する。しかし、十分なシステムの柔軟性を確保し、電力セキュリティを確保するため

の、一連の一般的な政策指針を特定することができる。政策決定者は、 

1. 評価 - 発電所の柔軟性の役割を含め、システム全体の柔軟性の要件、機会および障壁

の評価を専門家に委託し、これらの評価を定期的に見直して、短期および長期の意思

決定および計画プロセスに反映する。 
2. 連携 – 利害関係者のコミュニティが連携し、電力システムと発電所の柔軟性を強化す

るための技術的、政策的、制度的能力を強化し、国際社会と協力して成功事例を共有

する。 
3. 拡大 - システムレベルで市場、規制、運用上の各種成功事例を適応させることにより、

利用可能な電力システムの柔軟性の利用を促進する。 
4. 開放 - 潜在的な柔軟性を開放するために、電力システムの運用を管理する規制、方針、

慣行を最新のものに改定する。これらのオプションには、より自由度の高い独立発電

事業者との電力購入契約および熱供給事業者の燃料供給契約が含まれる。 
5. インセンティブ - 政策、規制、市場の枠組みの変更を通じて、電力システムに柔軟性

をもたらすことができるすべての資産に対して公平で適切な報酬が得られる機会を創

出する。 
6. ロードマップ - システム柔軟性要件の将来の期待を組み込むように計画手順を向上

させる。電力システム変革（PST）の長期的なコストと運用上の影響を軽減するための

すべての可能な柔軟性オプションを考慮するよう注意が必要。 

今後の作業 

クリーンエネルギー大臣会合（CEM）との関連において、電力システムの柔軟性を通じた

電力セキュリティの強化に関する IEA と 21CPP の作業は継続される。 注目すべきは、

CEM9 で改めて発足する CEM キャンペーン「電力システムの柔軟性キャンペーン（Power 
System Flexibility Campaign）」であり、これは、発電所、系統、需要側のリソース、および

貯蔵に関する概念と経験を対象とし、より幅広い範囲で今後 12 ヵ月間実施される。このキャ

ンペーンは、CEM の 21CPP イニシアチブの取り組みを補完するものであり、全ての関連す
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る CEM キャンペーンおよび補完的なイニシアチブと密接に連携しながら、最先端のソリュ

ーションを継続して提示し、能力開発のためのプラットフォームを提供するものである。 

IEA は、その分析と政府への助言において、電力システム変革とそのエネルギー安全保障

を強化する役割を引き続き重視している。 
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第1章 はじめに 
世界中の多くの電力システムが急速な変化を遂げている。経済性と信頼性の高い電力シス

テムに対する永続的な要望は、以下のような様々な新たな変化を伴っている。 

• 環境への影響（ローカルな大気汚染、炭素排出、水利用など）の削減を望んでいる。 
• 新たな需給および需要側の技術（例えば、低コストの風力や太陽光発電、電気自動車）の

急速なコスト削減。 
• 最終用途のデジタル化と自動化の進捗。 
• システムのセキュリティを技術的および経済的観点からカバーする電力システムの強靭

性向上への焦点。 
• 革新的な技術と市場ソリューションを使用したエネルギーアクセスの拡大。 

これらの変化に対応するには、制度改革と技術的適応の両方にまたがる、電力システム全

体にわたる革新的なアプローチが必要である。民間部門が推進する新たなビジネスモデルに

加えて、政府による政策、市場、規制の枠組みの変更が必要な場合もある。また、電力シス

テムの計画と運用を強化することも必要である。この報告書は、「電力システム変革

（PST）」という用語の下で、電力部門の必要な変化を容易にし、運用する革新的なアプロ

ーチをまとめたものである。 

電力システム変革は、本報告書では次のように定義できる。 

運用および計画の慣例の確立、ならびに、政策、市場および規制環境の創設の積極的な

プロセスであり、投資、革新、そしてスマートで効率的で強靭で環境に優しい技術オプ

ションの使用を促進するもの。 

電力システム変革は定義上、システム全体にわたる課題である。したがって、特定の要素

を分離して、焦点を狭い範囲に絞った議論をすることは困難である。同時に、明確なトピッ

クに焦点を当てることで、特定のトピックに関するより深い分析と洞察を提供することがで

きる。この文脈では、本報告書は、技術的な方針、政策、市場および規制面を考慮して、特

に発電所の柔軟性に重点を置いている。 

この報告書は、2017 年 6 月の中国北京での第 8 回クリーンエネルギー閣僚会議（CEM）で

発表された 21 世紀電力パートナーシップ（21CPP）と国際エネルギー機関（IEA）の共同報

告書「電力システムの変遷 2017 - 再生可能エネルギーのシステムインテグレーションと地方

グリッドの将来」、および、2015 年 5 月にメキシコのメリダで開催された第 6 回クリーンエ

ネルギー閣僚会議で発表された「電力システム変革に関する現状報告」と題された 21CPP 報

告書をベースとしている。（IEA, 2017,  21CPP, 2015） 

APPF（Advanced Power Plant Flexibility）キャンペーン 
この報告書は、2017 年 6 月に北京で開かれた第 8 回 CEM で発足した、Advanced Power 

Plant Flexibility（APPF：発電所の柔軟性向上）キャンペーンの結果を要約したものである。

このキャンペーンの活動は、変動性再生可能エネルギー（VRE）のシェア増加に対応して、

電力システム変革をより広く推進するために、発電の柔軟性を高めるソリューションを実行

するための政府と産業からの強い推進力と関心を高めることを目指している。 

これは、CEM の多国間風力・太陽光作業部会と 21CPP との共同イニシアチブであり、IEA
は主要な技術パートナーである。中華人民共和国（以下、中国）、デンマーク、ドイツの各

国政府が共同リード国として、その他 11 の CEM メンバー国－ブラジル、カナダ、欧州委員

会、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、サウジアラビア、南アフリカ、ア
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ラブ首長国連邦－、そして、13 の企業および非政府機関が参加している。APPF キャンペー

ンの主な目的は、発電所の柔軟性に関する現在の成功事例を強調し、潜在的な柔軟性の可能

性を引き出し、発電資産の利用を最適化し、VRE の統合を促進することである。 

APPF キャンペーンは、一連の専門技術および政策ワークショップ、技術スタディーツア

ー、共同リード国が主催するハイレベルな政策フォーラム等を通じて実施された。この報告

書の主なベースは、キャンペーンを通じて利害関係者が参加する継続的なプロセスを通じて

得られた知見と教訓である。この CEM キャンペーンは 12 か月間にわたり、より幅広いスコ

ープの電力システムの柔軟性（発電所、送電網、需要側の資源、蓄電池に関する柔軟性の概

念や経験を対象とする）に関して、引き続き実施される。 

報告書の目的、範囲、構成 
この報告書は、発電所の柔軟性を高めるために発電所がどのように貢献できるか、またコ

スト効率のよい、システムに適した発電所の柔軟性対策を促進するための戦略についての幅

広い指針を提供している。豊富な現実のケーススタディとデータに基づいて、多様な国の状

況における発電所の技術能力に関する参考資料を提供する。特に、既設の発電所への改修が

システムの柔軟性を向上させるための費用対効果の高いツールとなっている点について、い

くつかの技術的選択肢と例を紹介している。更に、発電所の柔軟性を解消するための政策、

市場、および規制手段の例を示し、これらの手段を包括的な展開戦略に組み込む方法につい

ても説明している。 

この報告書は、エンジニアリングの専門家ではなく、電力システム計画の強化と政策、市

場および規制の枠組みの改善のために、発電所の柔軟性を理解する必要がある政策決定者お

よび規制当局を対象としている。詳細な技術的付属書 2 は、対象を深く掘り下げる機会を提

供し、システムおよび市場運営者、発電所運用者およびエンジニア、システム計画担当者な

ど、より技術的な読者の興味に値するだろう。最後に、この報告書には、意思決定に役立つ

電力システムモデルにおける発電所の柔軟性を適切に反映するために適用できる、技術的お

よび経済的な幅広いパラメータと対策が含まれており、多くの国の例を示している。 

第 2 章では、電力システムの柔軟性に関する最新の定義と議論を紹介する。第 3 章では、

発電所レベルでの柔軟性に焦点を当て、より柔軟な運用の制約とその克服方法について説明

する。第 4 章では、政策決定者が発電所の柔軟性を高める措置についての意思決定にアプロ

ーチするための概念的枠組みを提示し、短期的な決定と長期的な戦略の両方に役立つ意思決

定支援ツールの役割についても説明する。第 5 章では、結果を統合し、発電所の柔軟性を国

レベルでどのように整理できるかについてのガイドラインを示している。 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 技術付属書はウェブで入手可能、本報告書には含まれていない。 
https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018- technical-annexes 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018-
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第2章 電力システム柔軟性の概観 
ハイライト 

電力システムの柔軟性の定義と役割 

電力システム変革と柔軟性の関係 

電力システムの柔軟性は、広義には電力の供給と需要の変動性と不確実性に対し信頼性と

費用対効果の高い運用に寄与する電力システムの特性を意味している。電力システムの柔軟

性は、常に、電力需要の変動に対応し、また、突然の大型発電機や送電線の脱落事故にも対

応できる重要な特性である。更に、最近では、VRE の導入にも重要性が増加している。対照

的に、前章で紹介した電力システム変革の概念は、世界の電力部門を再構築する幅広い趨勢

を表している。電力システム変革の観点からは、システムの柔軟性を高めることが一つの目

的であるが、それが唯一の目的ではない。 

この報告書は、従来型の発電所からの柔軟性の寄与を強調した電力システムの柔軟性に焦

点を当てている。つまり、それは電力システム変革の一つの側面を表している。また、電力

システム変革の他の推進力の要因にもある程度、触れている。例えば、増加しているデジタ

ル監視及び制御機器等にも電力システムの柔軟性と言うレンズを通して触れている。 

柔軟性の定義 

電力システムの柔軟性という用語と概念は、時間の経過と共に進化し、最近では技術と電

力市場を反映させており、IEA（2008）で最初に以下のように導入された。 

「変動性再生可能エネルギーの大量導入に対応して信頼性を維持して運転する能力」 

更に、具体的な定義が IEA（2011）に導入された。 

「柔軟性とは、予想されるまたは予想されない変動性に対して電力供給または需要を調整

できる範囲を示す。」 

• 電力システムの柔軟性は電力システム変革（PST）の一つの側面である。電力システム

の柔軟性は、すべての時間スケールにわたる需要と供給の不確実性と変動性に対応し

て、高い信頼性と費用効率性で運用する電力システムの能力である。 
• 変動性再生可能エネルギー（VRE）の増加に対し電力システムの柔軟性は VRE を効果

的に導入する適切な手法である。 
• １秒未満から季節単位、年単位にわたる六つの関連する時間スケールが柔軟性には適用

される。 
• 短期的には、これらの柔軟性要求は電力システムの安定性に必須な電力システム特性に

よって推進される。長期的な柔軟性要求は適切な系統容量と系統供給能力が関係してい

る。 
• 電力システム柔軟性の源泉は次の主要な三つの階層に分類される。：技術的可能なオプ

ション（設備とインフラ、つまり何を）、技術的ルールと経済的インセンティブ（政策、

規制及び市場の枠組、つまりどのように）、様々な事業者が柔軟性を提供する際に果た

す役割と責任（制度上の、つまり誰が） 
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また、IEA（2012）では、時間スケールに基づいて柔軟性を、安定性、バランス、アデカ

シーに区分し、（変動制と柔軟性の）調整を行う時間枠の議論に焦点を当てている。

21CPP(2014)と NREL(2015)もまた、調整を行う時間枠に焦点を当てており、「運用の柔軟

性」を、すべての電力システムが有する特性の一つ、需要と供給の変化に対する電力システ

ムの能力として定義づけている。 

IEA（2014）は、より幅広い柔軟性の概念と狭い意味でのランプ変化に対応した柔軟性を

区分している。 

「狭義には、電力システムの柔軟性は、数分から数時間にわたる時間スケールで、発電と

需要が増加または減少可能な範囲を示している。」 

NREL（2016）、IEA-RETD（2016）及び、EPRI（2016）は、また、年度毎の投資計画、日

単位から月単位にわたる運転計画、秒単位から日単位にわたる実際の運転を柔軟性の概念に

含めている。近年、多くの柔軟性の定義が文献に見出されている。それらについては IRENA 
(2017、p.37) を参照のこと。 

システムの柔軟性は低コストの VRE の出現前から存在していた特性ではあるが、疑いなく

VRE の増加によりその定義は進化した。これは、VRE の系統への影響への理解が進んだこと

を反映している。風力と太陽光発電は従来型電源と明らかに違った多くの特性を有している

（IEA2014、IEA2017a）。最も重要なことは、自然状況により風力と太陽光の出力が瞬時に

変化することである。つまり、これは変動性と不確実性があることを意味している。変動性

は、例えば、夜は太陽は照らないなど、出力が時間で変化することによる。不確実性は、雲

の出現は 2、3 時間前にならないと正確に予測できないため、正確な太陽光発電出力を予測で

きないことによる。これらの二つの特性は、風力と太陽光発電の統合に関して最も懸念され

ていたことだったため、柔軟性の初期の定義において強調して取り上げられた点である。 

しかし、VRE 導入によるシステム統合の理解は進化し続けている。短い時間スケールとよ

り長い時間スケールに関する議論に注目が集まっている。短い時間スケールに関心が集まっ

ている限りでは、もう一つ重要なことは VRE の電力系統への接続方法である。VRE 電源

は、電力システムに接続する場合は通常、ソフトウェア制御の電子回路を使っており、非同

期発電機と呼ばれている。対照的に、最も一般的な従来型発電機は電力システムに電気機械

的に直接接続され、同期発電機として機能している。VRE が非同期電源であるという事実

は、数秒以下の短期間の影響に関係する電力システムの安定性確保のために、新しいアプロ

ーチが必要なことを示している。「慣性力」はこの文脈でも良く聞かれるキーワードであ

る。しかし、短期的には、VRE は需給バランスの範囲と周波数を改善できる可能性がある。

VRE は従来型発電機よりも高いランピング能力と速い応答性を有していることから、VRE は

（部分負荷発電により）システム柔軟性を高める可能性を有しており、VRE が周波数制御の

機能を有するようになれば、システムの調整能力を高めることが可能になる。 

長期的な視点では、VRE の導入比率が高まるにつれて、これに対応した柔軟性能力向上を

長期計画に組み込んでいく必要がある。更に、VRE のシステム統合をサポートする重要なツ

ールとして、最終消費部門の電化（特に、輸送部門と熱利用の電化）が注目を集めている。 

結果として、柔軟性の概念を具体化し、かつ、異なる時間スケールにおける柔軟性の包括

的かつ差別化された説明を提供することは、時宜にかなっていると言える。 

異なる時間スケールでの柔軟性 

柔軟性には、六つの時間スケールが適用される。（表 2.1、Box 2.1）短期の時間スケール

に関しては、これらの柔軟性は電圧と周波数制御に関連した電力システムの技術的特性に由

来している。これらはシステムの安定性には不可欠な要素である。長期時間スケールの柔軟

性要求は、天気予測システムと季節変化に依存している。また、適切な容量と資源が利用可

能であるかどうかということにも関係している。 
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短期の時間スケールに関しては、この報告書では、系統周波数に焦点を当てている。一

方、電圧に関しては詳細には触れていない。需要と供給の不均衡、供給が余剰か不足かいず

れの場合でも、周波数の変動を招くことになる。系統周波数は、特に、VRE の割合が増加し

た場合に、適切な技術的、制度的オプションを決める重要な検討事項の一つとなる。 

長期的柔軟性に関しては、今後の投資計画に関連するため、将来の電源構成における不確

実性も影響する。そのため、今後の VRE の不確定的な普及率に対して VRE を除く電源構成

が十分強靭な受容性を有しているかどうかということが重要な検討課題となる。VRE の割合

が増加するほど、電力システムの柔軟性を向上させるという課題はますます複雑になってく

る。 

表 2.1 • 電力システムの柔軟性の異なる時間スケール 

柔軟性の  

タイプ 
超短期の柔軟

性 / 安定性 
非常に短期の

柔軟性 
短期の柔軟性 中期の柔軟性 長期の柔軟性 非常に長期の

柔軟性 

時間スケール 
1 秒未満～ 

  数秒 
数秒～数分 

数分～ 

数時間 

数時間～ 

数日 

数日～ 

数箇月 

数箇月～ 

数年 

課題 非同期発電

機の割合が

高い場合は

電力システム

の安定性（電

圧と周波数安

定性）の確保

が課題 

変動性発電

のシェアが高

い場合は短

期の周波数

制御の確保

が課題 

より頻繁に急

激かつ予測

可能性の低

い変化が需

給バランスに

生じる。 

システムの規

制 

前日、および

1 時間前の時

間枠でシステ

ムの状況に

合わせて可

能な発電資

源の運用スケ

ジュールを決

定 

主に特定の

気象システム

の存在によっ

てもたらされ

る、より長い

期間の変動

性発電の余

剰と不足に対

応が必要。 

季節的およ

び年間の利

用可能な変

動性発電と電

力需要のバラ

ンス 

システム運用

および計画の

どの分野に関

連性があるか 

動的安定性

（慣性応答、

グリッド強

度） 

AGC を含む一

次および二次

の周波数応答 

AGC、ED、

リアルタイム

市場、規制の

バランス 

ED は 1 時間

前、UC は 1
日前の時間枠 

UC、 運用計

画、アデカシ

ー 

水力-火力調

整、アデカシ

ー、電力シス

テム計画 

備考: AGC = automatic generation control 自動発電制御; ED = economic dispatch 経済負荷配分; UC = unit commitment ユニット

起動停止計画 

Box 2.1 • 異なる時間スケールを適用する理由 

基本的に柔軟性の必要性は、瞬時から年単位の連続した時間領域を網羅している。しかし、これらの

必要性の基本を理解するためには、それらが遭遇する異なるメカニズムと同じく、時間スケールの範

囲に応じた柔軟性の要求事項にグループに分けることも手助けになる。この報告書では六つのカテゴ

リーを検討するが、より少なくまたは多くに区分することも可能である。 

超短期の柔軟性・安定性は、秒未満から数秒オーダーの時間スケールをカバーし、周波数が最低値に

至ることを防ぐための瞬時の周波数変動に焦点を当てている。言い換えれば、これは、周波数が標準運

転範囲から外れた時に瞬時にその変動を制限することを意味する。超短期的柔軟性は、周波数が最低

値に至る前の超短期の時間に機能する。（図 2.1）超短期柔軟性の重要な源泉は、同期発電機の持つ慣

性力で、発電機の持つ物理的回転力が系統周波数の変動に抗して働くからである。 

非常に短期的柔軟性は、周波数が標準値に復帰するまでの秒単位から数分単位の時間スケールをカバ

ーしている。（図 2.1）これは発電機の調速機の秒単位の応答特性が含まれ、周波数はそれぞれの地点

で検知され、外部からの入力なしに（例えばドル―プ制御により）自律的に調整される。また、AGC
（Automatic Generation Control: 自動発電制御）など外部からの制御信号による制御プロセスも含まれ

る。 
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短期的柔軟性は、数分から数時間単位の時間スケールを網羅している。これは、至近の市場からの調

整要求から典型的な ED 指令値へ整定するまでの時間を表している。（図 2.1）AGC は数分間の時間ス

ケールに適用できる。ED は市場の構造にもよるが、数分から数時間の時間スケールで適用できる。こ

れらの時間スケールでは、増大した VRE による需要と供給のバランスにおける変動の大きさと頻度が

増大し、これらの変化の予見性の向上が求められる。これは、予測可能な VRE の出力パターン（真昼

の高い太陽光発電出力と、夕方および夜間の強い風力発電出力）と、天気予報の不確実性による部分的

な VRE の予測不能性の両方に影響される。 

中期的な柔軟性は、ED と UC を含み、数時間から数日の範囲をカバーしている。ED は数時間の時間

スケールが適用されるが、UC は主として１日単位の時間スケールが適用される。しかし、場合によっ

ては数時間単位の時間スケールが適用されることもある。中期的には、運用計画は予め想定した電力

システム条件に対して前日および 1 時間前計画に基づき、信頼性と経済性を考慮して決定される。VRE
の増大に伴い、ED と UC は電力システムの柔軟性を高め、発電所の運用能力を高める重要な役割を担

うことになる。 

長期柔軟性は、気象システムのパターンにより柔軟性のニーズが決定するような時間範囲、つまり数

日から数箇月の時間スケールをカバーしている。特に、天候の条件は、しばしば数日間にわたり、天候

による冷暖房の需要と VRE 出力への影響により、需要と供給の両方に影響を与える。UC はこの時間

スケール、特に１日から１週間の時間スケールで、適用可能である。 

非常に長期の柔軟性は、月単位から年単位にわたって同様の原則が適用される。電力需要と VRE 出力

は季節的な影響を強く受ける。VRE 導入拡大により、季節変化による需要と供給のバランスを図るた

めの柔軟性への要求が強くなる。これは、例えば、VRE が年間で最も高い出力の時期と需要が最も高

い時期が一致しない可能性があるためである。更には、VRE と頻繁に大きな（例えば、エルニーニョ

現象などによる）年間の変動を示す水力が存在する場合は、発電年間を通した柔軟性を考慮すること

が重要である。このように、長期の柔軟性は、電力系統の計画段階でよく考慮しなければならない重要

な課題なのである。 

 

図 2.1 • 超短期、非常に短期、短期の柔軟性の寄与 

 
備考: Hz = ヘルツ  

キーポイント • 超短期、非常に短期、短期の柔軟性は、系統周波数の維持に重要である。 

シ
ス
テ
ム
周
波
数
（
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z)

短時非常に短時間超短時間
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周波数下げ止まり

回復中の周波数

定格周波数
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VRE 統合の段階とシステムの柔軟性 

柔軟性は、歴史的に、発電所や送電線事故のような予測不能な事故時にも電力システムが

需要と供給のバランスを維持するための重要な要求事項である。システムの柔軟性への備え

を担保することが、VRE 割合が増加する状況において政策立案においてますます重要になっ

ている。IEA のこれまでの . では、VRE 導入を異なる段階で定義している。（IEA,2017ｂ）そ

れらは VRE の導入レベルより、むしろ、これまでの経験に基づく主な導入課題に特徴づけら

れている。VRE 増加がシステム全体の柔軟性の要件に与える影響は、様々なシステム固有の

要因が関係するということに、留意が必要である。 

次の六つの段階は、電力システムが VRE による発電電力をベースとして需要を満たす場合

に、これまで経験した主要課題を網羅している。 

• 段階 1：最初の一連の VRE 発電設備が導入されるが、電力システムには、基本的に、ほと

んど影響を与えないレベルである。影響は非常に限定的で、VRE 発電設備の系統の接続点

付近に限られる。 
• 段階 2：更に多くの VRE 発電設備が導入され、需要と正味需要 3の差が顕著となってくる。

運用計画をアップグレードし、既設の電源との融合を図ることで十分、VRE を電力システ

ムに統合できる。 
• 段階 3：需要と供給のバランスに大きな揺れが生じ、既設の電力設備と運転計画では容易に

十分に対応できない状況となり、早急に電力システムの柔軟性を総合的に高めることが必

要となる。 
• 段階 4：VRE 出力が、ある期間（VRE 出力が高い低負荷期など）は需要に対し十分な供給

力を提供できる。この段階では、運用方法と規制を変更する必要がある。運用の観点から

は、需要と供給の予想外の擾乱に対し、電力システムが迅速に対応する方法に関係した変

更が必要。つまり、この段階では、電力システムの安定性が問題となる。規制の観点から

は、VRE に周波数制御のサービス提供を義務づけるようにルール変更する必要性を示して

いる。 
• 段階 5：追加対策無しに VRE を更に増加させることは、VRE 出力が需要を越え、構造的な

余剰により正味需要が負となる現象が頻繁に現れ、結果的に VRE 出力を抑制する必要が生

じる。VRE 出力が高い期間に需要をシフトする、あるいは、VRE 発電に対して新しい需要

を作ることでこの問題を軽減することができる。もう一つは、隣接する電力系統との相互

連系を強化することも可能性としてある。この段階では、高圧系統に接続されている全火

力発電の運転を止めて、VRE だけで全ての需要を賄うことが、ある期間では可能になる。 
• 段階 6：更に高い VRE の比率を高めるための障害は、風力と太陽光発電の稼働率が低下し

た時、全ての需要を賄えるかということである。この段階は、季節的な電力貯蔵、あるい

は、水素等の合成燃料が潜在的に必要になるのが特徴である。 

各国は、VRE の開発段階に応じて区分することができる。現在、VRE 導入が最も進んだ国

でさえ、段階４のレベルの課題に取り組んでいる状況であり、世界のほとんどの国は段階１

か段階 2 に区分されている。段階の区分は VRE の比率だけでなく、電力システムの特性にも

依存している。大きな電力システムでは低い段階に区分されていても、その中の特定の領

域、または下部のシステムでは既に高い段階に達している場合もある。例えば、オーストラ

リアでは全般的な VRE の比率は低く課題もそれ相応である、にも拘わらず、南オーストラリ

アでは高い導入率で段階４の課題に直面している。（図 2.2） 

更に、他の条件は同等である場合、小さいシステムの方が大きいシステムに比べて、高い

段階に分類されている傾向がある。例えば、アイルランドは段階３にあるスペインより VRE
比率は低いが、段階４に区分されている。 

                                                           
3 正味需要とは、需要から VRE 発電量を差し引いたもの。 
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図 2.2 • 段階別の代表的な国（2016 年） 

 
出典: Adapted from IEA (2017c)、 Renewables 2017: Analysis and forecasts to 2022. 

キーポイント • 世界の殆どの国ではシステム統合は段階１か２であるが、今後、更に、段階が上がった領域

を経験することになる。  

この VRE システム統合の異なる段階を、前述の時間スケールに基づくより細分化した柔軟

性の定義と組み合わせることが可能である。表 2.2 は VRE 導入の段階を区分したもので、主

として柔軟性の代表的な時間スケールに焦点を当てている。ここで説明されている内容は、

電力システム全般のトレンドを捉えたものであり、全ての可能な状況を網羅するものではな

い、ということに留意が必要である。 

表 2.2 • VRE 導入の各段階と電力システム柔軟性との関係 

段階 段階 1 段階 2 段階 3 段階 4 段階 5 段階 6 

主要な優先

事項 
通常は、シス

テム柔軟性の

問題はない 

短期の柔軟性 短期の柔軟性 
 
中期の柔軟性 
 

超短期の柔軟性 
 
中期の柔軟性 
 
長期の柔軟性 

長期の柔軟性 
 
非常に長期の

柔軟性 
 

非常に長期の

柔軟性 
 

システム柔軟性の階層 
電力システム柔軟性は次の三つの異なる側面から定義することができる。（IRENA、IEA 及

び REN21 から引用） 

• 利用可能な技術的オプション（設備とインフラ、あるいは「何を」） 
• 事業者が技術的解決策を利用する際に経験する、経済的インセンティブと他のシステム構

成（政策、規制及び市場構成、あるいは「どのように」） 
• 柔軟性を提供する種々の事業者の役割と責任（制度的、あるいは「誰が」） 

例えば、設備とインフラの面では、需要側をもっと柔軟に対応できるようにするために遠

隔の負荷制御装置を特別に設置する必要がある。政策、規制と市場構成の面では、柔軟性を

支援し適切な経済的インセンティブを提供する市場設計において、電力価格を時間帯によっ

て変更する必要があるかもしれない。そして恐らく、制度的には柔軟性アグリゲーター＊の

ような新しいプレイヤーが参加を許されることになるだろう。これらの三つの側面は相互に

協力してシステムの柔軟性を支援するよう機能しなければならない。（図 2.3） 

＊訳注：アグリゲーターとは、需要側の資源等を集めて利用する事業者。OCCTO 用語集では「需要家エネルギ

ーリソース（DSR）や分散型エネルギーリソース（DER）を統合制御し DR、VPP の機能を提供する事業者。」 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
% VRE 発電割合

段階 1 - 影響なし 段階 2 - 正味需要に影響 段階 3 - 柔軟性が重要 段階 4 - 短期の柔軟性も必要
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図 2.3 • システム柔軟性の異なる階層 

 
キーポイント • 電力システムの柔軟性を高めるために、技術的、経済的、制度的な政策の階層は互いに影響

しあって、整合的な取り組みが必要である。 

設備とインフラ: システム柔軟性の「What」 
設備とインフラは物理的な電力システムの柔軟性を提供する技術的資源を含んでいる。つ

まり、これは、物理的な機器そのものと機器が提供する柔軟性のサービスの両方を含んでい

る。それは、電力システムの柔軟性の「何を」である。柔軟性資源の価格、課題、能力に関

しては IEA(2014)に詳細に記述されている。 

システム柔軟性に関する設備とインフラは次の５つのカテゴリーに分類される。つまり、

負荷配分可能な発電、最新の VRE、需要側の資源、電力貯蔵と送配電網のインフラ構造の５

つである。 

負荷配分指令可能な発電は、現在、需要の変動と VRE 出力を受け入れる全ての電力システム

の柔軟性を高める主要な資源となる。負荷配分指令可能な発電機は VRE 出力が過剰になる、

または需要が低下した時、出力を減少、または完全に停止させてシステム柔軟性を確保する。

同様に、それらは、VRE の稼働率が低下し、需要が急激に増加した期間には、急激に増負荷、

またはユニットを急速起動して、これをカバーすることになる。それは、また、一日を通して、

短期から超短期の範囲の柔軟性を提供することになる。発電所の改造、廃止／リプレースは発

電所群の柔軟性を向上させることになる。 

最新の VRE は、VRE がその変動と、需要と供給の不確実性さを管理できる先端技術を採用し

ている。超短期、非常に短期の柔軟性に関しては、最新の VRE は系統接続の電子制御ソフト

ウェアを使用しており、速い周波数応答性、急速な負荷変化、運転予備力など、多岐にわたる

サービスを提供している。長期の時間スケールに関しては、最新の風力発電と太陽光発電を適

正な比率で、設置場所も戦略的に良い場所を選定することによって、長期的な変動と不確定要

素を減少させることが可能である。このような VRE 導入のアプローチはシステム全体を最適

化するため、システムとの協調性が高いと評価されている。 

需要側の資源は、需要と供給のコスト効果のあるバランスを図れる可能性があり、また、緊急

時の電力のバックアップ、VRE 統合の促進、その他幅広い範囲のシステムへのサービス、な

どのポテンシャルもある。デマンドレスポンスの目的に適した幅広い技術が存在する。これら

に共通する特性は、ある期間、電力消費をシフトしたり、調整したりする能力であり、例外的

な状況では、直前の通知で電力消費を抑制することもある。これらの資源は、代表的には、非

常に短期と短期の柔軟性改善に役立っている。もう一つの需要側の資源の形態は、消費者の行

動と負荷パターンの変更を目的とした価格シグナルの明示的な利用である。 

電力貯蔵は、大規模に電気エネルギーを吸収し、後に電気エネルギーとして返還する全ての技

術を称する。裁定取引の機会が、過去 40 年間、電力貯蔵技術を発展させ、特に有効な電力貯

蔵技術として揚水発電（PSH）が採用されてきた。電力貯蔵技術は、高速の周波数応答からエ

ネルギーの大規模貯蔵まで、複数のサービスを提供し、超短期から長期にわたる時間スケール

技術的ルールおよび経済的インセンティブ

ルールと責任

系統インフラ

負荷配分指令
可能な発電所

最新のVRE 需要側の
資源

電力貯蔵

制度
（「Who：誰が」）

政策、規制、市場枠組
み（「How：どうやって」）

設備およびインフラ
（「What：何を」）
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をカバーしており、VRE の変動性による新しい課題解決にも貢献している。最近では、バッ

テリーによる貯蔵技術が急速に進歩し、コストも急速に下がっている。バッテリーは、季節的

な貯蔵には不向きだが、将来の電力システムにおける、短期的時間スケールでの柔軟性におい

ては、大きな役割を果たすことが期待できる。 

系統のインフラは、発電から需要部門に接続する全ての資産を含んでいる。即ち、交流（AC）
と直流（DC）の高圧（HV）と超高圧（UHV）送電線や、配電線、保護装置、変圧器、HV/UHV
の制御盤、配電系統機器等の付帯設備を含む。送配電網のデジタル化と同じく、より大規模な

網目状のネットワークは、VRE 導入を促進する。分散する VRE と柔軟性の資源を集合体とす

ることで、全体の VRE の出力を滑らかにし、コスト効率的な柔軟性のオプション利用を可能

とする。  

種々のカテゴリーに基づく柔軟性資源は全ての柔軟性の時間スケールに亘って柔軟性のサ

ービスを提供している。しかし、特定の技術とアプローチは異なる柔軟性の時間スケールに

適している。表 2.3 に各種技術的オプションのマップを示している。  

表 2.3 • 技術的な柔軟性資源とシステム柔軟性の時間スケールに対する 設備とインフラ（装置とサービス）

の選択肢 

          柔軟性 

時間スケール 
                

柔軟性 
資源 

超短期 

（1 秒未満～数秒） 

非常に短期 

（数秒～数分） 

短期 

（数分～数時間） 

中期（数時間～

数日） 

長期 

（数日～数箇月） 

超長期 

（数箇月～数年） 

最先端の VRE 同期性慣性力、

非常に速い周波

数応答を可能に

する制御装置 

同期性ガバナ応

答、AGC 
上げ方向/下げ方

向の余力; VRE 
を含むプラント

の AGC; ED  

ED ツール; UC 
ツール VRE 予
測システム 

UC ツール 
VRE 予測シス

テム 

UC ツール 
VRE 予測シス

テム; 電力シス

テム計画ツール  

需要側レスポンス 負荷抑制を可能

にするパワーエ

レクトロニクス 

電気温水器、電

気自動車の充電

器、大型給水ポ

ンプ、電気ヒー

ター、可変速の

電力負荷を含む

需要側の選択肢 

冷熱貯蔵とヒー

トポンプによる

エアコン、「非

常に短期」にリ

ストアップされ

たほとんどの機

器 

時間帯別小売料

金のためのスマ

ートメーター 

需要予測装置 需要予測装置、

パワーtoガス 

貯蔵 スーパーキャパ

シタ、フライホ

イール、バッテ

リー貯蔵、閉水

路揚水 

バッテリー貯蔵 バッテリー貯蔵

CAES; 揚水 
揚水 揚水 揚水、水素製

造、アンモニア

またはその他の

パワーtoガス／

液体燃料;  

従来型プラント 機械的慣性力、

負荷抑制手段 
ガバナ調停; 
AGC 

サイクリング
＊、ランピング＊

＊; AGC 

サイクリング＊; 
急速起動、中間

起動 

発電所運用基準

の変更 
プラント改造；

柔軟なプラント

への改造、既設

発電機を予備力

として維持 

系統インフラ 同期性コンデン

サ、その他の

FACTS 装置 

SPS; 系統保護

リレー 
系統間送電、国

境間送電線 
系統間送電、国

境間送電線 
送電線のダイナ

ミックレーティ

ングを可能にす

るような制御・

通信システム、

SVC、WAM の

ような HV 機器  

送電線、送電線

の増強 

備考：AGC=自動発電制御：CAES=圧縮空気貯蔵：FACT=フレキシブル交流送電システム、SPS=特別保護装置：SVC=
静止形無効電力補償装置：WAM=広域監視システム 

訳注：＊サイクリング：起動停止を含む大きな出力変動を伴う運転、＊＊ランピング：（急速な）負荷変化 
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柔軟性資源としての設備の役割を評価する時、既設の電力システムにおいていまだに一般

的に行われている注目すべき制限に対処することは有益である。一つの主な要因は、定常運

転中の設備の物理的制限だと思われる。たとえば石炭火力発電所における最低負荷が、ボイ

ラの圧力制限や、燃焼の安定性からある値より（例えば 50％以下に）下げられない、という

ことがある。しかし、世界的な経験から、設備を改善すれば 10～35％まで下げられる可能性

があるということが示されている。これは、ユニットマスター制御、給水制御とボイラ制

御、蒸気タービン等の機能向上のための改造工事、などのコスト効率的な組み合わせによ

り、達成可能である。（３章を参照） 

更に、色々な発電設備の可能な起動サイクルの制約により、次の運転状態に移るまでに

は、最低限、時間を保持し、プラントを直ぐに停止、または再起動してはいけないという制

限がある。この制限の事例は、一般的に、最短の起動、停止時間に関連して火力発電技術に

適用されるが、原子力発電も含まれている。特定の原子力発電所の場合、プラントがトリッ

プした直後にキセノンが生成されるため、原子炉をすぐには再起動できない。 

設備の柔軟性不足は送電線系統の制約にまで影響を与える。これは、隣接する系統間また

は需給調整エリアの需要と供給のバランスが、地域間連系線の接続（混雑）状況により制約

を受けるからである。   

政策、規制および市場の枠組み - システムの柔軟性の「How」  

政策、規制および市場の枠組みは、柔軟性の目標を達成するための設備やインフラへの投

資や運用に影響を与える電力システムス利害関係者の経験を反映するシグナルを提供する。

これらの枠組みは、システム柔軟性を満たす設備やインフラの展開と運用に、多くの面で影

響する。 

• 設備や電力システムの運用に影響を与える技術的ルールおよび基準 
• 設備やインフラの運用に影響を与える経済的インセンティブ 
• 新しい設備やインフラへの投資に影響を与える経済的インセンティブと計画手法 

これらのそれぞれについて、順を追って説明する。  

設備と電力システムの運用に影響を与える技術的規則と標準  

設備やインフラが柔軟なサービスを提供するための規制要件はあるか？ 高いレベルでは、

1）設備にどのような柔軟性を持たせる必要があるか、2）設備やインフラを柔軟に活用する

ために電力システムをどのように運用するか、が規制要件の範囲に影響する。技術的規制と

標準の重要な例を以下に示す。重要なことは、規制要件の多くは強い経済的影響を有してお

り、以下のように分類されている。 

系統連系要件（グリッドコード）は、すべての電源に通常必要とされる性能基準と機能を明

示している。系統連系要件は、発電機器に関しては、発電装置の様々な部分がどのようなサ

ービスを提供できなければならないかを決定する。例えば、ドイツは最近、非常に小さなシ

ステムの数が増えたためにより大きな系統運転予備力が要求されていることから、低圧ネッ

トワークへの分散型発電機の接続（VDE-AR-N 4105）の申請ガイドラインの改定を実施して

いる（VDE, 2011）。送電システムでは、系統運用規程は、どのような柔軟性戦略（例えば、

ダイナミックレーティング、アクティブネットワークマネージメント＊）を採用しているか

によって、運用の柔軟性に影響を与える。 
＊訳注：アクティブネットワークマネージメント（active network management）：配電系統側で無効電力や電圧を能動的に

制御する方法。 

システム運用基準は、電力システムのセキュリティと安定性を保証するため電力システム運

用者によって設定される。これらの基準は、一般的にシステム周波数、電圧に焦点を合わせて

システムの供給予備力を確保している。外乱に対処する性能もまた一般的に明示されている。
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電力システムの運用に関する特定の規制を課す（例えば、いかなる時点でも確保す周波数調整

容量を規定する）ことによって、設備がどのように柔軟に運用されねばならないかに強い影響

を与える。 

需給調整エリアの協調のための規則は、システムの運用基準と非常に絡み合っており、隣接す

るシステム間で電力を送電できるガイドラインを定めている。これらの規則の有無は、電力シ

ステムの設備の運用に大きく影響する可能性がある。これらの取り決めもまた重大な経済的影

響がある。 

VRE の予測手法は、システム運用基準と密接に関連している。VRE 予測の相対的な精度は、

予測がシステム運用の決定にどれほど効果的に統合されているかと同様に、どれだけの発電所

容量が最終的に予備力として保持されるかに影響を及ぼす。より正確で統合性の高い VRE 予

測を行うことにより、予備力として保持される発電所容量を減らし、その分柔軟に運用するこ

とが可能になる。 

環境規制における、二酸化炭素排出量、地域の大気や水などを管理する側面は、発電所の運転

方法に大きく影響する可能性がある。例えば、河川系の環境規制は、水力発電事業者に制約を

与え、常に柔軟に運転する能力に影響を与える可能性がある。 

設備とインフラの運用に影響を与える経済的インセンティブ 

柔軟性サービスの提供に対する報酬を求めて、設備の所有者はどのような枠組みに参加し
ているか？ 実際には、電力システムにおけるさまざまな経済的インセンティブが設備の運用

に影響を及すが、その中で最も重要なものは以下の通りである。 

契約条件（電力部門の関係者間のもの）は、電力システムの設備とインフラが柔軟に運用で

きるかどうかに大きく影響する。 これらは、経済的側面と事業的側面の両方に関連してい

る。 例えば、テイク・オア・ペイの規定は、電力購入契約および発電所燃料調達契約におい

て非常に一般的である。これらの規定は、有用なリスク軽減手段として役立つが、発電所を

特定の運転モードに固定し、発電所の潜在的な柔軟性にアクセスする能力を経済的に制限す

る可能性がある。同様に、発電所保守契約条項は、柔軟に運用するための発電所の経済的動

機に影響を与える可能性がある。保守費用は、通常、起動および停止の回数に依存するた

め、電力システムにとってそうした方が経済的である場合にも、発電所を停止する動機は減

ることになる。場合によっては、発電所を停止するための何がしかの動機を提供することが

経済的に有効かもしれない。送電線に関する発電所との契約条件は、送電線の容量を増やす

ための送電線のダイナミックレーティング方式など、柔軟な系統管理手法が必要とされる範

囲に影響を与える可能性がある。  

市場の規則は、電圧維持や予備力などのサービスに対する市場の決済や市場外支払いに基づ

いて、さまざまな設備の優先順位付け、負荷配分、報酬の支払い方法を決定する。卸電力市

場では、市場に関する規則によって特定のシステムサービス（エネルギー、容量、予備力な

ど）の報酬が決定される。また、市場運用のための負荷配分期間や入札締め切り（ゲートク

ローズ）時間、価格の地域区分、および運用上の行為に影響を及ぼす他の技術的側面を特定

する。より高度な電力市場では、柔軟性を奨励する製品の開発と導入は、システムの要件に

合わせて柔軟に設備を運用する関係者に報酬を与えるのに役立つ。市場ルール内の様々な奨

励策の存在は、新しい設備への投資にも影響を与える可能性がある（次節を参照）。 

料金体系はまた、需要側の多くの側面に影響を及ぼす可能性がある。いくつかの状況では、

卸売エネルギー料金は、単一の購入事業体によって販売業者/小売業者に提供される（例え

ば、南アフリカ、タイ）。これらの設定では、料金体系が時間とともに変化する（時間に関

係なく一律、季節別、ピーク／オフピーク、時間別などの料金）か、エネルギー以外の要素

（ピーク需要に基づく料金など）があると、系統が緊迫状態にある期間中の需要を削減する

ために、配電事業者と最終消費者に経済的なシグナルを送ることができ、より幅広い意味で

需要を柔軟にしてエネルギー調達コストを削減することになる。そのためには、時間変動型
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の小売電力料金表やその他の代替料金体系（クリティカルピーク価格設定など）の手段は、

小売業、商業および産業部門におけるエンドユーザーの消費行動に影響を及ぼす可能性があ

る。これらの戦略は、通常、新たなスマートメータリングや情報通信技術インフラの導入を

必要とする。 

新しい設備やインフラへの投資に影響を与える経済的インセンティブと計画手法 

どのような経済的インセンティブや計画手法が、電力システムの柔軟性を持つ設備やイン
フラへの新たな投資に影響を与えるか？前節で説明した柔軟な運用のための経済的インセン

ティブは、新しい柔軟性のある設備とインフラのための魅力的な投資環境を育成する上で大

きな影響力を与える。しかし、新しい設備とインフラへの投資に直接関係する他の政策、規

制、市場の側面も明らかにする価値がある。 

長期計画の実施は、広い範囲で、新しい柔軟性設備の要件と性質、インフラに対する投資を

知らせることができる。集中計画プロセス（例えば、統合的資源計画）を伴う場合、長期計

画策定は、柔軟性を持つ設備への投資の種類、場所および規模に直接影響を与える可能性が

ある。集中的でない計画プロセスでは、需要と供給のバランスを取るためにその設備がシス

テム上で十分利用可能であることを確実にするために、市場のシグナルに依存する場合があ

る。このような場合には、長期計画の実施によって、さらなる柔軟性の必要性が確認され、

市場ベースで対価を得る新たなメカニズムを作る必要性が生じるかもしれない。 

コスト回収のための規制枠組みは、従来の規制下での電力市場では、どのような新しい設備

とインフラへの投資を行うかを決定する際に大きく影響する。需要側では、規制当局によっ

て認可される規制や小売料金などのコスト回収条件は、事業者がデマンドレスポンスのプロ

グラムを実施するインセンティブにも逆インセンティブにもなる。送電に対する投資の場合

は、システムの柔軟性ニーズをサポートするためにラインを運用してコスト回収ができるか

どうかで送電システム所有者の判断材料になるし、発電部門では、規制対象プラントへの柔

軟性に対する改造投資を行うかどうかは、電気料金負担者に転嫁できるかどうかによって大

きく変わる。  

政策、規制および市場戦略の詳細な議論については、例えば IEA（2017a）および 21CPP
（2015）を参照のこと。  

制度：システムの柔軟性の「Who」 

制度的な階層は、電力システム運用および計画に関するシステムの柔軟性を提供できる

様々な関係者と利害関係者の役割と責任を包含している。重要な関係者は、エネルギー分野

における政策決定者、電力会社、系統運用者、発電所運用者、需要サイドのリソース、規制

当局や投資家が含まれる。制度的側面も密接に関係者や利害関係者を管理する規則に繋がっ

ている。 

制度上の問題の主な区分は次の通り。 

• 関係者の参加：参加ルールは、システムの柔軟性に寄与できる関係者の関与を妨げるか？

例えば、誰が柔軟性のある設備を所有し、あるいは運用することが許されるか？VRE 発電

事業者は柔軟性のあるサービスを提供し、補償を受けることができるか？ 他の新しい関係

者（例えば、分散エネルギー資源アグリゲーター、貯蔵運用者、エンドユーザー）は、提供

できる柔軟性サービスの分野に参加して収益を上げることができるか？ 
• 役割と責任：系統運用規程と接続要件、システム運用、市場管理（重要な場合）、および計

画を担当する関係者は誰か？これらの関係者間でどのような利益相反があるか？中立で技

術的に資格のある機関が系統運用規程を担当するか？特定の責任を持った関係者が他の関

係者の参加を妨げるような事はないか？ 
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• 関係者間の調整：バランスをとらねばならない近い領域での多数の計画者と運用者間の調

整とコミュニケーションはどのようになされているか？同じ状況下にある送電部門と配電

部門の間で調整はどのように行われるか？バランスをとらなければならない領域内とその

境界に位置付けされる責任ある組織間の調整の欠如が、特定の柔軟性の実施を制限するこ

とはないか？ 
 
電力システムの制度上の硬直性は、電力システムの運用における不明な役割と責任によっ

て生じている可能性がある。より具体的には、これは、適切な市場枠組みや制約された市場

ルールがないために、技術的に柔軟性を提供できる市場参加者が能力を発揮できないことを

意味する。 

制度上の問題は、適切な参加メカニズムがないために電力システムに柔軟なサービスを提

供できる特定の技術を見過ごす可能性がある。それらは、既設の自由化された電力システム

に普遍的な硬直性の主な原因の一つである。デマンドレスポンス対応のアグリゲーターがエ

ネルギーおよびアンシラリーサービス＊市場に参加するための免許を確保できないという多

くの電力市場に見られる需要側参加への障壁が、わかりやすい例である。 

＊訳注：アンシラリーサービスとは、周波数調整や電圧調整、予備力の確保などのサービス。 

制度的な硬直性のもう一つの一般的な形は、電力貯蔵プロジェクトに見ることができる。 
これらのプロジェクトは、特定のグリッド機能（例えば、送電ネットワークの動的無効電力

支援サービス）を提供するために契約されるが、そのために契約上、他の機能（例えば、経

済的負荷バランスまたはエネルギー裁定取引）の提供が制約される。エネルギー貯蔵から複

数の収入源で収益化するこの機会がないということは、様々な時間枠にわたる柔軟性サービ

スのためのシステムにとって貴重なプロジェクトの経済性を制限してしまう可能性がある。

同様に、VRE 発電所は、出力を制約した運用によって予備力を提供する物理的能力があるに

もかかわらず、予備力市場への入札を制限される可能性がある。 
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第3章 発電所レベルでの柔軟性 
ハイライト  

 

前の章では、柔軟性、その複数の側面、およびポテンシャルを開放するために利用できる

手段について紹介した。この章では、発電所とその柔軟性を提供する役割について詳しく説

明する。 

すべての発電所は、他の形態のエネルギーを電気に変換するという基本的な性質を共有し

ている。発電所の特性は、投入エネルギーと設計によって大きく異なる。例えば、石炭を燃

焼するコジェネ設備は、予備用ディーゼルエンジンとは大きく異なる。前者は建設費が高価

であるが、運転費は安価である。後者の場合、これとは逆に建設費は安価であるが、運転費

は高い。その結果、燃料費が安い発電所は、多くの時間稼働するように設計されるが、燃料

費が高い発電所は時々しか稼働しないことになる。これらの異なる運転モードは、特に、発

電所の起動に先立ってどれくらい前に通知する必要があるか、または、どの程度速くそして

どの程度まで発電量を変更できるかなどといった発電所の技術的設計に関係する。 

• 発電所は、関連するすべての時間スケールにわたって柔軟性を提供することができる。

しかし、コスト構造（固定費と変動費）や燃料の種類やプラント設計によって、発電所

の柔軟性の性能には大きな違いがある。この報告書で報告された経験と事例は、すべて

の発電設備ではないにしても、多くの設備が異なる時間スケールにわたって柔軟に運用

できることを示している。 
• 多くの最近の電力システムにおいて、既存の火力発電所の役割はより柔軟な運用モード

に移行しつつある。これらのプラントはますます重要なサービスをシステムに提供する

ことができるが、同時にエネルギー（訳注：kWh 単位で販売する電力）の売上の減少に

よって、発電所の資金的な維持可能性に関する問題や、多くの市場において報酬体系の

再評価の必要性が生じている。 
• 多くの場合、風力や太陽光の普及率が高まることにより、新しい技術的および経済的要

件が、既存の発電所の最適な運用方法や新しい発電所の設計に影響を与える可能性があ

る。特に、変動性の発電のシェアが高い場合は、最大出力で 24 時間稼働するように設計

されている発電所を含めて全ての発電所の出力を市場の状況に応じて調整することで、

最低のコストで電力を供給することができる。 
• 当初は「柔軟性のない」ものとして設計され、運用されてきた発電設備が、より高い柔

軟性のある設備に変化することに成功している。発電所は、柔軟性を高めるように改造

することができる。これは、発電所の起動･停止時間の短縮、最低負荷の低減、出力変化

速度の上昇などである。 
• 一口に改造と言っても、コスト面では広い範囲で異なる。最も費用対効果が高いのは、

操作手順の変更や新型の監視および制御装置の追加による柔軟性の開放である。より大

がかりな改造には、追加の設備投資が必要となり、プラントの構造上の変更が必要にな

るかもしれない。 
• 発電所の柔軟性を高めることは、すべての関連する利害関係者の発電所の柔軟性に関す

る認識を高めることから始めて、包括的なアプローチによって達成されるのが最善であ

る。現在の機能の理解、試運転の実行、情報技術（IT）機能の改善も一般的な優先事項で

ある。 
• 変動する再生可能エネルギー（VRE）プラントは、規制および市場規則が許せば、様々

なシステム柔軟性サービスを提供することもできる。 
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発電所タイプの多様性は、異なるタイプの発電所を系統上で組み合わせることによって活

用される。この組み合わせ手法によって、電力供給の全体的なコストを最小限に抑えなが

ら、信頼できる電力を常に確保することができる。歴史的に、このような組み合わせをする

ようになった最も大きな理由は、電力需要の構造にある（詳細は次節の記載を参照）。化石

燃料や原子燃料、バイオマス、地熱、貯水池の潜在的なエネルギー4など、蓄積されたエネル

ギーから電力を生産することによって運営されている発電所はすべて、柔軟性サービスを提

供する能力を備えている。 

これまでと異なるコスト構造と技術的特性を備えた新世代の技術、特に風力と太陽光発電

設備が、大規模にシステムに導入されるにつれ、最小コストを実現する発電所の組み合わせ

も変化していく。更に、既設の発電所がどのように最適に運用されるか、または新しい発電

所がどのように設計されるかに影響を与える可能性のある新しい技術要件が現れる。最終的

には、発電所の分類方法についても、特に VRE などの新しい技術に対応するために、全体的

な枠組みにおいて変更する必要があるかもしれない。 

この章では、発電所を分類する従来の枠組みを見直し、現代の電力システムにおける発電

所の特徴を示す枠組みを紹介し、発電所がどのように（第 2 章で紹介したような）各タイプ

の柔軟性を提供できるかを示す。これを基に、（燃料タイプ別に構成された）異なる技術の

柔軟性についてより詳細に検討する。各種のケーススタディを通して、柔軟性を高める複数

の選択肢についても焦点を当てる。 

従来の発電所の分類 
電力システムは、時間帯別、週日／週末別、季節別に変化する需要に対応するために、常

に電気需要の変化に柔軟性を必要としてきた。詳細は電力システムによって異なるが、電力

システムの計画者は、電力の需要をベースロード、ミドルロード、ピークロードという三つ

に分類することが有用であると理解していた（図 3.1）。 

図 3.1 • 従来の電力需要の分類 

 
Note: MW =  メガワット 

キーメッセージ • 電力需要は伝統的にベースロード、ミドルロード、ピークロードという異なるカテゴリー

に分類されていて、歴史的にそれが発電所の役割を分類する基準となっていた。 

需要曲線の最下部がベースロードである。これは、短期的な需要の変化にかかわらず、常

に提供される必要がある電気である。下から 2 番目の部分はミドルロードである。この部分

                                                           
4 流れ込み式水力発電と背圧発電のコジェネ設備はおそらく最も注目すべき例外である。 
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は、家庭、業務、産業の活動レベルに応じて、一日を通じて変化する。ピークロードは、そ

の日の需要の最も高い部分（または考慮すべき他の時間帯）を指し、最大のエネルギー需要

を必要とする短い時間帯である。年間でのピーク需要の最高レベルは、「システムのピー

ク」として知られているが、これはしばしば暖房または冷房の季節的なニーズによって引き

起こされる。 

この歴史的な需要の分類は、電力システムがどのように計画され、規制され、資金調達さ

れ、概念化されたかということに強くつながっている。そして、過去数十年にわたる発電所

の設計と最適化に影響を及ぼしてきた。要するに、電源の設計と運用はそれぞれの需要分類

の異なる要件に合わせて最適化されてきたのである。 

ベースロード用の発電所 

ベースロード発電所は、大半の時間を安定した出力レベルで運転している。この運用モー

ドは、運転コストが安いために高い建設費が許容されるというコスト構造の結果である。そ

のような技術には、例えば、石炭、原子力発電所、および一部の流れ込み式水力発電所など

がある。従来の運用においては、これらの発電所は技術的および経済的観点から最も柔軟性

に乏しかったが、ベースロードとしての伝統的な用途はあまり柔軟性を必要としなかったの

である。起動時間が長く、最低負荷レベルが高く、出力を変更する速度に制約があるため、

これらの発電所はランピングの柔軟性がほとんどない。 

ベースロード用に設計された発電所は、通常、生涯を通じての起動･停止回数が少ない。い

ったん認可され、系統に並列されると、非常に長期間停止することなく運転される傾向があ

る。ベースロード発電所の建設費は高いため、経済性を維持するためには稼働時間を最大に

する必要があり、したがって中期および長期的な柔軟性も限定的な可能性がある。5 一方

で、これらの発電所はほとんどの時間系統に接続するよう設計されており、同期発電機であ

るため、これらの発電所の一部は超短期的かつ非常に短期的な柔軟性にも寄与できる。6 い
くつかの貯水式水力発電所はベースロード用として機能するように設計されており、その多

くは短期間で大きな費用をかけずに柔軟なサービスを提供することが可能になる。 

ミドルロード用の発電所 

中間需要に対応するように最適化された発電所は、1 日を通してその出力を上げ方向、下

げ方向に調整して需要の変化に対応するように設計されている。中間メリット発電所 7と呼

ばれることもあるが、頻繁に、場合によっては 1 日 2 回、起動と停止を行うように設計され

ている。ベースロード発電所よりも最低負荷レベルが低く、出力を比較的迅速に変化させる

ことができる。このような発電所の例としては、コンバインドサイクル・ガスタービン

（CCGT）発電所とこの種の用途に最適化された石炭火力発電所がある。8 多くの貯水式水

力発電所も、貯水池の規模と水の流入パターンに応じて、この範疇に分類される。非常に急

速に稼働することができる水力発電所を除いて、ミドルロード用発電所の起動時間はベース

ロード用発電所よりも短いが、系統に電力を供給するには数時間前に通知する必要がある。

そのようなプラントは、一般的に、寿命を通して非常に多数回の起動停止ができるように設

計されているが、起動時間の遅延に対応するためには適切なスケジューリングを必要とす

る。このように、ミドルロード発電所は、短期および中期の柔軟性を大幅に高めることがで

                                                           
5 一つの例外は、計画されたメンテナンスとプラント改善のタイミングである。これらは通常、電力需要の低い季節に計画さ

れている。 
6 多くのベースロード発電所は、運転予備力と周波数調整のために、最大出力付近の小さな変動が可能であるように設計され

ている。 
7 発電所のメリットオーダーは、短期的な限界費用に従って発電所をランク付けする。そのランク付けは主に燃料費を反映し

ている。ミドルロード発電所の燃料費はベースロード用発電所より高いが、ピークロード用発電所よりも安い。したがって、

それらはメリットオーダーの中間に位置していることから、中間メリット発電所と呼ばれるようになった。 
8 柔軟に設計されていない CCGT もある。 
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きる。また、長期および非常に長期の柔軟性にも寄与しうる。一度稼働すると、短期や超短

期の柔軟なサービスも提供することができる。 

ピークロード用の発電所 

ピークロード発電所は、ミドルロード発電所の起動に猶予を与えるために非常に短時間

か、あるいはたまにしか発生しない非常に高い電力需要期間をカバーする。ピークロード発

電所は、予期せぬ発電所停止や予測ミスのようなでき事が起こった後に数分で稼働すること

がある。この役割を果たすために、ピークロード発電所は起動時間が非常に短く、出力調整

速度が速い。そのコスト構造により、高い運用コストを許容する一方で、固定費を最小化す

る事が求められている。オープンサイクルガスタービン（OCGT）、一群のレシプロエンジ

ンおよびある種の水力発電所は、伝統的にピークロード発電所として運用するように設計さ

れている。ピークロード発電所は優れた柔軟性を有した出力調整と短期から中期の柔軟性サ

ービスを提供するのに適している。長期の柔軟性を提供することは、（高い燃料費での）長

時間稼働を意味する場合は不経済になる可能性がある。ピークロード発電所は、需要の変動

が少ないほど稼動時間が短くなるため、短期や超短期の柔軟性提供は歴史的に見てさほど重

要な役割ではなかった。  

コスト構造と柔軟性特性のリンク 

これまで説明したように、異なる負荷区分に経済的な電力供給をしたいという願望によ

り、発電所設計の差別化が生じた。これらの差別化は、経済的および技術的な側面を有して

いる。経済的観点からは、ベースロード用発電所は 1 日 24 時間、年間のほとんどの期間稼働

するときに、最適なコストになるように設計されている。ランニングコストが低い限り、よ

り高い投資コストが許容される。ピークロード用発電所では、それは逆で、固定費が十分に

低い限り、高い燃料費は問題ではない。技術的には、本来常時稼動する予定の発電所は、多

くの起動停止、または急激な出力の変化に対応するようには設計されていない。逆に、限ら

れた時間内に迅速に系統接続する必要のある発電所では、急速起動と急激な出力変化機能が

重要である。 

同じ燃料のすべての発電所が、同じレベルの柔軟性を提供するように設計されているわけ

ではない。したがって、一部の CCGT は柔軟性があるが、他の CCGT は柔軟性がない。より

詳細に以下に説明するように、発電所の技術的柔軟性を高めることは可能である。しかし、

発電所のコスト構造は依然として基本的なものであり、発電所が短期の柔軟性を提供するこ

とが技術的に可能であっても、そのコスト構造はより柔軟な運用の経済性に影響する。 

発電所の新たな特徴づけ  
VRE の割合、需要側・マネジメントおよび分散型電源が拡大している現代の電力システム

においては、負荷の種類に基づく発電所の古典的な分類は、関連するすべての側面を把握す

るにはもはや十分ではない。第一の理由は、既設の発電所の役割と、供給が合わせるべき負

荷の種類が変化しているからである。これは、多くの場合、VRE のシェアの増加により、よ

り柔軟な運用が必要になることが要因である。第二の理由は、VRE 発電所のような新しい電

源は上記の分類によって捉えられない。それらは非常に資本集約的という意味からはベース

ロード用発電所に似ているが、設備利用率は、ミドルロードまたはピークロード用発電所に

近い。運用時には、短期、非常に短期、場合によっては超短期の柔軟性を提供できる。しか

しながら、多くの従来の発電所と基本的な違いがある。即ち、VRE の燃料は保存ができない

し、その利用可能性は地理、気候、天候によって異なるからである。 

この章では、これらの問題を二段階で解決する。まず、従来のベースロード、ミドルロー

ド、ピークロードの分類を、発電所の「エネルギー量の寄与」と「エネルギー選択肢の寄
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与」に区別するより一般的なアプローチに関連付ける。次に、異なるタイプの発電所は、各

発電所が行うことができる柔軟性の寄与毎に分類される。注意すべきは、現代の電力システ

ムでは、発電所のシステムへの寄与はデマンドレスポンスや貯蔵などの他のシステム資源の

存在によって影響されるため、これらの役割は必ずしも固定的なものではない、という点で

ある。 

システム寄与に基づく発電所の役割：エネルギー量とエネルギー選択肢の
寄与 

現在、電力は一般にコスト効率良く長期間にわたって貯める事ができず、電力需要は容易

に時間をシフトすることができない 9。大規模で費用対効果がすぐれた電力貯蔵の選択肢が

限られているため、電力需要を確実に許容できるコストで満たすためには、発電所には全く

別個の二つの機能が求められる。第一には、需要を満たすためには、少なくとも一年にわた

って、十分に費用対効果の高い電気を発電する必要がある。第二には、すべての発電所の合

計出力は、各瞬間、瞬間の需要に合致させなければいけない。10 

発電所の役割を、（1）エネルギー量（訳注：kWh）の寄与と（2）エネルギー選択肢（訳

注：kW またはΔkW）の寄与、という 2 種類のシステム寄与に基づいて検討することは有用

である。 

エネルギー量の寄与とは、発電所が所与の期間にわたって需要を満たす低コストで大量の

エネルギーを提供する程度を示す指標である。伝統的な発電所分類との比較として、エネル

ギー量で寄与する発電所は、VRE による発電が少なく火力発電技術が支配的な電力システム

においては、最大出力付近で稼働するベースロードの石炭火力発電所または原子力発電所と

同等である。最小コスト負荷配分を行う現代の電力システムでは、VRE 発電所は（相当高い

シェアがある場合）本質的に、純粋にエネルギー量の寄与を行う。運転コストがほぼゼロで

あるため、風力または太陽光が利用可能で、システムがそれらを受容することができるとき

はいつでも、発電量の全量が負荷配分される。 

エネルギー選択肢の寄与とは、一定期間にわたってエネルギーとその他の重要なシステム

機能の需要を満たすために、発電所が利用可能な程度を示す指標である。したがって、発電

所は、必要なときには何時でも発電を開始できるのであれば、より高いエネルギー選択肢と

いう寄与ができるものとして特徴付けられる。伝統的な電力システムの分類の下では、

OCGT のようなピーク電源は、システムに対して圧倒的に高いエネルギー選択肢の寄与があ

るとみなされる。年間数時間、しかも時たまにしか運転されないにも関わらず、システム運

用者が必要なときにいつでも使えるので、システムに重要な価値を提供している。 

発電資源のエネルギー量とエネルギー選択肢の寄与がいかに重要であるかという概念を踏

まえて、発電所のより一般的な特徴付けを引き出す事が可能である（図 3.2）。このアプロー

チでは、ベースロード、ミドルロード、ピークロードという従来の発電所の分類も取り込む

ことができる。 

このアプローチは、発電所が、何を提供するように設計されているかでも、技術的に何を

提供できるかでもなく、与えられた電力システムでどのように利用されているかに応じて発

電所を位置づけるところに注目する価値がある。例えば、VRE のシェアが増加したシステム

から要請される新しい運転パターンの結果として、発電所は、エネルギー量に焦点を当てた

寄与（例えば、従来のベースロード用石炭火力発電所）から、よりエネルギー選択肢に焦点

を当てた寄与（例えば、従来のベースロード用石炭火力発電所が、エネルギー量と価値のバ

ランスのとれた寄与を提供する）に移行することが可能であり、これはより大きな柔軟性を

意味する。既設の発電所が異なるエネルギー量またはエネルギー選択肢の寄与で新しい役割

                                                           
9  燃料は、ダムに蓄えられている水と同様に、一般的に貯蔵可能であるが、両者はそれぞれ独自の制約がある。 
10 貯蔵電力の多いシステムでは、この要件はそれほど厳しくないが、一般的な原則は適用される。 
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を果たす能力は、市場に生き残る能力を決定することになる。重要な点は、この章で提示さ

れている発電所改造の選択肢の多くは、運用パターンの移行を技術的に実現可能で経済的に

魅力的なものにすることを目指している、ということである。 

図 3.2 • エネルギー量とエネルギー選択の寄与による発電所の特性 

 
 
キーメッセージ • 発電所の役割は、エネルギー量とエネルギー選択肢の電力システムへの寄与度により異な

る。 

従来発電所の運用方法が変わる可能性  

電力システム変革を実施しているシステムは、VRE 資源、エネルギー効率、需要側管理、

電力貯蔵などの最新技術を利用し始める可能性がますます高まっている。特に VRE の普及が

進むにつれて、従来の発電所は運転条件を変える必要に迫られる可能性がある。VRE の運転

コストが非常に安いため、利用可能な場合にはすべての VRE 出力を受け入れ、運転コストが

高い従来型プラントを停止させ、系統インフラやデマンドレスポンスや電力貯蔵等の、利用

可能で費用対効果の高い柔軟な資源を使う事が、一般的に電力システムにとって最も経済的

である。しかし、依然として稼動している残りの発電所は、システムの信頼性を維持するた

めに、風力発電と太陽光発電に対応できるようにしなければならない。それをコスト効率的

かつ信頼性を損なわずに行うためには、従来の発電所は、柔軟に運転できる能力を有する必

要があり、なおかつ、VRE の稼働率が低い期間をカバーする必要がある。これらの新しい運

転条件の下では、従来型発電所の稼働時間および電気出力が抑制される可能性がある。 

発電所の柔軟性は、5 つの主なパラメータによって決まる。 

• 負荷変化幅：長いリードタイムにおいて運転可能な負荷の範囲。最低負荷は安定して運転

できる負荷変化幅の下限。一方、最大出力は容量上の制約。負荷変化幅が大きいほど運転

上の柔軟性がある。 
• 負荷変化率（ランプレート）：負荷変化幅において出力を上げまたは下げ方向に調整でき

る速度。負荷上昇率と負荷下降率は、各発電設備の特性と制御性によって異なる。 
• 最小運転時間と最小停止時間：発電機が a）系統並列後にオンラインでいる必要がある最

小時間（最小運転時間）または、b）解列後にオフラインでいる必要がある最小時間（最

小停止時間）。これらの制約は、従来の火力発電技術の技術的限界および経済的要因によ

る。例えば、従来型発電所が負荷配分を受け、その数時間後に需要が予期せず減少するか

VRE 出力が増加して、その従来型発電所が必要なくなった場合にも、指定された最小運

転時間は運転する必要があるので、適用できる柔軟性は限定される。 
• 起動時間：発電が可能となるまでに必要な事前通告的な時間、つまり最低負荷に達するの

に必要な時間。起動時間は、その時の発電所の運用状況に基づいて、コールド、ウォーム、

およびホットスタートに分類することができる。これらはプラントの温度に関連し、ユニ

ットの運転サイクルにおける時点に依存する（火力発電設備は、ユニット停止後も数時間

は暖かいままである）。コールドスタートは最も時間がかかるが、ホットスタートは大幅

に短い時間で可能である。起動中は、ユニットは電気を供給することができない。例えば、

8 時間の最小停止時間、8 時間の起動時間、および 8 時間の最小運転時間の石炭火力発電

所は、この合計 24 時間運用が制約される。 
 

エネルギー量（kWh)

エネルギー選択肢（kW)

ベースロード ミドルロード ピークロード

新しい
分類

従来の
分類
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これらの異なる要素が組み合わされて、発電所の柔軟性を形づくる。 

重要なことは、元々はベースロード用に設計されたが、現在は VRE の割合が高い電力シス

テムに適合するようにより柔軟に運転されている発電所が、最低負荷、負荷変化速度、起動

時間、最小運転／停止時間をより改善することが求められるようになるかもしれない。ベー

スロード発電所という古典的な用語は 24 時間連続運転を示唆しているため、この名前は現代

の電力システムでは誤解を招く可能性がある。従って、発電所をシステムへの寄与により特

徴づけるこの新しいアプローチは、VRE の割合が高い現代の電力システムに適していると言

える。 

発電所の種類と柔軟性要件の整合 
第 2 章では、さまざまな時間単位での各種の柔軟性を紹介した。これらは、これまでに紹

介した発電所の枠組みと組み合わせて、様々な種類の発電所がどのように柔軟性を提供する

かを図 3.3 のように分析することができる。発電所の正確な能力は、それが設計された当時

のシステムと、発電所群の変化に応じてその役割がどのように変わるかということによって

決まる。例えば、エネルギー量の寄与を行う石炭火力発電プラントは、慣性を利用して超短

期的な柔軟性を提供することや、事前に燃料が追加的に利用可能であることを確認して出力

を調整することにより長期的な柔軟性を提供することが可能かもしれない。これとは対照的

に、短期的な柔軟性は、既に稼働中で迅速に立ち上げることができるミドルロード発電所の

ように、エネルギー量とエネルギー選択肢のバランスがとれた設備、または直前の通告で迅

速に立ち上げられるガスタービン発電所が提供できる。各柔軟性に対する技術的要件と様々

な種類の発電所の対応の関係については後で詳細に議論する。どのような異なる技術が、こ

れに参加することができるかまたは奨励されるかは、一般的な制度的取り決めに大きく依存

することに留意すべきである 

図 3.3 • 発電所の種類と典型的な柔軟性寄与の関係 

 

 
キーメッセージ • 発電所は全ての種類の柔軟性をシステムに提供できる。 
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発電所における超短期の柔軟性（Ultra-short-term flexibility from power plants） 

超短期期の柔軟性とは 1 秒未満の応答を指す。この応答は電力システムの安定性に関連

し、慣性などの応答を含みガバナ応答の速度よりも速い。11 

同期発電機を使用する発電技術は、系統に同期している限り自動的に超短期的な柔軟性に

寄与する。本質的に、すべての大型（数 MW）の火力発電所および大部分の水力発電所は同

期発電機を使用している。この寄与の一つの重要な側面は慣性である。その他の重要な側面

は短絡電流であるが、この報告書の範囲を超える非常に技術的な問題である。 

インバータを使用する発電技術である VRE 発電所は、基本的に超短期の柔軟性に寄与して

いない。しかしながら、風力タービンには、慣性に基づく高速周波数応答（GE, 2017）を提

供することを可能にする広く利用可能な技術的選択肢がある。太陽光発電設備が同様の機能

を提供するためには、蓄電池を必要とする。 

既設の発電機の大部分の重要な制約は、系統に電力を供給している場合にのみこの超短期

の柔軟性を提供できるという点である。同期発電機を発電設備のタービンから切り離すこと

により、これらの二つの特徴を切り離すことが可能である。これは、廃止された発電所で常

時行うことも、クラッチを介して必要に応じて行うこともできる。例えば、タスマニアの小

型の分散型電源システムには、同期コンデンサとして動作することができるいくつかのガス

タービン発電機（CCGT、OCGT およびレシプロエンジン）および水力タービンがある。つ

まり、これらはシステムに電力を供給することなく慣性を発生させているのである（Hydro 
Tasmania, 2016）。 

超短期の柔軟性は、歴史的には発電の歓迎すべき副産物であった。移行中の電力システム

では、より価値の高いものになる可能性が高い。いくつかの状況ではますます希少品となる

ので、このサービスを評価するように市場の取り決めを変更し、システムの必要に応じてそ

の対価を提供するように調整する必要がある。例えば、英国では 2015 年に系統運用者である

ナショナル･グリッドが、高速周波数応答サービス（Enhanced Frequency Reaponse: EFR）と呼

ばれる超短期の柔軟性を提供する周波数応答の商品を導入した。また、ナショナル･グリッド

は、周波数制御と応答時間の高速化の両方を提供するために、動的な周波数に敏感なデマン

ドレスポンスのための新しい商品を定義している。（IEA，2017a，ナショナル･グリッド，

2016，ナショナル･グリッド，2018） 

発電所における非常に短期の柔軟性（Very-short-term flexibility） 

非常に短期の柔軟性は、数秒から数分の対応をいい、しばしば、すでに運転中の発電所だ

けがそれらを提供することができるレベルの短期の周波数制御ニーズを指す。これらのサー

ビスの一部（特に周波数応答、Box 3.2 参照）は、歴史的にはベースロード用発電所によって

提供されている。これらはしばしば、公称出力近傍の狭いバンドの中で出力の急激な変動を

許容するように設計されている。これらの予備力は、多くのシステムで周波数調整予備力と

も呼ばれている。適切なタイプの非常に短期の柔軟性は、しばしば、周波数回復予備力の形

をとる。これは、グリッド外乱後の数分の間にシステムの周波数を所与のレベルに戻すため

に必須なサービスである。発電所は、可及的速やかに出力を上げ下げできるように余裕をも

って中間負荷で運用することによって、このサービスを提供することができる。典型的には

自動発電制御（AGC）システムが、発電所を自動的に制御して分単位の周波数調整を行うた

めに使用される。 

                                                           
11 火力発電プラントでは、ガバナ応答は最速の自動制御応答に関係している。 
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Box 3.1 • 老朽化褐炭火力発電所の改造：柔軟性の開放 

ドイツのグレーヴェンブローホ（Grevenbroich）にある RWE のノイラート（Neurath）発電所は、1972
年から 1975 年にかけて総容量 220 万 kW の 5 基のベースロード用褐炭火力発電所として設計された。 

ドイツとヨーロッパの VRE シェア拡大による柔軟性強化の要求を満たすために、2012 年 8 月に

Siemens が 4 号機と 5 号機の改造を行った。 この改造は、（非常に）短期の柔軟性（一次および二次

周波数制御）を高めることを目的に行われた。 この改造は、高度な監視技術と制御技術（いわゆる最

新の状態空間制御）および他の技術（タービン抽気制御、ヒートポンプ予熱器の部分停止、給水、補

助、燃料制御の最適化）を使って行われた。改造によって、発電所の能力は表 3.1 に見るように大幅に

改善された。 

表 3.1 • ユニット単位での性能改善結果 
項目 改造前の性能 改造後の性能 

最低負荷 MW 440 270 

最大負荷上昇率 MW/分 5 15 

最大負荷下降率 MW/分 5 15 

一次周波数制御（30 秒以内） MW 18 45 

二次周波数制御（5 分以内） MW 0 100 

出典：Siemens による 2018 年 3 月のケーススタディ結果に基づく。「Neurath 発電所の最低負荷を約 40％
（270MW÷440MW≒0.61）低減した。」 

 

もともとはベースロード用として設計された発電所が、能力を向上させるための改造に成

功している。 超短期の柔軟性と同様に、この柔軟なサービスの提供は、他の種類の柔軟性と

のトレードオフに直面する可能性がある。例えば、発電所からの短時間の下げ方向の柔軟性

を提供することは、安定した最低負荷以上の負荷の場合にのみ可能である。したがって、非

常に短時間の柔軟性は、発電所をマストランの電源にしてしまう可能性があり、以下に説明

する短期の柔軟性提供の能力を弱めることになる。つまり、非常に短期の柔軟性を提供する

ためには、他の技術的選択肢の方が適している可能性を意味する。他の技術的選択肢とは、

需要側または蓄電池による電力貯蔵、あるいは風力発電設備および太陽光発電設備の出力抑

制などである。 

発電所における短期の柔軟性（Short-term flexibility） 

短期の柔軟性は、数分から数時間の対応をいう。系統運用者は、経済負荷配分（ED）と起

動停止（UC）という二つの短期最適化の決定に直面する。 

• ED は、運用予定の個々の発電ユニットの電気出力を時間毎に決定する。システムによって

時間枠は異なるが、通常、長い方では時間単位または 30 分単位、より進んだシステムでは

5 分単位で決定する。 
• UC は、どの発電ユニットを起動してどの発電ユニットを停止するか、またそれをいつ行う

かを決定する。これは、通常、発電所の起動および停止に必要な時間は、各発電ユニット

の操作手順によって数時間またはそれ以上の時間を必要とするからである。 
 
運用者は ED および UC を管理して発電の短時間の運用を最適化する。AGC についても、

分単位の経済負荷配分を行うために重要である。 
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Box 3.2 • 三つの短期予備力のための運用予備力  

運用予備力（operating reserves）とは、短時間で需給不一致を是正するために系統運用者が要求する発

電容量である。これらは電力システムの公称周波数からの偏差によって識別できる。用語は、国や電力

システムによって異なるが、複数のカテゴリーと複数の応答時間があるという点は共通する。 

慣性応答（Inertial response） 

これは、回転質量を有する発電機が供給と需要との間の瞬間的な不一致を補償する初期応答である。こ

の応答は、同期発電機の回転質量の蓄積エネルギーに依存している。この応答の目的は、周波数が変化

する速度を制限して、他の予備力が（完全に）反応するまでの時間稼ぎをする事である。 

周波数制御予備力（Frequency containment reserves） 

周波数制御予備力は、同期発電機のガバナ制御と負荷の周波数応答特性によって提供される。この応答

は各リソースから自動的に得られ、中央オペレーターの操作を必要としない。この予備力の目的は、供

給と需要の不均衡が起こった時、規定された範囲内に周波数変動を収めることである。 

周波数回復予備力（Frequency restoration reserves） 

周波数回復予備力は自動で行われ、通常は AGC の下のリソース（訳注：ここでは発電所）によって提

供される。応答は一次応答よりも遅いが、数秒から数分以内で対応できる。この予備力の目的は、周波

数を目標レベルに戻し、周波数制御予備力を解放することである。 

代替予備力（Replacement reserves） 

代替予備力は通常手作業で行われ、応答の速い予備力を解放する必要がある。動作時間が長く、数分か

ら数時間の範囲の持続時間を有する。 

この分単位や時間単位の柔軟性の要求は、VRE のシェアの増加とともに増加する傾向にあ

るが、この柔軟性は VRE がなくても必要である。したがって、すべての電力システムは、す

でにある程度の短時間の柔軟性を持っているといえる。従って、重要な点としては、ED と

UC の決定を実時間に近づけ、運用スケジュールを頻繁に変更することによって利用可能な

柔軟性を高めることができることである。 

短期の柔軟性を提供するために幅広い発電所が利用可能である。これには、VRE、貯水式

水力発電所、石炭火力発電所および CCGT、またはレシプロガスエンジンが含まれる。 

短期の柔軟性のために、発電所はより急峻でかつより不確かな負荷変化を要求される可能

性が高い。既設発電所からの短時間の柔軟性提供を可能にするには、プラント寿命に及ぼす

運用変更のマイナスの影響を制限するために改造が必要になる。 

コジェネは、短期の柔軟性に対する制約が非常に厳しくなる可能性がある。発電が熱のニ

ーズによって決定される場合、発電所はマストラン電源にならざるを得ないかもしれない。

これを克服するために、熱貯蔵または電気ボイラの導入によって熱と電気の供給を切り離す

という方法が利用可能である。場合によっては、例えば地域暖房の例では、供給ネットワー

クとそれに接続された建物は、一部の熱と電気を分離できる可能性が十分にある。 

発電所における中期の柔軟性（Medium-term flexibility） 

第 2 章で概説したように、中期の柔軟性の時間スケールは数時間から数日である。市場に

よって、数時間または数日前に発電所の計画を決めるための手法として、UC が代表的なも

のである。この時間スケールの柔軟性を提供することは、前述の発電所の種類に応じて、発

電所の起動と停止を、場合によっては 1 日に 1 回または複数回必要とする。発電所の ED
は、いくつかの市場では依然として時間単位で適用可能だが、この時間スケールの柔軟性の

最大化は、必要な時に必要なだけ発電所を起動停止できるかどうかにかかっている。これに
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は、起動前に起動すると決まっていた発電所を（急に）停止に変更することが含まれる。例

えば、前日 UC により、多くの既設発電所は翌日運転が必要かどうかを予見できる。しか

し、翌日に風力および/または太陽光の利用可能出力が増加した時、ある発電所を起動させな

いようにして（つまり、UC を変更して）システムコストを最小限に抑えることができる。 

発電所は起動に数時間かかる。改造によって発電所を起動してから定格出力に達する迄に

必要な時間を短縮することが可能である。新しい設計には、プラントの急速起動を可能にし

て、その後、残りの負荷帯は定格出力まで徐々に上昇させるという選択肢が含まれる。これ

らの選択肢は、適切な政策、規制および市場の枠組みと共に、この時間幅の柔軟性を確保す

るためには不可欠である。 

発電所における長期の柔軟性（Long-term flexibility） 

長期の柔軟性の対象となる時間スケールは数日から数ヵ月間である。これは一般的に、週

単位と月単位で行われる UC とシステム計画により提供され、予想される VRE の発電と需要

に対して高い信頼性と費用対効果がでる方法で利用可能な発電所の容量と発電スケジュール

を決定する。 

世界の多くの地域では、気象条件が数日間にわたって変化する。これは、電力の供給と需

要の両方に影響する。VRE がかなり浸透しているシステムの供給側では、風力や太陽光の稼

働率が高いか低いによって電力の余剰や不足をもたらす。VRE の予測にはこの長期の時間ス

ケールが適用されるが、精度は短期の時間幅の予測よりもはるかに低くなる。需要側では、

例外的に高い温度または低い温度の期間は、冷房または暖房のための電力需要のピークにつ

ながる。 

このような条件を処理するには、発電所が通常よりも高い出力を数日間にわたって維持す

る能力が必要であるが、その後は低出力の期間が続く事になる。従来は、このタイプの柔軟

性は、典型的には、CCGT および特定の石炭火力のようなミドルロード電源によって提供さ

れてきた。 

電力システムの絶対的なピーク需要は、通常、天候条件（寒いまたは暑い期間）によって

引き起こされる。供給側では、長期間の風力や太陽光発電の不足は、特定の気象条件による

傾向がある。これらは、ピーク時の気象条件と相関がある可能性がある。このような場合に

は、風力や太陽光の稼働率が低下と同時にシステムのピーク負荷が発生する可能性がある。

これらの特定の状況に柔軟に対応するためには、まれにしか必要とされない発電能力を持つ

事が必要である。 

この時間スケールでは、燃料サプライチェーンの柔軟性も発電所の性能にとって重要なこ

とがある。例えば、天然ガスのパイプラインは、気象状況変化の結果としてわずか数日間隔

でガス消費の急激な差異を経験することがある。加えて、天然ガスのパイプラインや基地は

維持管理や事故停止のために利用できない場合がある。 

この長期の柔軟性時間スケールでは、貯水式水力発電は、VRE による発電が多いか少ない

かによって出力を調整することに優れている。すでに今日、多くの国の水力発電運用者は数

日前に VRE による発電電力量を予測し、それに応じて水力発電量を調整している。 

更に、発電所の保修計画や計画外停止も重要な要素である。長期や超長期の柔軟性に関連

して、発電所の運用計画の中に季節変動も考慮する必要がある。 

発電所における非常に長期の柔軟性（Very long-term flexibility） 

非常に長期の柔軟性は、季節間および年間の変化を伴う数箇月から数年の時間スケールを

扱う。季節的な柔軟性とは、典型的には、電力需要が少ない時期に補修を行うなど、発電所

を特定の期間だけ使えるようにするといった設備管理戦略によって提供されてきた。電力需
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要は、特に暖房および冷房負荷が大きい地域において、季節性が強い。供給側では、水の利

用可能性は、水力発電システムにおける季節的利用の主要な決定要因である。 

農業廃棄物からの燃料に基づくバイオマスによる発電の中にも、収穫期に関連する季節性

を示すものがある。これは、ブラジルにおけるサトウキビのバガス（搾りかす）を燃料とす

るコジェネの例から明らかである。風力と太陽光の場合は、一般的に季節性を示す。これら

は、緯度（太陽光とごく一部の風力）や気候パターンの結果である。 

発電所の柔軟性を向上させるオプション 

運用と管理の改善による柔軟性の実現 

これまでの章では、各タイプの柔軟性要件に関連する技術的可能性を明らかにしてきた

が、柔軟性の展開の成功は、運用の慣習と管理方針に大きく依存していることを認識するこ

とが重要である。変更を促すことは比較的長期間の実施期間を伴うが、低いコストで実施で

きるはずである。よりよい監視と事業者の人的資本の投入によって運用を改善することなど

により、柔軟性を高めることができる（21CPP,2013）。 

監視と運用 

データと監視 

現時点の一群の発電設備の運用状況や各ユニットの仕様、並びに柔軟性を高めるための容

易に達成可能な選択肢についての最新の見通しを得るためには、長期にわたる発電所毎の詳

細な技術データと運用データを保有することが有用である。発電所の運転員が VRE に起因す

る柔軟性ニーズの増加に対応できるデンマークのシステムの特徴は、信頼性の高い運用デー

タを高解像度で収集するという彼ら流の方法であった。デンマークの事例は非常に特殊で、

ほとんどの発電設備群が歴史的にコジェネによる熱供給と結びついており、熱需要と電力需

要の両方を満たすために長期間にわたって運用上の柔軟性が求められているためである。全

体として、データの可用性とそれらのデータの比較的一貫した評価により、運用者の電源構

成全体に対する発電所最適化ソフトウェアの開発が可能になっている。 

これは、汽力発電所では特に重要である。給水がボイラに入り、蒸気が発生する際の温度

上昇率を制御する監視方法は、厚肉部分の温度勾配に起因する熱疲労を最小限に抑えるのに

役立つ。そのような措置は、石炭火力、バイオマス火力、原子力および CCGT 発電所に必要

である。 

風力や太陽光発電設備では、現在の出力条件を測定して遠隔で出力を制御することができ

るため、各プラントのシステムへの寄与をより適切に管理できる。風力発電所の場合、リア

ルタイム出力測定の試験機能を利用して、システムの柔軟性ニーズへの潜在的な寄与を検討

することができる。 

総合的には、体系的なデータ収集は、電源構成の最適化ソフトウェアを開発するだけでな

く、あらゆる種類の発電技術の予測技術を向上させるのに役立つ。その結果得られた知見

は、異なる種類の柔軟性にとっての実際の必要性を規制当局と政策決定者に伝えるために使

用することができる。 

データのモバイル化 

高温高圧配管の検査 

火力発電所の高温高圧配管システムは、高温および高圧で作動するので、発電設備と人員

の安全にとって重要である。潜在的な故障を特定するための検査プログラムは、主要機器及
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び付属機器の両方について、検査がどのように行われるべきか、どのような故障が予想され

るか、どのように劣化が起こるか、そして、どのように故障を修復できるか、ということに

対応している。（21CPP, 2013）。 総合的には、綿密な点検は、プラントオペレータが潜在

的な故障を体系的にチェックして特定し、必要な修理を素早く行うことを可能にする。 

発電所の運転最適化 

運転の最適化は、VRE 発電所の遠隔制御によって、またはその寄与をエネルギー（kWh）
から容量（kW）へと移行している大規模発電所での負荷変化および出力管理手順の継続的な

改善によって行うことができる。地域的に利用可能なデータにより、発電所の運転員が、運

転している機器の状態および能力をより適切に理解することができる。この豊富な情報によ

り、複数の発電所を所有する管理者は、異なるタイプの設備間で柔軟性の提供を調整するこ

とができる。 

その他の手続きの変更 

発電所で確立された成功事例を採用したボイラ冷却およびプラント休止手順は、腐食およ

び疲労破壊を最小限に抑えることができる（21CPP, 2013）。温度変化と水化学を制御するこ

とで、腐食を減らし、表面を酸化から保護することができる。各成分の分圧を監視するプロ

グラムは、潜在的な劣化や故障を特定するための手順を確立することができる。タービンの

温度変化を監視することにより、熱疲労および摩擦ダスト（friction dust）を最小限にでき

る。 

Box 3.3 • タービン交換を最適化する先進モニタリング 

東京電力の富津火力発電所で GE がフランジトゥフランジ・アップグレード（flange-to-flange upgrade）
を実施した。 これは、設備の設置場所で既設のガスタービンを完全に交換する方法で、変圧器やイ

ンバータおよび支持構造などの周辺設備の撤去範囲を最小限にする。このようなオプションは、新設

よりも最大 75％安く、12～20 か月の工期を（特に、予定されている定期点検の最中に計画すること

で）2 か月に短縮することができる。発電所が負荷上昇速度と起動/停止をシステム要件通り保証でき

ていることを確認するため、新しいガスタービンが富津火力発電所に設置された後、設備の確認試験

が実施された。その過程では、データの収集と機器の最適化のために 1,000 個以上の計測器を使用し

た。 

いわゆるラビング（タービン翼先端の擦れ）は、より速い負荷変化速度と急速起動の条件で運転され

る発電所の主な制約要因の一つである。この事象は、回転部品と固定部品との間隙寸法の影響を受け

る。データ収集は、新しいタービンモデルの間隙寸法を決定する上で非常に重要な役割を果たした。

本機には、タービンの熱的過渡応答に関して設計の妥当性確認と、間隙の予測を目的に、クリアラン

ス・プローブが取り付けられ、収集データは、材料の劣化を分析するためにも使用される。先進の技

術を使ったモニタリングは、設備全体を柔軟な状態で確実に運用できるように、タービン毎の間隙の

バラつきを排除する上で重要である。 

出典：GE Power、2018 年 3 月に提供されたケーススタディ情報。追加情報は製品カタログ－Powering the Future 
with Gas Power Systems – GE（2018 年） 
www.gepower.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/documents/product/2018-gps-product-catalog.pdf. 

 

人的資本への関与 

労働力の柔軟性欠如への対処 

労働力の柔軟性欠如は、発電所運用の柔軟性に影響を及ぼす多くの側面がある。歴史的

に、特に垂直に統合された国有独占企業において、発電は主要な雇用主であった。人員基盤

の強化は固定費の増加を意味したので、より高い運用レベルによって相殺される必要があっ

http://www.gepower.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/documents/product/2018-gps-product-catalog.pdf
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た。これは長期的には持続不可能になるため、技術的には柔軟性サービスを提供できたはず

の発電所を（競争力の欠如により）市場から撤退させる可能性がある。自由化された環境

で、少人数型の電気事業者に移行することは、既存の雇用契約の残りの期間によって最終的

には制限されるかもしれない。一方、プロジェクトを柔軟に運用する熟練技術者と複数の発

電所を管理する専門家の基盤を構築するには、相応の時間が必要である。 

継続的なトレーニングと能力の構築 

発電所の柔軟性の展開を成功させるための重要な要因の一つは、発電における全所員レベ

ルの参加に関係する。高度な技術的解決策の開発以外にも、制御技術者とシステム計画決定

者を結び付ける必要がある。計画決定者は、電力システムにとって何ができるかという大き

な絵を理解できる一方、運転員は、日々、現場で機器が直面する運用上の柔軟性の制約と潜

在的可能性を正確に知っているからである。両者を結び付けることで、運用実践の継続的な

改善だけでなく、詳細な柔軟性の考慮事項の長期的計画への反映を目的とした継続的な情報

交換が可能になる。多くの発電所は長い間、このようなタイプの手順を実施してきたが、プ

ラントの変動が頻繁になると、このような情報交換を行うことが増々重要になる。「継続的

研修プログラムは、これらの手続きの重要性を強調し、これらの手続きが休止しないように

する事ができる」（21CPP,2013）。 

変化する電力システムにおける能力育成（キャパシティ・ビルディング）は、技術的およ

び規制上の変更に適応できるという考え方に基づいている。発電所の運転員は、どのように

して負荷配分の戦略を新しい安全や環境の規制または経済的な規制に適合させるかを知る必

要がある。従業員の技能レベルの絶え間ない改善を追求することは、より少人数化されたよ

り効率的な事業体制につながる。 

包括的なエネルギー改革の枠組みの中で、メキシコはまた、あらゆる階層において資格の

ある人材を育成するための数々の取り組みを始めた。エネルギー持続可能性と炭化水素技術

の大学院生向けの奨学金のための二つのファンド、太陽光の導入と商業化のための資格認定

プログラム、エネルギー分野における女性のための特別プログラム、などである。 

技術別の柔軟性ポテンシャル  

最新の発電設備の枠組みと、それらが柔軟性について様々なシステムニーズにいかに適合

するかについて、技術ごとに詳細な整理を行うことができる。このような整理を行うことに

より、技術分野ごとに、既設の発電設備が電力系統全体において求められる新たな課題と、

新たなプラント設計の可能性について、より明確に描きだすことができる。以下の論点にお

いて「エネルギーの量的寄与」と「エネルギー選択肢の寄与」という用語を前述の発電設備

の役割として用いる。以下の各技術の詳細は技術付属書 12に示されている。 

石炭火力発電所 

ほとんどの石炭火力発電所は微粉炭（PC）火力である。石炭を燃焼し、高温高圧の蒸気を

発生させ、蒸気タービンを回して発電する。蒸気条件としては亜臨界圧、超臨界圧、超々臨

界圧があり、世界中の発電設備の中で最大のシェアを占めている。(Gonzalez-Salazar et al., 
2018). 石炭ガス化発電（IGCC）という先進的な発電設備が少数あり、そこではガスタービ

ンと蒸気タービンの両方を使い発電している。微粉炭火力は今日の最大の発電電力源である

ので、その柔軟性を高めていくことは再エネ発電設備の電力系統への統合を容易にする上で

最も重要なことになる。 

                                                           
12  技術付属書はウェブで入手可能、本報告書には含まれていない。 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018- technical-annexes 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018-
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石炭から発電する主要な技術である微粉炭火力は、歴史的に見て主に「エネルギーの量的

寄与」のための設備として設計されたものが多い。従来は連続運転を行う場合に最適になる

よう設計されていたが、近年では短中期間の柔軟な運転(急激な負荷変化)が可能なように設

計されたものが出てきている。IGCC プラントも同様であり、コンバインドサイクルを採用

することにより効率向上を目指しているため、経済的であるという特性をいかすためには運

転時間を長くとる必要がある。 

既設の微粉炭火力は、元々の設計条件にもよるが、ボイラ・タービンの両方の水・蒸気圧

力を上げる改造や、ボイラ効率を上げる改造により、柔軟な運転を行うことができる。実施

される改造内容により幅があるが、ボイラの改造により負荷変化速度では 33%程度まで、最

低負荷の引き下げでは 33～50％、起動停止時間の短縮では 33～100％までの改善が可能にな

る。(21CPP, 2013) 

微粉炭火力に柔軟性を持たせるためには、設計の初期段階、計画建設段階から配慮してお

かなければならない。計画段階において仕様に柔軟性の項を加えておくことにより、柔軟性

を備えた発電設備の最適設計を、コストを抑えて行うことが可能となる。 

Box 3.4 •  USC 石炭火力の改造 

ノルディランド（Nordjylland）3 号機はデンマークの石炭 USC コジェネ設備である。運転開始は 1998
年で 30 年間の運転期間を見込み、送電端効率 47％は当時の石炭火力で世界最高効率であった。発

電専用モードと熱併給モードの運用が可能で、熱併給モードでは低圧タービン入口より抽気する。

発電専用モードの時の出力は最大 380MW、蒸気を抽気することにより、最大 420MJ/s の熱を発生

することが可能である。地域暖房の設備は蓄熱器を含み、熱および電力の需給バランスに対する柔

軟性を確保している。 

ユニット運転開始当初の運用は、ベースロードが主体で年間を通してフルロード運転が行われた。

しかしながら、このプラントは～4%/分という高い負荷変化速度と、25％負荷という比較的低い最

低負荷を持つように設計されていた。また給水ヒーターバイパス運転により、定格負荷以上の運転

も可能である。ただし、このためには給水ヒーターを完全にバイパスすることとミル 1 台の増設が

必要であった。この高効率ならびに高柔軟性のおかげで、同プラントはほとんど常時運転され続け

てきた。そのため、改造については、起動の最適化が検討された。 

デンマークでは、過去 20 年間に変動性再エネ(VRE)が相当量増加してきたことにより、電力価格が

大幅に変動するという市場の変化が起きている。これに対応するため、発電設備の最低負荷、最大

負荷、急激な負荷変化および自動制御に対し新たな要求が生まれ、プラントの運用方式も変更を余

儀なくされた。 

改造検討の提案はプラントの運転の柔軟性向上について行われた。重要なポイントがいくつかあっ

た。最初に、すべてのミルが容量を増加させるために改造された。このために回転式分級器のよう

な主要部品が再設計された。二番目に、ミルの運転台数は通常から過負荷運転の範囲で従来ミル 4
台であったのを 3 台運転で可能となるようにした。これにより停止ミルの起動のための待ち時間を

なくし、ボイラ負荷 40%から 110%までの負荷上昇時の負荷変化速度を向上させた。(図 3.4) 

更に改造項目として、給水ヒーターバイパス弁を改良型に変更した。最後にプラント全体の主制御

ソフトウェアを更新し、負荷変化速度ならびにそれに伴う周波数制御能力を向上させた。このソフ

トウェアの改造により次の成果が得られた。 

• 中間の復水ポンプを停止し、周波数制御を自動化。これによって給水プレヒータへの抽気が減

少し、発電量を短期的に増加させた。減負荷時にはその逆も可能である。 

• 地域の熱供給で使用する蓄熱器（アキュムレータ）を自動化して、熱負荷の増減両方をできる

ようにした。 
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この改良は、電力市場からの発電所収益最大化のために実施中だった運用最適化プロセスの中で行わ

れ、大きな追加投資は不要であった。 

出典： Case study information provided by COWI、 March 2018 

図 3.4 • ミル改造前（左）後（右）の負荷とミル運転台数の比較 

 
備考: 負荷範囲はイメージ. 
出典: Case study information provided by COWI,March 2018. 

キーポイント • 改造により、プラントはボイラ負荷 40%～110％の間でミル 3 台による連続運転が可能とな

り、急激な負荷変化中に 4 台目のミルの投入が不要となった。 

Box 3.5 •  MoorFlex: ハンブルグにおける柔軟な石炭コジェネ設備 

ハンブルグにあるモーアブルグ（Moorburg）発電所にコジェネ発電設備として 827MW×2 基が建設さ

れた。市内へ熱、ならびに工場に蒸気を併せて供給する。VRE 導入の増加により、ベースロード運転

では十分な収益が得られなくなってきた。そのため、柔軟性を向上させた運転を行うという新しい戦

略を取らざるをえなくなった。 

モーアフレックス・プロジェクト（モーアブルグ発電所に柔軟性を追加するプロジェクト）ではプラ

ントの柔軟性向上のため、次の三つの主要な手段を講じた。最初に起動停止回数を削減するために最

低負荷を 35％負荷から 26％負荷に低減した＊。第二に、制御システムと運用モードの最適化により高

負荷と低負荷間の負荷変化速度を向上させた。第三に、排ガスダクトのダンパを改造し、プラント停

止後の冷却を抑え、次の起動時間の短縮を図った。これらは、三菱日立パワーシステムズ社によって

実施されたボイラの近代化の改造も含んでいる。 

この最適化により得られた主要な結果は次の通りである。 

• 最低負荷の低減（最大負荷の 40％から 20％に低減＊）。これは経済的な損失の低減だけでなく、起

動停止回数の低減も目論まれている。 

• 負荷変化速度の向上。2 ユニット運転時の負荷変化速度は 48MW/分まで向上した。更に、特定の負

荷帯では 90MW/分まで上げることが可能になった。 

• 起動時間の短縮。空気ダクトとガスダクトにダンパを設置したことにより、長時間停止時の放散熱

量を削減、起動時間を短縮した。その低減割合はウォーム-コールドスタート時で 20％、ウォーム

スタート時で 42～50％、ホットスタート時で 40～46％である。 

＊訳注：英文オリジナル報告書において、この Box 内の同じであるべき数値は一部異なっている 
出典 Case study provided by MHPS、 March 2018. より詳細な情報は以下で入手可能 MHPS (2014)、 
Power Performance: At Home in Energy Plant Engineering and Vattenfall (2016)、 Kraftwerk Moorburg – 
flexible Antwort auf die Energiewende [German]. 
www.eu.mhps.com/media/files/broschueren/technologie/GB_Prsp_PowerfulPerformance_05-2014_SCREEN.pdf   
https://blog.vattenfall.de/kraftwerk-moorburg-flexible-antwort-auf-die-energiewende/. 
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CO2 回収貯蔵（CCS）に対する世界的な技術構成は拡大しつつあり、この技術は地球規模

のエネルギー起源の CO2排出を削減するために、重要な役割を果たし得る潜在能力を持って

いる（IEA, 2017b）。CCS は化石燃料を使用する発電所からの CO2 排出量の低減を可能にす

るだけでなく、バイオマス燃料のプラントに適用すれば実質的に大気中の CO2 を低減するこ

とができる。このトピックに関する情報のほとんどは、パイロットプラントにおける実験結

果、世界的な研究開発プログラム、および文献（Box 3.6） に基づくものである。 

Box 3.6 • 炭素回収と貯蔵が火力発電設備の柔軟性に与える影響  

CO2 回収貯蔵(CCS)技術は石炭、ガス火力の脱炭素化を可能にする技術であり、バイオマス火力発電

設備と組み合わせることにより、大気中の CO2 除去を可能とするものである。 

CO2 を回収する技術には 3 種類の主要な手法（後処理、前処理、酸素燃焼）があるが、火力発電設

備を改造し、このうちのどれか一つの技術を付加することは、その CO2 回収システムが適切に設計

されていれば、火力発電設備の運転の柔軟性に与える影響は少ないかほとんどないと言える。実際

に CO2 の後処理、前処理による回収装置はそれらが発電設備と独立して運転されるなら、逆に発電

設備の負荷変化速度を速めたり、最低負荷を引き下げたりする潜在的な能力がある。一方酸素燃焼

は火力発電設備の運転の柔軟性に制約を課すことになる。なぜなら回収プロセスのための酸素製造

発電所の慣性（訳注：負荷追従性）も考慮しなければならなくなるからである。 

現在、大規模の火力発電所で CCS を運転しているプロジェクトは世界で２件あるが、それらはいず

れもベースロードで運転されている。このため大規模なシステムの柔軟な運転に関する経験は限ら

れたものである。この二つのプロジェクトはいずれも後処理（燃焼後処理）方式であり、石炭火力

発電所に設置されている。一つはカナダ、サスカチュワン州のバウンダリー・ダム（Boundary Dam）

のプロジェクト、で 1.0Mt- CO2/年で、もう一つはアメリカ、テキサス州の発電所ペトラノバ（Petra 
Nova）の炭素回収プロジェクトで 1.4Mt- CO2/年である。 

柔軟性を増すための技術がいくつかある。酸素燃焼発電所は従来の空気燃焼モードに一時的に戻す

ことができる可能性があり、一方、後処理または前処理システムが設置された発電所では全量（あ

るいは一部）の回収装置のバイパスができるだろう。このような選択肢は、回収システムのために

追加のエネルギーを供給することなく一時的に出力を増加することができるが、その間 CO2 は大気

中に放出されることになる。CCS システムを負荷変化中も継続的に運転するための他の方法として

は、酸素燃焼の場合は酸素貯蔵、前処理の場合は水素貯蔵、後処理の場合は溶剤貯蔵など、使用す

るものを貯蔵しておく方法である。使用する媒体を貯蔵しておくためには設備費、運転費が余分に

必要になる。しかし、柔軟な運転が可能になることにより、電力価格が高い時間帯に電力を増産す

ること（裁定取引）による収益で賄えるのではないかと考えられる。CCS の柔軟性に関する追加情

報については、技術付属書 13参照。 

出典：Brouwer et al. (2013), “The flexibility requirements for power plants with CCS in a future energy 
system with large share of intermittent renewable energy sources”, Energy Procedia, Vol. 37, pp. 2657-64. 

ガス火力発電所 

天然ガス火力発電所については、発電システムの多様化に応じて幅広い技術が得られてい

る。現在稼働しているガス火力発電所の主要なものとしては、ガスタービンの単独発電設備

（OCGT）、ガスタービンのコンバインド発電設備（CCGT）、レシプロエンジン（ガスエン

ジン）が挙げられる。 

                                                           
13 技術付属書はウェブで入手可能、本報告書には含まれていない。 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018- technical-annexes 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018-
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OCGT では、コンプレッサで圧縮された空気に天然ガスを投入、燃焼により発生した高温

ガスがガスタービンを回して発電する。OCGT は起動時間が短いこと、および負荷変化速度

が速いことにより、長年ピークロード用として使用されてきた。 

CCGT は、二つのプロセスを直列に結合したもので、ガスタービンの排ガスを蒸気タービ

ンで利用する。蒸気タービン系は「ボトミング・サイクル」とも呼ばれているが、追加で燃

料を加えることなしに、ガスタービン排ガスにより発電して、プラント全体の効率を向上さ

せている。蒸気タービンサイクルの制約のために、OCGT と比べると柔軟性は劣る。従来型

の単機の CCGT は連続運転を前提に設計されていて、最低負荷の代表的なものは 50％
(Siemens, 2010)であるが、進歩した形の最新設計のものは、非常に短期および短期の負荷変化

に対し、より柔軟である必要があり、負荷変化速度の向上と最低負荷の引き下げが図られて

いる。 

ガス火力発電所における柔軟性強化は CCGT プラントが対象となる。主要メーカーによっ

て製造される新しい大型の CCGT は、柔軟性の向上を既に取り込んでおり、フルロードにお

ける高効率よりも、最大限可能な効率での柔軟な運転に重点が置かれている。柔軟性を考慮

した設計では部分負荷における効率の低下はそれほど大きくなく、製作コストは概ね同じレ

ベルに抑えられている。コンバインドサイクルプラントでは運転の柔軟性を改善する別の方

法がある。それは排熱回収ボイラ（HRSG）、蒸気タービン、プラントの各機器の設計改良

などである。新設計の CCGT ではガスバイパス（ガスタービン排ガスを直接煙突より放

出）、蒸気バイパス（HRSG 出口蒸気を復水器へ逃がす）などを設置することで柔軟な運転

が可能となっている。これにより、CCGT は、急速起動の際には OCGT モードで運転するこ

とが可能になる。 

Box 3.7 •  Fly（HoF）方式によるホットスタートの手順 

電力マーケットにおける再エネ比率の増加、ヨーロッパにおける燃料価格の上昇により、CCGT 発電

所の運用パターンが変化してきている。もともとのビジネスモデルで期待されたものより運転時間が

短くなったため、いくつかの CCGT 発電所では新しい運転シナリオを作成する必要に迫られている。

マインツ・ヴァイスバーデン（Mainz Wiesbaden）の CCGT 発電所はベースロード運用機として 2000
年に建設された。そして改造により、より柔軟性の高い負荷変動対応機に変身することに成功した。 

この発電所では多軸ガスタービンが設置されている。そして 3 段圧の HRSG が設置されていて蒸気

タービンへ蒸気を供給し発電するとともに、地域暖房用の熱供給、工場へのプロセス蒸気の供給を併

せておこなっている。本発電所の所有者であるマインツ・ヴァイスバーデン発電会社（KMW AG）は

これまで数回にわたり、性能向上のための改造を実施してきた。2014 年 8 月 HoF 方式を採用するこ

とにより、ホットスタートの性能を向上させた。HoF 方式とは新しい概念の起動方式であり、ホット

スタート時にガスタービンと蒸気タービンを同時に起動する。（図 3.5） 

この HoF 方式による起動は、プラント機器の寿命消費があまり大きくならない範囲で非常に早くか

つ効率的な起動方法であることを実証した。本起動方式の導入以降、平日のホットスタートで HoF 方

式を頻繁に使用することにより、非常に正確な起動時間で、一貫して運用性、信頼性を大幅に向上で

きることが証明された。HoF 方式の実用化の成功により、起動時間は 67 分から 27 分に短縮された。 

KMW AG とシーメンスは HoF 方式起動の採用にあたり、様々な追加の試験を実施した。更に進んだ

HoF 方式（HoF+）の概念と高度に集約されたガスタービン/蒸気タービンの停止方法が試験されて成

功した。蒸気タービンの起動プロセスの初期において高圧タービンをバイパスすることにより、起動

時間を更に 4 分短縮することができた。停止時間は約 6 分間短縮され、ベース負荷から無負荷までの

プラント停止時間を 20 分にすることができた。 

出典 シーメンス社によるケーススタディ（2018 年 3 月）：より詳細な情報は以下を参照。 

Siemens (2011)， Fast cycling and rapid start-up: new generation of plants achieves impressive results， 
www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/energy-topics/technical-papers/Fast%20cycling%20and%20rapid%20start-up.pdf. 

http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/energy-topics/technical-papers/Fast%20cycling%20and%20rapid%20start-up.pdf
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図 3.5 • HoF 方式の起動イメージ 

 
出典: Case study information provided by Siemens、 March 2018; 

キーポイント • Fly 方式は CCGT 発電所のホットスタート時の起動時間を短縮可能。 

Box 3.8 • イタリアにおける改装と最適化による CCGT の柔軟な運用 

ラ・カゼッラ（La Casella）発電所は 1970 年代にベースロード用の 320MW×4 基の従来型の石油火力

として建設された。場所はミラノの南 50 ㎞に位置する。2000 年～2003 年にかけて 370MW×4 基の

CCGT 発電所に転換されてイタリア最大の CCGT 発電所（1,480MW）になった。旧ボイラの鉄骨構造

内に HRSG が設置され、既設の蒸気タービンを CCGT の高圧タービンとして改修して再利用してい

るため、非常にコンパクトな配置になっている。 

2000 年代の初期においてこの運転中の発電所に柔軟化プログラムを推進した主な要因は、初期投資

額が少なくてすんだことと、改造に必要な期間が短かったことである。この基準を満足するために主

要機器（蒸気タービンと発電機）、および主要補機（補助ボイラ、水処理設備、等）の再利用が必要

であった。これらの再利用機器は、元の発電設備用には完全自動化されておらず、そのように設計さ

れてもいなかった。 

柔軟にかつ頻繁にウォームスタートおよびコールドスタートさせるという要求が、最初の「柔軟化プ

ログラム」の原動力であった。更に環境規制が厳しくなり、最低負荷近くでの運転においても排ガス

性状を維持するための運転最適化が必要になった。 

最初の柔軟化プログラムは次の 3 項目が軸となっていた。 

• プラントの真の限界とその制約要素を見極めること。 

• 主要機器の近代化（蒸気タービン制御とガスタービンの高性能化）とプロセスの部分的な自動化、

ドレン弁、ベント弁、ポンプ等の蒸気系統機器の再設計。 

• 運転方法の見直し。 

その改善の実質的な結果として、起動時間がコールドスタート時で 20％、ウォームスタート時で 50％
短縮され、最低負荷は 230MW から 170MW に引き下げられ、運用幅が増加した。また負荷変化速度

はガスタービンで 80％以上、CCGT 全体としても向上した。 

2008 年以降の競争の激化、需要の低下、VRE のシェア拡大により、同発電所の運用方法を再度見直

すことになった。これらの新たな市場ニーズ（特に予備力不足）に答え、第二次の柔軟化プログラム

が 2014 年に発足した。 

このプログラムは、最低負荷および負荷変化速度の最適化に焦点をおき、次の対策が講じられた。 

 

改善した起動曲線 
従来の順次起動曲線 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ+蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ負荷 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ負荷ﾎｰﾙﾄﾞ 

 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ+蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ 
同時起動 

時間 

 
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ起動 

改善 
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• 低負荷における燃焼の最適化。これは発電所所有者である ENEL と元々の設備製造者の知識を統

合することによって実現した。低負荷時、および負荷変化時に安定した火炎が確保でき、かつ排ガ

スが環境規制値を満足できるよう空気流量とガス流量が調整された。 

• 設備構成機器の中で、熱応力にさらされるもの、特に HRSG の限界を追求。第一次柔軟化プログ

ラムで再設計されたドレン弁、ベント弁系統を対象として、新たな運転条件の下での新たな設計

を検証した。 

• より急速な起動を行った際にタービンロータに加わる応力を解析するために、計測と再設計を実

施した。 

• ラ・カッゼラ発電所で得られた経験、知識を ENEL の他のプラントに水平展開した。 

出典：Case study provided by ENEL、 March 2018. 

コジェネ 

コジェネは、発電所あるいは産業プロセスで余剰となり、放置すれば放散して失われてし

まう熱の一部を利用するシステムである。火力発電所の場合、発生した熱を近隣の工場で用

いるプロセス蒸気、あるいは地域暖房用の熱源のネットワークへ供給するという場合が多

い。燃料は石炭、ガス、バイオマスと様々である。 

地域暖房用の熱源のネットワークからの熱の需要は、（ガス）コジェネ設備にとって提供

できる柔軟性の制約になる。この熱の需要量は、供給先の工場のプロセスあるいは、供給先

の地域暖房のネットワークに依存する。更に柔軟な運転を行う能力は、電力と熱量の比率が

一定の背圧タービン型か、可変の抽気タービン型かによっても異なってくる。熱供給と電力

供給を切り離せば、柔軟性は増加する。その主な手段は、熱貯蔵ならびに電気ボイラなどで

ある。設備を改造して、一部の発生蒸気がタービンをバイパスできるようにすることは、熱/
電気の比率を変えて柔軟性を向上させる方法である。  

Box 3.9 • ガスエンジンを用いた電気・熱併給システム 

2015 年にシュタットベルケ・キール（Stadtwerke Kiel）はドイツのキールにある運転開始から 50 年

を経過した石炭コジェネ設備を建て替えることにした。既設の設備は電気出力 323MW で、キール

の地域暖房用に熱出力 295MJ/s を供給可能だった。建て替えで新設されたのは 190MW のガスエン

ジンコジェネ設備で、２段階に分けて建設された。 

第一ステージでは、キール近傍の地域暖房のネットワークに接続する 30,000m3 の温水貯槽

（1500MWh の容量）、35MW の電極、およびポンプ建屋が建設された。第二ステージで 9.5MW の

イェンバッハ・ガスエンジンが 20 基設置された。 

新設プラントに対する主な要件は、VRE 比率が高い状態でも安定した電力供給を行えることであ

る。設置するガスエンジンをコジェネモードで運転することにより、VRE の間歇性を相殺して高い

燃料利用率および柔軟な運転の達成が可能になる。また同時に運転するガスエンジンの台数を要求

負荷により調整することで、個々のガスエンジンは常にフルロードで運転され、効率が高い状態で

保持される。複数基のプラントを束ねるという構想により、この新しい臨海型のコエジェネ設備は

定格出力 190MW の 5％で運転している場合でも発電効率 45％、熱供給を加えると 91％の高い効率

を達成している。同設備は、ピーク期間においては熱供給なしで発電のみを行う柔軟性をもってい

る。（表 3.2 参照） 

表 3.2 • キール発電所改造プロジェクト 
項目 改造前の性能 改造後の性能 

電気出力 MW 323 190 

熱出力 MW 295 192 
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燃料利用率 % >50 91 

最低負荷 MW na 4 

最大負荷上昇 MW/分 na ~40 

最大負荷降下 MW/分 na ~120 

起動時間 
ホット（分）  na <5 

ウォーム（分） na 8 

最低負荷における発電効率 % na 45 

定格と部分負荷における発電

効率 
40% na 45 

100% ~40 45 

耐用年数 年 ~50 >25 

最小停止時間 分 na ~5 

備考: na = データなし  
出典: Stadtwerke Kiel (2016)、 Küstenkraftwerk K.I.E.L. [German]、 www.stadtwerke-
kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-
kuestenkraftwerk-kiel.pdf.  
 
ドイツにおいてコジェネ発電設備に対する投資を推進する主要因は、コジェネ化と燃料転換により

CO2 排出を低減可能という事実である。2016 年に改訂された最新のドイツのコジェネに関する法律に

よる支援として、キール型の 50MW 以上のガスコジェネプラントには 34 ユーロ/MWh の補助金が与

えられる。更に石炭火力をガスコジェネに置き換えた場合は、6 ユーロ/1MWh のボーナスがもらえ

る。この合計が、運転開始からコジェネモードでの運転時間 30,000 時間までの間、コジェネ事業者に

支払われる。今日ドイツの電力エネルギー専用の市場では、再エネが優先的に供給を行っている。そ

して石炭火力発電所が再エネの出力変動を相殺する主要な役割を担っており、（再エネと石炭に支配

される市場では）市場原理によって価格が低迷している。このことがすべてのガス火力発電所を高い

稼働率で運転することを難しくしており、それは熱の販売による追加的な収入のあるコジェネ設備に

とっても同様である。更に再エネのシェアの上昇と代替の熱供給技術（power to heat など）が、ガス

火力発電所の年間の運転時間を押下げ、更に困難な課題となっている。このため、コジェネのインセ

ンティブは本質的に、熱供給を含めた効率が 91％で運転できる新設のガスコジェネ用のものとなっ

ている。 

ガスへの燃料転換と高い運用柔軟性を提供可能になったことにより、新たなガスエンジンによるコジ

ェネ設備はキールの年間の二酸化炭素（CO2）排出量を 70％低減することが期待されている。 

出典：Stadtwerke Kiel (2016)、 Küstenkraftwerk K.I.E.L. [ドイツ語]、 www.stadtwerke-
kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-
unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf. 

原子力 
原子力発電システムはベースロードを担うべく使用されてきた。設備費用が高いこと、運

転コストが低いことにより原子力発電の運転モードは電力系統のなかで安定したベースロー

ドを担っていた。原子力発電設備がどの程度急激な負荷変化に対応できるか、短期間の柔軟

性を持っているかは個々のプラントによって異なる。フランスのように発電設備の主要な割

合を原子力発電設備が担っている国の場合は、需要の変化に対応するために負荷変化の柔軟

性に対するニーズが早くから存在した。現在フランスやドイツの原子力発電設備は公称出力

の 5%までの調整力を提供する能力を持っているが、新規設計のものでは 10%が要求されて

いる。(Jenkins et al., 2018) 

http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
http://www.stadtwerke-kiel.de/swk/media/pdf/unternehmen_1/unternehmensbroschueren_1/stadtwerke-kiel-unternehmensbroschueren-kuestenkraftwerk-kiel.pdf
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「エネルギーの量的寄与」のための発電設備を、強い方針により新しい運転モードへシフ

トすることは技術的には可能である。しかし安定した高負荷運転を前提に設計された旧式の

原子力発電設備の場合は、実現するのは非常に難しいことになるだろう。また急激な負荷変

化に対する柔軟性、短期間の柔軟性を提供することは、燃料サイクルの時間枠による制約を

受ける。すなわち核燃料が使い始めの段階では負荷の増減ともかなりの能力が期待できる

が、80%を消費した段階においてはほとんど期待できない。これに対し、CANDU 設計 14の

原子炉のように連続燃料供給型の原子炉の場合は、燃料補給のためにプラントを停止する必

要がないので、このような制約を受けない。更に、新規に設計・建設されるプラントにおい

ては、腐食、摩耗に対する耐性を強化した原子炉の設計を行うことにより運転範囲を拡大

し、最低負荷を下げることが可能と考えられる。しかしこれは、新規の原子力発電所の建設

が社会的に受け入れられるか、安全な運転ができるかと密接に関連して検討されるべきであ

る。 

水力 

電力系統の柔軟性のニーズに対する水力発電プラントの役割は、その設置されている場

所、付加されているサービスなどによって大きく異なる。全般的にみると、水力発電設備は

大きな負荷追従性と低い最低負荷により、系統の柔軟性に寄与できる大きな潜在能力を持っ

ている。柔軟性を提供できる技術として次の三つが特筆される。それは、貯水池式水力、揚

水式水力、流れ込み式水力である。 

貯水池を備えた大規模水力発電所は、しばしば一定量の発電を行っているが、負荷変化お

よび短期間の柔軟性を提供できる。揚水式水力は、さやとりのために運転され、急激な負荷

変化に柔軟に対応できる。その能力はポンプの種類によるが、揚水ポンプの回転数が可変の

方が固定のものより柔軟に対応できる(IEA, 2017c) 。流れ込み式水力の場合、貯水量は限ら

れているが、急激な負荷変化への対応は非常に優れている。ノルウェーのあるプラントでは

0 から 1,200MW まで 4～5 分で増負荷できる。またあるものは 50MW から 1,000MW まで数

秒で増負荷可能で、逆の減負荷も可能である(Eurelectric, 2011)。水力発電の場合、制約要素と

しては、季節による柔軟性が異なることと、年ごとの降雨量の変動があげられる。水力発電

で柔軟性について考慮しなければならないことは、それぞれが所有する水力発電の組み合わ

せによって提供されているということである。システムの要求を変え、柔軟な運転を行うと

いうことは、その水力発電所の役割を変えることになり、特に旧式のプラントの場合、改修

が必要になる。旧式の「エネルギーの量的寄与」が役割である水力発電プラントを改修し

「エネルギー選択肢の寄与」の役割を持たせることにより、より急激な負荷変化に対し、よ

り大きな柔軟性を提供することができる。 

バイオエネルギー  

バイオエネルギーは幅広い様々な技術で構成されているので、柔軟な運転を行える程度も

それぞれで異なる。本報告書は、主に固体バイオマス、嫌気性消化ガスおよびバイオメタン

化によるバイオガスに焦点を当てている。バイオエネルギー技術に必要な設備投資は、「エ

ネルギー選択肢の寄与」よりも「エネルギーの量的寄与」を優先して運転されるプラントを

対象としていることがある。バイオエネルギーは主に季節的な柔軟性を提供できるが、英国

における一部のシステムのように、時間単位での柔軟性を提供するよう運転できる。しかし

ながら、電力供給における変動性の増加により、全負荷で運転する時間の短縮と応答時間の

短縮を可能にする運転モードを開発しようとする動きが生まれた。 

固体バイオマス発電所において、急激な負荷増減へのポテンシャルは、典型的な石炭火力

発電所と同様であり、主にボイラの最低負荷の限界に関係している。地域暖房に接続された

                                                           
14 CANDU は Canada Deuterium Uranium の略。（訳注：カナダの重水炉） 
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バイオマス・コジェネ設備の場合、特に熱需要に応じて設備を稼動させる場合に、熱需要は

出力降下の下限になり得ることに注意する必要がある。 

一方、嫌気性消化バイオガス発電所は、ガス火力発電所と同様の柔軟性のポテンシャルを

有する。しかし、ここでは、ガスの生産に使用される有機プロセスと設置場所のガス貯蔵能

力によって、柔軟性に限界がある。ガスの生産速度が追従可能であれば、発電所全体が生物

消化プロセスの安定性の限界に制約される。設置場所のガス貯蔵を技術的に増加可能である

場合は、経済的制約によって制限される可能性があり、具体的には提供される柔軟性のタイ

プによる。 

いくつかのカテゴリーのバイオガスについては、貯蔵は比較的単純であり、短期の柔軟性

要件に適合する可能性がある。しかし、固定報酬、例えば固定価格買い取り制度などのシス

テムでは、短期の出力削減に対してインセンティブがない可能性を考慮する必要がある。対

照的に、長期的な柔軟性を提供するには、より大規模で複雑な貯蔵施設が必要になる。適切

な規制枠組みや報酬制度を設計する際には、このことも考慮する必要がある。別のオプショ

ンは、バイオメタン化とも呼ばれるバイオガスのアップグレードである。これにより、地域

のガス火力発電所で使用するためにガス分配ネットワークに貯蔵することが可能になり、特

定のケースでは、間接的な柔軟性を提供する代替手段となるかもしれない。この場合、バイ

オメタン化によるバイオガスは、暖房および輸送にも使用できるため、電力システムのバラ

ンスを取る用途に使うかどうかは、代替用途と比較した経済的インセンティブに依存するこ

とに留意すべきである。最後に アグリゲーターを介して仮想的に発電所を設置することに

より、より小規模な分散型バイオエネルギー発電所を集約することが可能になる。 

Box 3.10 • 改善されたバイオマス・コジェネ設備の柔軟性 

デンマークのオーデンセにあるフィン（Fyn）発電所 8 号機は、麦わら燃焼用に設計されたバイオマ

ス発電機で、2009 年に運開した。このコジェネ設備は、北欧の電力市場に電力を供給し、地域社会

に暖房を供給している。100％の熱出力で最大 35MW の電力と 120MJ/s の熱出力を供給できる。こ

の発電所が運転を開始した時点で、デンマークの電力システムではすでに風力発電が占める割合が

かなり大きくなっていた。発電コストが一番安価な風力発電は、電力のスポット市場価格に大きな

影響を与え、その発電量の日々の変動は市場価格の変動を招き、負荷整能力に対する要求とその対

価が増加した。 

この状況に対して、フィン発電所 8 号機は、蒸気の全量タービンバイパス、煙道ガスの復水器バイ

パス、および地域暖房用水を貯蔵する蓄熱タンクをなどにより、柔軟に動作するように設計された。

全量タービンバイパスは、電気価格が低いときに発電所が地域暖房のみを供給することを可能にし

ている。タービンバイパスは、部分的または全量のバイパスを可能にして、連続的に調整できる。

全量バイパスモードでは、発電所の補機電力消費のための電気を電力系統から購入する。すなわち、

この場合発電所は正味で負の電気出力を行う。できるだけ発電量を増やすことが望まれる状況では、

煙道ガスを復水器バイパスさせることができ、補機電力消費を減少させ、発電所の正味発電出力を

約 1％増加させる。蓄熱装置は地域暖房用ネットワークへの安定した熱供給を可能にし、設備の熱

および電力の生産を柔軟に行う。これらの機能を組み合わせることで、負から過負荷までの発電出

力の範囲で、1 分あたり 8％の非常に高い変化率が可能になる。 

発電所の燃料は、地元の農家から供給された麦わらである。しばしば気象条件によって麦わらが湿

り過ぎたり供給不足に陥ったりして、次の収穫期まで数箇月間運転できなくなることがあった。し

たがって、この発電機の柔軟性の課題は、主に燃料の柔軟性の課題であった。そこで、木材チップ

と麦わらを約 50:50 の比で混焼するシステムに発電設備を改造した。この改造により、麦わら利用

の可能性が限られている年であっても発電設備が稼動できることが保証されている。バイオマス発

電所の経済性は、バイオマスベースの熱供給に対する税制優遇の支援を受けている。 

出典: COWI 提供のケーススタディ情報、 2018 年 5月 
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風力 

風力発電所は、変動する風力資源に依存して発電している。風力発電所は一般に、燃料コ

ストがゼロで運転コストが低いため、経済負荷配分と VRE の優先給電を採用する電力システ

ムにおいて、最大出力で運転される。電力需要に応じた発電ができないことを考慮すると、

通常、電力システムに対してほとんどの場合エネルギー量的寄与のみの発電所として運転さ

れてきたが、アイルランド、スペイン、テキサス州などの電力システムでは、新しい規制や

収益の流れを介してエネルギー選択肢提供の技術的能力がますます増大しつつあることに留

意すべきである。風力発電所は、短期、非常に短期および超短期の柔軟性を提供するポテン

シャルがある。これは、VRE の非常に高いシェアにおいては、より高い運転コストの発電所

から柔軟性を確保するよりも、高い費用対効果がある。 

風力発電の柔軟性は通常、要請に応じた出力抑制による短期的な柔軟性の提供に限定され

てきた。出力抑制はピッチ（風力タービンの翼の角度）の遠隔制御により有効になる。この

応答はウィンドパーク内で管理する必要がある。一つの風力タービンの出力を制限すると、

風力タービン後方の風速が上昇し、風力タービン後方の別の風力タービンの出力が増加する

可能性があるからである。風力タービンは、全負荷で運転されている場合を除き、出力増加

が可能である。更に、風力タービンが（電子的に）合成された慣性を提供し得る場合、全負

荷を超えて出力を一時的に増加できる。風力の柔軟性に関する重要な強調すべき点は、ほと

んどの火力発電よりも早く急激に変動する、非常に迅速な応答時間をもつ技術である。 

風力タービンからの柔軟性のサービスが可能な地域は数少ない。それには 経済的インセン

ティブや規制要件の導入だけでなく、事業者の適切な訓練が必要であるからである。この導

入は、市場ベースのメカニズムによって適切に報酬を支払う調整力サービスへの参加を介し

て可能になり、上げ代、下げ代を別々に入札可能とする。風力発電所の参加を可能にするた

めの追加手段には、調整力入札単位の下限値の引き下げ、リードタイムの短縮、時間枠の短

縮などがある。時間枠とは、調整力市場で契約した容量を供給可能であることを発電機が保

証しなくてはならない時間枠を指す。 

技術的側面では、監視と予測の改善と遠隔制御装置の導入によって、風力が柔軟性の提供

に参加することが可能になる。米国では、AGC の設置のような手段と風力発電の一次調整力

への参加の認可により、風力からの柔軟な供給のポテンシャルが実証された。 

全体として、風力から柔軟性を提供する実現可能性とそのための選択メカニズムは、特定

のシステム条件に依存する。上げ代および下げ代の柔軟性の継続的なサイズ低減、ある出力

ベースラインに対する下げ代の独占的な提供、および選択した風力タービンの出力削減によ

る風力発電所の出力管理など、技術的に可能な選択肢がいくつかある。これらの戦略は、取

り組むシステムの柔軟性ニーズのタイプと、風力発電所の収益にどのように影響するかの両

方の点で、様々な影響を及ぼす（詳細は技術附属書 15参照）。 

太陽光発電 

太陽光発電は、風力発電と同様に、発電するための太陽光の利用可能性に依存し、通常、

低い運転コストのために全負荷で送電している。出力は日照時間に制限され、年間の時間、

雪・砂ボコリの付着、雲の量などの要因により影響を受ける。太陽光発電の場合、上げ代下

げ代両方向の出力調整は、高度なパワーエレクトロニクスに依存し、適切な価格シグナルの

導入によって可能になる。風力発電と同様に、太陽光発電システムは歴史的に純粋なエネル

ギー量の寄与設備として運用されてきたが、短期的な調整力の提供や発電容量削減は最近で

はより現実的になってきている。ピーク需要の供給、需給バランスのサポートのために、新

                                                           
15  技術付属書はウェブで入手可能、本報告書には含まれていない。 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018- technical-annexes 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018-
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たな技術ソリューションとして、太陽光発電はますます電力貯蔵と組み合わされるようにな

ってきている。 

高度な電力制御装置は、パワーエレクトロニクスを利用して太陽光システムの出力を調整

する。プエルトリコでは、太陽光システムの出力をシステム周波数との関係でリアルタイム

に調整できる機器がテストされている。この試験では、高速周波数応答、速度調停率の応

答、自動発電機制御のポテンシャルも評価された。技術的に可能ではあるが、太陽光発電設

備は経済的インセンティブにより可能な限り全負荷で運転され、発電所の上げ代調整能力を

実証するインセンティブを結果的に制限している（Gevorgian and O'Neill, 2016）。このための

経済的インセンティブをシフトするための手段は、第 5 章で更に議論する。 

太陽熱発電 

太陽光と同様に、太陽熱発電（CSP）は太陽光の利用可能性に依存する。しかし、熱エネ

ルギーを貯蔵する能力は、その容量とエネルギーのシステムへの寄与が太陽光よりもバラン

スがとれているため、負荷変化の柔軟性を提供する上でより重要な役割を果たす。良好な日

射の条件下では、CSP の主な制限は、熱伝達媒体に関連する起動プロセスに起因する。パラ

ボラ型のデザインでは、これは合成油を適切な温度にすることなどである。中央集熱プラン

トを備えた CSP 設計では、起動時間は溶融塩の必要熱量に依存する。太陽光と比較して、

CSP は、より長い起動時間を有する一方で、負荷シフトのためにより大きな容量を提供する

ことができる。さまざまな柔軟性サービスを提供できる多様な CSP 設計構成があるが、その

ポテンシャルはさまざまな技術の成熟度によって異なる。パラボラ型は 1980 年代にさかのぼ

り、性能向上のポテンシャルは多くの文献に見られる。対照的に、中央集熱プラント型は比

較的最近になって 採算がとれるようになってきて、より低い熱慣性により柔軟性の範囲が

広がることが、技術がより成熟するにつれて期待される。 

柔軟性パラメータのまとめ 

要約すると、電力システムの現状の運転から長期計画までの幅広い時間スケールに応じ

て、あらゆる技術の発電所の柔軟性を分類し、評価することができる。ここに記載している

三つの短期の時間スケールでは、発電所の柔軟性の重要な側面は、出力変化速度、最低負荷

および起動時間に大きく依存している（図 3.6）。これは、これらの時間スケールでの柔軟性

の提供は、発電所が稼働していて（または迅速に稼働して）、出力変化に十分な能力を有す

る必要があるからである 16。 

これらの技術的パラメータの範囲は、異なる技術間だけでなく、同じ技術に対しても異な

る。これは、第 2 章で説明したように、設備、政策、規制、および制度面に関連するいくつ

かの要因によるものである。 

 

                                                           
16  超短期的および非常に短期的な柔軟性パラメータの技術的評価は、この取り組み（訳注：図 3.6 に示された Energy 

Technology Perspectives の評価）の一環として実施されなかったことに注意が重要である。 したがって、これらの時間ス

ケールの柔軟性パラメータは Figure 3.6.には含まれていない。 
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図 3.6 • 柔軟性の次元に応じた柔軟な発電の評価 

 
出典: IEA (2017b)、 Energy Technology Perspectives 2017. 

キーメッセージ • 発電所には、技術的な柔軟性に大きな違いがある。 

従来型の発電の柔軟性を高めるためのオプション 

火力発電所の技術的な柔軟性を高めるために、豊富なオプションを実装することができ

る。したがって、起動時間の短縮、最低負荷レベルの低下、より速いランプ速度など、発電

所の運転特性の改善に関連して、それらは全て高度に技術的なものである。一般および特定

の発電技術の両方の発電所の運転特性を改善するための技術的考察とオプションの詳細は、

この報告書の技術附属書に記載されている 17。 

要約すると、二つの広い分類の柔軟性向上を特定できる。まず、既設の設備の性能向上を

主目的とした手段である。これらの手段は、運用ルール、監視および制御機器を対象として

いる。これらの手段の全体的なコストへの影響は非常に小さいが、柔軟性を大幅に高めるの

に役立つ。この理由の一つは、発電所の真の能力を明確に認識せずに運転されることが多

く、運用者はしばしば何ができるかということについて控えめな判断を下すからである。第

二の柔軟性向上グループは、設備への変更を必要とする。コストの影響は、発電所の全面的

な改装に至るまで広い範囲で異なる可能性があり、柔軟性の向上は、発電所の寿命延長を考

えるための一つの手段である。発電所の柔軟性を高めるために、共通のガイドラインを特定

することができる。(VGB, 2018): 

• 柔軟性に対する意識を高める：発電所の運用者は発電所の運転体制や収益の変化には確実

に気付くであろうが、性能や収益の向上の潜在的な手段としての柔軟性に気付かないかも

しれない。発電所の運用者、公益事業者、規制当局など、電力部門のさまざまな当事者間

での意識を高めることは、議論の枠組みとして重要である。省庁やシステム運用者は、こ

の情報を提供するための第一歩を踏み出すことができる。意識を高めるには、柔軟性の必

要性に関する背景情報を提供し、発電所の運用保守への必要性と影響を説明し、訓練プロ

グラムを開始する必要がある。更に、意識を高めることで、同様の問題に直面している発

電所の運用者間での情報共有が可能になる場合がある。 
 

• 発電所の状態を確認する：発電所の運転計画を変更する能力、および、その能力がより急

速に悪化する程度は、発電所固有の要因である。類似発電所の改造および性能向上の経験

                                                           
17 技術付属書はウェブで入手可能、本報告書には含まれていない 

https://webstore.iea.org/status-of-power-system-transformation-2018- technical-annexes 

再生可能エネルギー

負荷配分可能な発電

風力

太陽光
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ス火力（CCGT(柔軟性無)）
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を参考にすることは有用かもしれないが、柔軟な運転により大きくなる可能性のある整合

性リスクを避けるために、発電所の現在の状況を調査する必要がある。更に、発電所の現

在の状態と残りの耐用年数を考慮することで、改造する範囲に関する情報を得ることがで

きる。これが完了したら、柔軟な運転に関するボトルネックと制限を特定する必要がある。 
• 製造元の機器メーカーと相談し、低負荷運転と温度および圧力勾配が主要部位と機器に

及ぼす影響を評価する。多くの場合、特定の発電所タイプに特化したソリューションを

提供できるため、大幅な設備交換を必要とせずに発電所の性能を向上させる可能性が高

くなる。 
• 発電所のすべての制御装置が、建設当初の運転モードでも、現在のシステムの要求を入

れた運転モードでも動作レベルが円滑に機能していることを確認する。これにより、発

電所の性能向上を図る際に対処する必要がある潜在的な制御システムの欠陥を明確に

することができる。 
 

• 試運転の計画と実施:発電所の柔軟性のポテンシャルを評価するために、試運転を計画し、

実施する。これにより、発電所の性能パラメータと、発電所の現行設備の運転変更に必要

な正確な手順を明確に把握することができる。   
• 現在の設定で最低負荷、起動およびサイクリングの動作に関して、発電所の性能に関す

る情報を明確にする。この情報を明確に把握することは、運用者にとっては発電設備改

善運用者、複数の発電所の管理者にとっては性能向上による潜在的利益の説明、規制当

局にとっては技術的性能パラメータの文書化など、多くのレベルで役立つ。 
• 制約と改善のポテンシャルを特定することにより、改造、または系統向けサービスの提

供への参加に関するさらなる投資の基盤情報を提供してくれることになる。この情報は、

規制されている公益事業の場合には料金の引き上げを申請するときや、財政支援の仕組

みを申請するときにも使用することができる。 
 

• IT システムの最適化:現在の発電所の性能に関して優れたデータの可視性を持つことは、

運用を改善するための最も重要な側面の一つである。この分野の手段は、管理ソフトウェ

アの更新から、システム監視のインフラの更新と拡張まで、多岐にわたる。これはまた、

発電所の柔軟性を高める最も費用対効果の高い方法である。自動化によるスタートアップ

などの複雑なプロセスを改善する場合は、データと制御機能の改善が特に役立つ。 
• 分散制御メカニズムを利用することは、発電所全体のプロセスのタイミング、スピード、

および精度を調整する上で不可欠である。 
 

• 緩和策の実施：柔軟な運転やサイクリング運転の影響を緩和する策を実施する。発電所全

体の現行プロセスの実質的な見直しを行うことが重要である。これには、運用保守のすべ

ての手順の再評価が含まれ、特に水と蒸気の品質、保存と保管の手順、およびメンテナン

ス戦略に重点が置かれている。これらのプロセスが発電所の運用とともに更新されないと、

発電所の効率が低下し、不具合が増加する可能性がある。適切な状態監視システムの使用

は、特に負荷変化のある発電所運転において水および蒸気システムを取り扱う際には不可

欠である。 
 

• 燃焼の最適化： 安定した燃焼は、最低負荷での運転を確保するための重要な側面である。

最低負荷で稼働する火力発電所は、効率が低下するだけでなく信頼性も低下する。燃料燃

焼プロセスを改善するための解決策を注意深く理解し、調整することは、柔軟な運用のた

めの重要なステップである。 これに関して考慮すべき点は次のとおりである。 
• 個々のバーナごとの信頼性の高い火炎検出：これには、各発電所の火炎挙動、低い燃料

投入レベルによる運転への影響を理解する、などが必要。 
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• 燃料品質と組成の透明性：一貫した燃料品質の確保は、燃焼プロセスを維持する上で重

要である。 石炭の場合、これは混炭および洗炭ならびにオンライン石炭分析によって

達成することができる。 ガスの場合、予期しない燃料組成の変動は、燃焼安定性の問題

により発電所の通常の運用値から大幅に変動する可能性がある。これらは、通常、発電

所運用の変更によって管理するが、発電所がより柔軟に運転されるにつれてより一般的

になると予想される。これに対する潜在的な解決策は、多様な燃料に対応できる燃焼装

置の開発である。 
• 最適化された空気流量管理：この側面は、燃焼安定性を維持する上で重要であるが、変

動する発電量とシステム効率の間のダイナミクスを理解することも重要である。 
• 運用ミル台数の低減：ミルを戦略的に使用することは、燃焼プロセスへの燃料投入速度

を調整する上で重要である。この点に関して、ミルの全負荷での利用と部分負荷利用が

発電所の出力に及ぼす影響を評価することは有用である。    
• ボイラ保護システムの低負荷運転への適応：前述のように、負荷変化と早いスタートア

ップは熱応力に起因するボイラの腐食および劣化の条件を増加させる。 高価な設備交

換を避けるための一つの方法は、より極端な動作条件に対する発電設備の回復能力を向

上させることである。 
• リアルタイム燃焼モニタリング：これには高度なセンサ、例えば、光学センサ、および

燃焼不安定性の同定および防止のための新しい計測器が必要である。これは、燃料組成

の急激な負荷変化および予想外の変動の状況において特に重要である。 
 

• 起動プロセスの最適化：迅速かつ効率的な起動を確実にするために、発電所の運用者は起

動に関連する手順および関連する温度測定値をチェックし、起動手順の最適化または更新

を検討する必要がある、自動起動手順とともに、これは許容温度限界を評価し、より保守

的でない設定点で運転することへの前提条件である。 
 

• 部分負荷時のプラント効率とその動特性を改善する：これは、水・蒸気サイクルのポテン

シャルを利用した手段を指す。汽力発電所の場合は、部分負荷における効率向上には、低

い負荷による圧力低下や、空気漏洩に対処するためのポンプや水管理システムの設置など

がある。コジェネ設備では、蒸気バイパス弁を設置して発電と熱供給のプロセス間でシフ

トを行う。  
 

• 貯蔵オプションを検討する：発電所全体の柔軟性の性能を高めるための貯蔵オプションを

検討する。 電力システムのさまざまなレベルで貯蔵を実装できる。特に、発電プロセスが

複雑な発電所の場合、貯蔵はプロセスの分離による便益を提供することができる。 例えば、

ガス化発電所では、合成ガス貯蔵は、合成ガス生産を一定に保ちながら、様々な出力が可

能である。コジェネプラントでは、CCGT、OCGT、石炭火力発電所、VRE 発電所が蓄電池

の設置により便益を得るのに対し、蓄熱の導入に価値がある。 貯蔵技術を発電所に組み込

むことのメリットは、市場の設計に大きく依存する。 
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第4章 システムレベルでの発電所の柔軟性の導入検討 
ハイライト 

 

システム全体の視点から発電所の柔軟性を検証することは、信頼性と経済性が高い 21 世紀

の電力システムを確保するために、情報に基づいた価値の高い投資判断を下す上で非常に重要

である。この章では、政策決定者が発電所の柔軟性手段に関する意思決定にアプローチするた

めの枠組みを提示し、短期の決定と長期的な戦略を支援する意思決定支援ツールの使用を議論

する（図 4.1）。この章では、電力部門の組織または規制および市場の枠組みが発電所の柔軟

性に及ぼす影響については触れていないことに留意頂きたい。これらの問題は第 5 章で取り

上げている。 

図 4.1 • システムの観点から見た発電所の柔軟性 

 
キーポイント • システムの観点から発電所の柔軟性を全体的に調べるには、4 つの重要なステップを実行す

ることができる。 

性能の把握: 

技術的な柔軟性の評価を実施して，システムの性能と柔軟性要件を理解する

• 自分の現在の発電システムにどの様な技術的柔軟性要件があるか？自分の発電システムがそれらの要件に適合するにはどれほど柔軟であ
るか？ 即時処置が必要か？

ポテンシャルの把握: 
追加の柔軟性手段の可能性を評価する

• 自分の発電システムではどの様な新しい柔軟性のリソースが検討可能になるか？

短期的なオプションの分析: 
意思決定支援ツールを使用して短期間における意思決定に反映する

• 即時手段が必要なら，短い実行期間のどの発電所柔軟性オプショ ンを優先すべきか？ 何が最良かを理解するためのツールやアプローチはあ
るか？

将来のための計画: 
長期的な発電システム柔軟性の戦略を策定する

• 自分の発電システムの柔軟性要件を満たす柔軟な発電の長期的役割は何か？ どのツールとアプローチがこの計画立案をサポートできる
か？

• 発電所の柔軟性手段を検討する際は、信頼性と経済性が高い 21 世紀の電力システムを

確保するために、システム全体の視点を採用することが不可欠である。 
• 技術的な柔軟性評価は、電力システムの現在の柔軟性要件を特徴づけ、それらの要件を

満たす電力システムの容量を理解するのに役立つ重要な第一歩である。 
• 潜在的な発電所の柔軟性手段の詳細な一覧表を作成することは、短期的および長期的な

意思決定に情報提供を行う重要な作業である。  
• 多くの、迅速な導入が可能で設備費が低い発電所の柔軟性手段が、検討対象となる可能

性がある。これらの手段の使用を決定するには、発電コストモデルによる検討を反映す

るのが最善である。 
• 21 世紀の電力システムにおける VRE の出現は、計画策定における電力システムの柔軟

性のより慎重な検討を必要としている。最近の経験から、長期的なシステム柔軟性戦略

を、VRE 目標を含む長期的な電力システムの変革目標に織り込むことがグッド・プラク

ティスであることが示されている。 
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性能の把握：技術的な柔軟性の評価を実施してシステムの性

能と柔軟性の要件を理解する 
システムの視点から発電所の柔軟性の役割を理解するための第一歩は、現在の性能を評価

することである。技術的柔軟性評価は、まさにこれを行うために設計された分析作業であ

り、システムの現在の柔軟性要件を定量化し、これらの要件に適合する現在の電力システム

の容量を理解することである。技術的な柔軟性評価を実施するために使用できるさまざまな

ツールが存在する。これらのツールは、実際のまたはモデル化された電力システムの負荷配

分データを所定の分析期間（通常 1 年間の運転期間）で調べて次のことを行う。 

• 要求される運用上の柔軟性のタイプ、大きさ、周波数、期間（例えば、急速起動、速い負荷

変化、より低い最低負荷）を特定し、どのような電力システムのより広範囲の条件（例え

ば、冬季の風力割合の高い時期）の下で、この柔軟性が必要とされる可能性があるかを特

定する。 
• 既設の発電所群からどれだけの柔軟性が得られるかを理解する。 
• 送配電網の柔軟性のストレス（例えば、日毎の最も急激な負荷変化の大きさと長さ）の期

間を特定するか、併せて、もしくは、需要と供給のバランスをとるための急激な負荷変化

に対する容量が不十分である「柔軟性の不足」の期間を特定する。VRE の抑制は、このた

めの有用な指標となり得る。 
 
重要な点として、これらの技術評価は経済的要因を考慮する必要はない。むしろ、実際の

電力システムデータ、またはモデル化されたデータ（発電コストモデル化したツールから得

られる、内生的に経済性を考慮したデータ）を分析し、解読するものである。技術的な柔軟

性の評価は、長期的な電力システム計画の確認として、特に役立つかもしれない。それは、

長期計画ツールによって選択された容量と発電の組合せが、実際の社会において十分に柔軟

な電力システムであるかということを理解するために、シミュレーションにより得られた将

来の負荷配分データを吟味することができるからである。 

ポテンシャルの把握：電力システムが有する更なる柔軟性手

段のポテンシャルを評価する 
電力システムの柔軟性を高めるために現在利用可能なオプションは何か？政策決定者、シ

ステム運用者、および電力会社の計画部門は、更なる電力システムの柔軟性にアクセスまた

は柔軟性を提供するために利用可能なオプションの詳細な一覧表を作成するための研究を実

施することで、この質問に答えることができる。その際には、技術的および制度的オプショ

ンとそれに関連するコストの両方を特徴づけることが理想的である。電力システムの柔軟性

のために利用可能なすべてのオプションを網羅することが重要である一方、本節の焦点は、

「発電所の柔軟性」を追加するためのオプションにある。 

高いレベルで、発電所の潜在的な柔軟性手段の一覧表を作成するには 

1. 送配電網内の既設の個々の発電所の潜在的な物理的柔軟性を調査する。 
2. 既設の発電所の柔軟性を、現在の運転作業や発電所関連の市場ルール、規制または政策

を通じてどの程度活用できるか調査する。 
3. 市場ルール、規制または政策の変更を通じての発電所の潜在的な柔軟性へのアクセス増

加のポテンシャルを検討する。 
4. 新しい柔軟な発電インフラ、または発電所の増出力を含めた改造プロジェクトを展開す

るために利用可能な技術の展望を特徴づける。 
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重要なポイントとして、発電所の柔軟性手段の一覧表を作成することは、技術的な調査だけ

でなく、理想的には、一覧表には、導入に関連する設備費と運転費に関する財務情報を反映さ

せる。 

既設発電所の現在の物理的な柔軟性 18：既設の発電所群の柔軟な運転能力を調査することは、

発電所の柔軟性指標の一覧表を作成するための基礎的なステップである。このステップでは、

様々な発電所の柔軟性パラメータ（例えば、最低負荷レベル、負荷変化速度、起動時間、部分

負荷効率）、様々なモードの運転に関連する運転保守（O＆M）費用、発電所の技術的な余寿

命に関するデータ収集を行う。 

既設の発電所から物理的な柔軟性にアクセスするポテンシャル：発電所のより柔軟な運転を

可能にする制度上および運転上の手段の調査を行うには、既存の運用手法と市場ルールを徹底

的に理解する必要がある。発電所がシステムの柔軟性を提供する程度は、電力市場の運用およ

び決済ルール、発電スケジュールおよび負荷調整の手順、政府の補助金および（または）発電

割当、および契約上の義務によってほとんどに決定される。したがって、柔軟性調査の特に重

要な側面の一つは、各発電所の歴史的な運転と環境を特徴づけ、既存の運用手法、契約上の取

り決め、公共政策、市場構造、またはシステムの信頼性などの理由によって発電所が、技術的

な能力よりも少ない柔軟性で運転されていないかどうか、ということを把握することである。 

物理的な柔軟性を高めるための発電所の改造のポテンシャル：発電所改造の潜在的な機会の

一覧表を作成するには、さまざまな運転の柔軟性指標に対して期待される改善、資本費、建設

リードタイム、発電所改修時の発電所停止時間、運転保守費用に対する望ましい変更、その他

のさまざまな情報の収集が必要である。個々の発電所ごとに明確なコストと性能の関係で、複

数の改造オプションがほぼ確実に利用可能になる。これらの改造オプションのすべてが必然的

に電力システムに不可欠または適切であるとは限らない。したがって、研究プロセスでは、

個々の各発電所の設備メーカー（OEM）と個々の発電所所有者と対話すること、可能性の高い

オプションの展望を理解すること、高められた柔軟性にシステム運用者がアクセスできること

を確実にすることが重要である。 

新しい柔軟な発電所のポテンシャル：新設の柔軟な発電所のコストおよび性能の前提の一覧

表を作成することは、長期的な計画プロセスを支援する重要な活動である。これは、発電所の

設備メーカーおよび発電事業者の間のやりとりや、発電所ディベロッパーからの関心を求める

正式な情報開示要求（RFI）の申請によって実施できる。また、RFI を利用して、期待される

運転環境、報酬構造、またはプロジェクトの構築を検討するために事業者が期待するその他の

契約条件を理解することができる。理解しておくべき特に重要な側面の一つは、新しい発電所

の建設および運転開始までのリードタイムである。政策決定者がより長期戦略を策定し始める

時に、この情報は、調達の工程を理解し、将来的にシステムに十分な柔軟性があることを確認

する上で重要である。 

Box 4.1 • 火力発電所の柔軟性の可能性を特徴付ける中国の取り組み  

中華人民共和国（中国）における再生可能エネルギーの急速な成長により、最も導入が進んでい

る地域では VRE の出力抑制が顕著になっている。 2016 年に風力と太陽光の出力抑制率はそれぞ

れ 17％と 10％に達した。VRE のシェアが最も高い中国の地域には、豊富な石炭資源が存在し、

                                                           
18  技術的な柔軟性の評価に先立って、これらのデータを収集する必要がある（前述の手順を参照）。 しかし、理解を深める

ためにこの章では、この要件をその他の発電所の柔軟性データ区分とともに提示している。 
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石炭火力の容量がこれらの地域の電力システムのバックボーンとなっている。中国国家エネルギ

ー庁の要請により、電力企画設計総院（EPPEI）は 2015 年に 2016-20 年の電力システムの柔軟性

向上のための研究を実施した(NDRC, 2016)。EPPEI によれば、約 130GW のコジェネと約 86GW
の復水式の発電専用設備を含む約 220GW の火力発電所は、出力抑制率を大幅に低減するために、

古い機器を交換、または運用を改善することになる。この 220 GW の容量の一部または全部を改

造する目標は、2016 年に国家エネルギー管理局と国家発展改革委員会が共同で発表した中国の第

十三次五カ年計画の電力部門の項目に記載されている。 

より詳細な情報は、「ケーススタディ中国」の節を参照 
出典: NDRC ((2016)、 China 13th Renewable Energy Development Five-Year Plan ((2016-2020). 

 

短期的なオプションの分析：近い将来の投資決定に資する発

電コストモデルの利用  
電力システムの柔軟性要件と将来オプションの両方の明確な構想が確立されれば、次の問

題に対処することが可能である。それは、「短期的に発電所の柔軟性をもたらすどのオプシ

ョンを優先されるべきか？」という問題である。 

短期的 （すなわち、1〜4 年）なオプションは本質的に資本投下が限定的であり、新しい

インフラの大規模な開発を伴わない可能性が高い。19既設の発電所に柔軟性を与えるためこ

れらのオプションは、発電所運用手法の変更、発電所の改造、方針や運用方法の変更を含

む。柔軟性を有する新設の発電所への投資に伴うリードタイムは長くなるため、長期計画の

ためのオプションに関する議論は、「将来のための計画」の節で展開する。 

電力システムの技術的な柔軟性評価では、短期的な対応は不要となる可能性が示されてい

る。しかし、本節は、政策決定者が、長期的な発電所の柔軟性対策のシステム価値（訳注：

システム価値とはある技術あるいは制度について、それらを実施した場合のシステム全体の

費用の変化で測られる価値）を定量化する発電コストモデルの役割を理解するのに有益であ

り、他の電力システムの柔軟性対策の役割の理解についても同様である。  

概要：発電コストモデルと発電所の柔軟性 
発電コストモデル（Production Cost Model, PCM)は、電力システム内の特定の変更に起因す

る技術的、経済的影響を考慮して、発電所の柔軟性に対する将来の変化について重要かつ総

合的な見通しを与える。技術的な柔軟性の評価では負荷配分データを事後検証するが（性能

については前述の「性能の把握」の節を参照)、PCM では発電所や送電網の物理的な制約を

考慮して、費用最小化となる負荷配分を模擬する。20  

コストと便益を含む発電所の柔軟性に関するニーズと機会を評価するために、潜在的な柔

軟性への投資の電力システムレベルでの経済的価値を推測する目的で発電コストモデルが用

いられる。21 このような分析は以下の理解に役立つ: 

• 通常のビジネスシナリオや他の将来の柔軟性対策と比較して、特定の柔軟性対策の運用上

の価値はどのくらいか？ 

                                                           
19 2～4 年以内で建設されるガスタービン発電所を除く。 
20 発電コストモデルは変動する製造コスト(燃料コスト、運転保守コストの変動など)を考慮するが、固定(資本)コストは考慮

しない。固定費に基づいて投資を最適化する評価については、次の容量拡張モデルの章で取り上げる。 
21 これらの評価はまた、重要な技術的洞察をもたらす。 
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• 複数の将来のシナリオ（需要の低いシナリオや、より VRE の普及率の高いシナリオなど)

に対する柔軟性対策の相対的な運用価値はどれくらいか？ 

• より大規模な柔軟性を与えるような電力システムへの広範な変化は、発電所の運転にどの

ように影響を与えるか？ 

PCM では、一般的に、非常に短期間（数分)から超長期的（数箇月から数年)までの電力シ

ステムの柔軟性に関する問題を検討する。PCM では、電力システムの柔軟性要件と発電所の

柔軟性効用の全容は把握しきれないが、短期および長期の時間スケールでの技術的および経

済的制約の包括的な見通しが得られることから、短期、長期の計画策定に使用される傾向が

ある。 

PCM を利用して「もし〇〇だったら」を問う 

電力システムと個々の発電所の両方に対する特定の柔軟性対策のコストと便益について、

PCM では仮説を基にした検討を行うことができる。また、複数の柔軟性対策の個別要素の

影響を比較、対比させて使うことや、複数の柔軟性対策の便益を一度に推測するために使用

することもできる。「もし、〇〇だったら」という仮説は、多様な電力システム条件（例え

ば、需要の変化、VRE 導入、燃料価格など)を有する将来の様々なシナリオに拡張すること

ができる。このプロセスは、以下に説明する 4 つのステップ（図 4.2)に分けられる。 

ステップ 1：現在の電力システムは、PCM の枠組み内で特徴付けることができる。これは、

様々な詳細データ一式、すなわち発電所群（運転上の柔軟性のパラメータと制約を含む）と

送電システムの情報、毎時（またはそれより短い時間）の需要データ、風力発電と太陽光発

電の特性、運転保守コストと燃料費、負荷配分決定に影響するさまざまな要因、などの様々

な詳細データセットの収集または開発を意味する。 

ステップ 2：次に、柔軟性対策が評価される至近の評価年（通常、現在から 1〜5 年後）ま

で、電力システムの時間スケールを進めていく必要がある。評価年は、特定の発電所がリタ

イアする年、または VRE 導入目標達成が予想される年とすることが多い。短期的な将来の

電力システムのデータセットを作成する際、分析者は政策目標、産業の知見、および利害関

係者の意見に依存する傾向がある。長期的な時間スケールの場合には、ステップ 1 からステ

ップ 2 への移行は、一般的に電力システムの最小コストでの構築を模擬する容量拡張モデル

（Capacity Expansion Model, CExM)によって得られる。これは、時間スケールと資産を重視

したプロセスである。後述の「将来のための計画」の節で更に詳しく説明する。 

ステップ 3：短期的な将来の電力システムを構築した後、まず、新たな柔軟性対策を導入せ

ずに電力システムがどのように機能するかについてのベースラインを引くための基準シナリ

オまたは従来路線（BAU）シナリオを作成する。 

ステップ 4：最後に、様々な柔軟性対策（例えば、発電所改造）または市場環境の変更（例

えば、VRE 導入の拡大、火力発電所の閉鎖）を模擬する新しいシナリオをモデル化する。こ

れらのシナリオを基準シナリオと比較して、対策が電力システム全体の運用コスト、供給と

需要を満たす能力、およびその他の様々な指標にどのような影響を与えるかを推測する。電

力システム運用コストの削減額を、将来の柔軟性対策に関連する入手可能な資本コストの見

積（該当する場合）と比較することもできる。 
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図 4.2 • 柔軟性評価のための発電コストモデル 

 
キーポイント • さまざまな柔軟性指標の運用上の価値を評価するために、発電コストモデルを利用できる。 

重要なことは、この基本的なプロセスは、すべてのタイプの発電所の柔軟性対策に関する

様々や問題や、長期計画シナリオの有効性評価のために使用できるということである。PCM
には、発電所の柔軟性対策の価値を推測するための多くの重要なハイレベルの用途がある。 
（表 4.1） 

表 4.1 • 発電所の柔軟性の価値を推測するための PCM の使用 

電力システム評価レベル 

新設発電所の柔軟性対策の電力シス

テム全体の発電コストへの影響定量

化 

発電所の柔軟性対策が導入されている新しいシナリオと、BAU シ

ナリオとを PCM で比較することにより、電力システム全体の発

電コストの正／負の変化を定量化できる。これにより、対策が電

力システムの観点からどの程度運用上の価値を有するか明らか

にできる。複数の発電所の規模、位置の選択肢について試算可能。
22 

さまざまな柔軟性対策の技術的およ

び経済的価値の理解 
計画者および政策決定者が、どのような特性の柔軟性対策が相対

的に最も効果があるのか把握するために、PCM を用いて、一連の

柔軟性対策に対する発電コストの変化を比較することが役立つ。 

将来の電力システム条件範囲内での

発電所の新たな柔軟性対策の評価 
PCM を用いて、不確実な将来の電力システムの条件範囲内（例え

ば、電力需要、VRE 導入具合、燃料コスト)で単一の柔軟性対策

による発電コストの変化を比較することによって、計画者および

政策決定者は、将来の条件下でどの対策が効果的か、また、その

相対的価値が特定の市場条件によりどの程度まで影響を受ける

かを理解できる。 

                                                           
22 発電所の柔軟性対策の価値を（様々な規模や位置にわたって）評価する能力は、表記載のアプリケーション全般にあては

まる。 

1. 現在の電力システ
ムの構築:

現在の電力システム
モデルをPCMデータ
ベースとして構築

2. 短期的な電力シス
テムの構築:

至近のシナリオ想定
(1～5年間)に合うよう
にシステムの時間ス

ケールを拡張

3.基準シナリオの作
成:

現状の電力システム
での将来の運用をシ

ミュレート

4. 柔軟性対策の検証:

基準シナリオから変
化させたモデルに基
づく潜在的な柔軟性

対策の評価
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発電所評価レベル 

新たな柔軟性を備える発電所投資の

期待される運用環境の理解 
想定される柔軟性を備えた発電所を PCM シナリオの発電所群に

追加することで、計画者および政策決定者は、経済性による負荷

配分の下、稼動時間、運転パターン（ランピングとサイクリング

の頻度など）、運転保守コストの変更、および販売による予想収

益など、発電所群をどのような運用をすべきか理解できる。 

改造による柔軟性対策投資に関わる

運転環境での発電所レベルでの変化

の理解 

発電所の改造が終了した新しいシナリオと、従来シナリオを比較

することによって、PCM は、発電所が改造された場合の、稼動時

間、運用パターン、運転保守コストの変化、および販売による予

想収益を定量化可能である。 

PCM はどのようなコストと便益を考慮して、より柔軟な発電所の運用を評
価するか？  

電力システムの観点から見ると、VRE 導入量が増加するに連れて、従来の発電所群をより

柔軟に運転する必要がある。負荷配分可能な発電所は、より速く立ち上げ、より頻繁に起

動・停止し、より頻繁に最低負荷まで負荷降下する（かつその負荷に留まる時間が長くなる)
ことが求められる。これにより、設備疲労によるコスト増と排ガス量の変化が生じる可能性

がある。一方、柔軟性の追加により、電力システム全体の運用コストを削減し、VRE の電力

システム価値を高めることができる。PCM はそのようなコストと便益のトレードオフを評

価し、政策決定者や計画策定者に変革方針の考え方を提供するのに役立つ。23 しかし、電力

システム運用コストの差異は PCM モデルから得られるものの、設備疲労のコストパラメー

タの増加は外部からの入力データであり、発電所運用者から直接情報を取得する必要がある

ことに注意すべきである。24 

図 4.3 • PCM で得られる主要な電力システムのコストと便益 

 
キーポイント • PCM で、発電所の柔軟性対策の運用コストと便益を捉える。 

最近の研究では、電力システム運用上の観点から、より柔軟な運用による燃料コストの削

減は、火力発電所群のより柔軟な運用に伴うサイクリング運転によるコスト増加をはるかに

                                                           
23 PCM は、内部で消耗品費用を考慮していない。 しかし、これらの費用は、発電所の O＆M に関するパラメータの修正で

組み入れ可能である。 

24 発電コストモデルにおける負荷変化運転コストの扱いに関する手法、課題、限界についての詳細な議論については、Troy
ら(2012)を参照。 http://ieeexplore.ieee.org/document/6189770/. 

▪ 稼働時間減少によ
る燃料費削減

▪ 稼動時間減少によ
る排ガス量削減

▪ 起動停止回数の増
加、負荷変化率の増
加、最低負荷引き下
げによる運転保守コ
ストの増加

▪ サイクリングによ
る排ガス量削減

削
減

さ
れ

る
コ

ス
ト

追
加

コ
ス

ト

http://ieeexplore.ieee.org/document/6189770/
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上回る傾向にあることを示している（GTG, 2017; NREL, 2016; NREL, 2013）。米国国立再

生可能エネルギー研究所の「Western Wind and Solar Integration Study: Phase 2（米国西
部における風力・太陽光統合調査：フェーズ 2）」には、米国西部の系統連系における VRE
導入拡大に伴う発電所のサイクリングに伴うコストおよび追加される送電コストの詳細評価

の一つが含まれている。（図 4.4)(NREL, 2013)。 

図 4.4 • NREL「米国西部における風力・太陽光統合調査：フェーズ 2」33％VRE シナリオ 

 
注記: CO2 = 二酸化炭素; NOx = 窒素酸化物; SO2 = 二酸化硫黄  
出典: NREL (2013)、 Western Wind and Solar Integration Study: Phase 2、 www.nrel.gov/docs/fy13osti/55588.pdf. 

 

キーポイント • 詳細な発電コストモデルによる分析は、米国西部での VRE 導入率の向上による運用上の便益

が、付随する発電所のサイクリングのコスト増加をはるかに上回ることを示唆。 

この調査によって、より大規模の VRE を接続するためのサイクリングの増加によって、

平均的な火力発電所の運転コストが 2％から 5％増加したが、回避された燃料コストがサイ

クリングコストの上昇をはるかに上回ることが明らかになった。留意しておくべきは、この

PCM 分析では、新設 VRE の発電および送電に関する資本コストは考慮されていないことで

ある。 

発電所の新たな柔軟性向上対策が経済的な利益を生むのはいつか？ 

PCM により技術導入や電力システムの変化、電力システムの運用上の問題、制度上の変

化などに起因する正味の運用コストの削減を検討できるのは、重要なことである。一方で、

新しい柔軟性対策を備えた電力システムの資本コストは考慮されていないことにも留意すべ

きである。25 したがって、発電所の柔軟性対策のコストと便益に関する電力システムの全容

を得るには、対策による全ての発電コスト削減と、その新たな対策によりシステムが被るコ

ストを合わせて考慮しなければならない。 

問題を更に複雑化するのは、新規投資か改造された発電所かに関わらず、それぞれの発電

所は、オーナーにとって採算が成り立つように、期待される運転環境において十分な運転時

間と収益が必要なことである。ある発電所が、技術的には必要であるが採算的には不成立と

判断された場合、公共政策が「ギャップを埋める」ための重要なツールとなり、発電所が電

力システムにもたらす価値をより反映した利益をもたらすことができる。 

                                                           
25 新しい柔軟性のある発電所が自家所有であり、卸売市場や電力購入契約(PPA)に参加する場合など、資本コストはシステム

の観点と無関係な場合もある。 

 

 

*風力、太陽光高普及率シナリオ、資本コスト反映せず。 

サイクリング費用* 

35-157 百万米ドル 
 

 

再エネによる排ガス削減量 サイクリング影響 

CO
2
 

2600-3000 億ポンド 

29%-34% 影響なし 

NO
X
 

1.7-2.3 億ポンド 

16%-22% 300-400 万ポンド 

SO
2
 

0.8-1.4 億ポンド 

14%-24% 300-400 万ポンド 

 

燃料費削減* 

70 億米ドル 

http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55588.pdf
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表 4.2 は、発電所の柔軟性対策が、電力システムと個々の発電所の観点から経済的メリッ

トをもたらす条件をまとめたものである。 

表 4.2 • 発電所の新しい柔軟性対策はいつ経済的メリットをもたらすか？ 

垂直統合型電力会社が所有する発電所 

視点：電力システム 視点：発電所 

電力システムの発電コストの年間削減額（BAU シナ
リオと比較して)が、発電所の柔軟性対策として得ら
れる年間収益要件（すなわち補償）より高い場合、
投資は電力システムの観点で経済的メリットをも
たらす可能性がある 。 

新しい発電所の柔軟性対策は規制による投資であ
り、電力会社のオーナーは通常、電気料金の引き上げ
によって補償を受け取る。発電所が運転パターンに
かかわらず固定収益を受け取る場合は、理論的には
投資は常に発電所の観点から経済的メリットを有す
るべきである。 その発電所が電力販売に基づいて収
益を受け取る場合、予想される販売収益が発電所の
固定費よりも大きければ、投資は経済的メリットを
もたらす可能性がある。 

電力配電事業者との電力購入契約を持つ IPP  

視点：電力システム 視点：発電所 

電力システムの発電コストの年間削減額（BAU シナ
リオと比較して)が、PPA 契約で消費者が支払う年間
コストを上回っている場合、投資は電力システムの
観点で経済的メリットをもたらす可能性がある。 

電力会社の PPA 記載の条件および予想運用時間に基
づく新しい発電所の柔軟性対策の NPVがプラスであ
る場合、投資は IPP オーナーの観点で経済的メリッ
トを有する可能性がある。  

競争的な卸売市場で電力取引するマーチャント IPP 

視点：電力システム 視点：発電所 

電力システムにおける発電コストの年間削減額
（BAU シナリオと比較して)がプラスであれば、投
資は電力システムの観点から経済的メリットをも
たらす可能性がある。電力システムはマーチャント
IPP にエネルギーまたはアンシラリーサービスの売
上を支払うだけであり、そのアンシラリーサービス
の費用は既に電力システムの発電コスト削減の見
積りに含まれている。 

発電動向の予測、スポット価格や前日市場の価格、契
約価格、その他の要因などに基づいて、新しい発電所
の柔軟性対策によるNPVがプラスの場合、投資は IPP
オーナーの観点で経済的メリットをもたらす可能性
がある。 

注：IPP=独立発電事業者、NPV=正味現在価値 

PCM を使用した複数の柔軟性オプション検討 

この報告書の焦点は発電所の柔軟性に関するものであるが、優れた投資計画では、PCM
を使用した、分散型リソースの集約と負荷配分、貯蔵の利用、送電システムの拡大、隣接す

る需給調整エリアとの協調、および柔軟性リソースの構成の最適化などの電力システムに関

する「柔軟性オプションの幅広い組合せ」を検証することが重要である。結局のところ、所

与の電力システムに対する適切な柔軟性対策の組合せは、当該電力システムに対して固有で

あり、各対策の正味の電力システム価値に影響を及ぼす様々な要因に依存している。  

Denholm ら(2016)は、複数の柔軟性オプションの価値を比較する３通りの異なる電力シス

テムのケーススタディを提供している。この調査では、商業用の発電コストモデル化のツー

ルである PLEXOS®を使用して、風力や太陽光の導入割合に応じたシナリオに対する系統シ

ミュレーションを実行し、さまざまな柔軟性オプションの有効性を推測している。シナリオ

を分析して、さまざまな柔軟性対策の導入が、年間の電力システム発電コスト、VRE 導入量
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の経済的導入容量 26 、VRE の出力抑制、およびその他の指標にどのように影響するかを分

析している。検討される柔軟性オプションには、とりわけ、デマンドレスポンス、 貯蔵、特

定の運用上の柔軟性を阻害する制約の解消（例えば、地域的な発電要件の除去、各時点での

VRE 導入限度の引き上げ）、VRE の予備力への寄与の許容、需給調整エリアとの輸出入

（すなわち送受電）容量の増加、などが含まれる（図 4.5）。27 

図 4.5 • 柔軟性と貯蔵による電力システム運用コストの削減 

 

注記: DR = デマンドレスポンス; MW = メガワット  

出典: Denholm et al. (2016)、 Impact of Flexibility Options on Grid Economic Carrying Capacity of Solar and Wind: Three Case Studies.、 
www.nrel.gov/docs/fy17osti/66854.pdf. 

キーポイント • VRE 導入率の増加に伴い、柔軟性対策の運用上の価値は増加傾向にある。 

概して、この調査は、全ての柔軟性オプションの価値は、運用コストおよび容量コストの

削減によって VRE が普及するほど高まること、（同時に導入した場合にすべての便益が合

算できるというわけではないが）すべての柔軟性オプションは付加価値をもたらすであろう

ことを明らかにした。 

さまざまな柔軟性オプションの価値を評価する別の方法は、VRE 出力抑制量を電力システ

ム性能の指標として使用することである。この方法を使用して、異なる柔軟性オプション

の、年間平均および電力システムに負荷がかかる期間（すなわち、低需要かつ VRE 発電量

の多くなる時期）の両方における VRE 出力抑制量の低減への寄与が比較できる。 

                                                           
26 経済的導入容量（Economic carrying capacity）は、VRE のシステムに対するコストが便益を上回る VRE 導入レベルと定義

され、さらなる VRE の導入は経済的に望ましいとは限らない。  
27 重要な点として、この図は、さまざまな柔軟性対策に伴うシステム運用コストの削減を示している。 この調査では、様々

な柔軟性対策の導入コストを理解するためにそれら対策の資本コストについても考慮し、柔軟性対策の合計価値(すなわ

ち、運用コスト削減と資本コストの合計)についても検討している。 しかし、この調査では、合計値を「太陽光の価値へ

の影響」（システムコストの合計インパクト指標ではなく）として定量化しているため、ここでは混乱を避けるためにこ

の図を掲載している。 

運用柔軟性

DR追加

1500MW貯蔵追加

1500MW貯蔵・DR追加

輸出追加

6000MW貯蔵追加

年
間

運
転
費

削
減
額

（
百
万

ド
ル
）

太陽光発電普及率（年間発電量ベース）

http://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66854.pdf
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将来のための計画：長期的な電力システム柔軟性戦略の策定 
従来の電力システム計画では、需要と供給のバランスをとるために電力システムに十分な

柔軟性が確保されていたが、21 世紀の電力システムは VRE の登場により、計画する電力シ

ステムの柔軟性を注意深く検討する必要が出てきた。VRE 割合が多くの電力市場で増加し、

政府の導入目標が発展し続ける中、最近の経験では、長期電力システム変革の目標に、長期

電力システム柔軟性戦略を伴うことが望ましいとされている。このような戦略では、5 年か

ら 25 年の期間にわたる電力システムの柔軟性を高めるための様々な対策を検討し、不確実

性のある様々な将来に対して、十分な電力システムの柔軟性を確保しながら、資本的支出と

運用的支出の合計の最小化を目指している。 

強靭な電力システムの柔軟性戦略は、かなりの程度、最小費用となる柔軟性の道筋を把握

するために、協調して機能する複数の意思決定支援ツールに依存する。それは、電力システ

ム柔軟性向上のために、導入コストと関連させつつ、潜在的なオプションを特定した柔軟性

の一覧表を利用する。28 電力システムの柔軟性戦略は、柔軟性への投資を促進する環境構築

のために必要なステップを明らかにする必要がある。そういったものとして、新しいインフ

ラ向けの集中型調達戦略、需給調整エリアに跨る協調の強化、新しい商品（訳注：需給調整

力市場のカテゴリーとしての「商品」）の創出、あるいは、その他の短期的または長期的な

政策オプションなどが考えられる。 これらのオプションについては第 5 章で詳しく説明する

ので、本節では意思決定支援ツールの役割に焦点を当てる。 

長期電力システム柔軟性戦略策定のための意思決定支援ツールのレビュー 

前述のように、サイクリング費用の増加と運用費の削減は、近い将来の柔軟性対策のコス

トと便益の主要な要素であり、これらは PCM を利用して検討することが可能である。しか

し、より長期間を検討する場合にも、関連する問題が同じように浮かび上がってくる。時間

経過に伴う電力システムの進化に対して、どのような柔軟性対策の追加が必要となる可能性

があるのか？そして、他のオプションと比較して、これらの対策はどのような追加の設備費

（および電力システム全体の利益）を伴うのか？したがって、長期投資計画に特化した（柔

軟性のパラメータや制約も考慮する）意思決定支援ツールも、電力システムの柔軟性戦略を

得るために同じように重要である（表 4.3）。 

容量拡張モデル（CExM）は、新たな発電所の投資判断を最適化して、長期間にわたり

（すなわち 5～25 年以上）、最低コストで信頼性の高い電力システムを実現する。それら

は、電力システム内の CAPEX（ここでは建設費や改造費などの設備費）に対して比較的詳

細な手法をとる傾向にあるが、電力システムに重要な時間スケールにおける OPEX（燃料費

や保守運用費などの運用費）については概算を提供するにとどまる。この運用上の時間スケ

ールでは、電力システムの柔軟性の変化を捉えることができず、時々刻々の意思決定が電力

システム運用に及ぼす実際の影響を考慮しきれていない可能性がある。理論的には、これら

のモデルは、送電システム上の制約と電力フローの大まかな影響を模擬することが可能で、

送電系統拡張の意思決定に関する洞察を得ることもできる。しかし、送電系統拡張の選択肢

が容量拡張の最適化において変数扱いになる場合は、このようなモデルはしばしば問題の複

雑さのため、コンピューター的に扱いにくくなる。更に、これらのモデルは送電ネットワー

クに関し、詳細な技術的考察がなされていないので、単独で用いる場合、送電系統計画者に

とっては結果の活用が限定的になる。 

                                                           
28 「長期的な柔軟性戦略の策定のための CExM と PCM の組み合わせ」の節を参照。 
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Box 4.2 • CExM への運用上の柔軟性パラメータと制約の組み入れ 

長期計画立案の観点からは、既設および新設発電所の最低負荷に関する想定は、VRE 出力抑制量の期

待値と、本来は経済性のある VRE の大規模な導入の全体としての実現性に重大な影響を及ぼす可能

性がある。 第一ステップとして、電力システム計画者は、計画モデルに運用上の柔軟性パラメータ

と制約(例えば、ランプ速度、最低負荷)を組み込むことができる(Denholm et al, 2018; Panos andLehtilä, 
2016)。計画モデルへの柔軟性の組み入れの考察に関する詳しい情報については、 IRENA(2017)参照。 

出典: Denholm et al. (2016) Impact of Flexibility Options on Grid Economic Carrying Capacity of Solar and 
Wind: Three Case Studies、  www.nrel.gov/docs/fy17osti/66854.pdf; IRENA (2017)、  Planning for the 
Renewable Future: Long-term Modelling and Tools to Expand Variable Renewable Power in Emerging 
Economies; Panos and Lehtilä (2016)、 “Dispatching and unit commitment features in TIMES”、 http://iea-
etsap.org/docs/TIMES_Dispatching_Documentation.pdf. 

 

送電計画モデル（Transmission Planning Model, TPM）は、送電ネットワーク形状と技

術的特性、ネットワークを通じた電力潮流、あるいは系統安定化に寄与する発電所の特性と

の相互作用を詳細に考慮している。そのため、それらのモデルは、超短期的および非常に短

期の柔軟性の問題の検討に用いられることが多い。場所と時間で異なる需給の特性（CExM
から得られることが多い）を考慮に入れて、現在または将来の送電網の技術的特性の推測の

ために、多く場合何度も繰り返して、利用されている。TPM は、新たな送電投資（例えば、

系統の増強、新設の送電線）の要件を特定し、提案された送電プロジェクトの技術的実現可

能性を検証するのに役立つ。また、新たな送電設備が必要となる時期を遅らせるために、特

定の手段（例えば、貯蔵、新設の発電所）の有効性を検証することもできる。重要なことと

して、大半の TPM はモデル内部では送電プロジェクトのコスト予測値を計算しない。これ

は系統エンジニアや他の専門家によって個別に行われる。 

発電コストモデル（PCM）は、電源構成、送電ネットワークモデル、および需要特性を考

慮して、経済性に基づいて電力システムの運用を最適化する。これらのモデルは、現在また

は将来の電力システム特性を用いて、関連する全ての物理的および運用上の制約を考慮に入

れて、電力システムの運用を模擬する。これらのモデルに基づく結果を用いて、柔軟性の度

合いや柔軟性の不足を把握することができる。これを行うと、ランピングや最低負荷など、

柔軟性の制約となる性質を特定できる。この「根本原因」分析は、電力システムの改善の基

礎となる。モデル化の結果によって、短期間（数分から数日）から長期間（数箇月から数

年）までの時間スケールにおける柔軟性を得ることができる。また、CExM と TPM によっ

て提案された電力システムのインフラ計画が、合理的な運用コストで、かつ信頼できる電力

システムであるかを確認することもできる。これらのモデルは、発電所に関連する設備費を

内生化しないが、運用費については非常に詳細な検討を行っているということに留意が必要

である。 

Box 4.3 • 長期計画における VRE 導入レベルの不確かさの取り扱い 

電力システムに政府によって定められた VRE 導入の目標があるか否かに係わらず、システム計画者

は彼らの電力システムにどのぐらいの量の VRE が最終的に導入されるかが予測できないという現実

に直面する。この不確かさは、全ての時間スケールで要求されるシステムの柔軟性レベル、更には電

力システムの長期投資計画に大きな影響を与える。 

特定の VRE 目標を有する国々では、一見、短期と長期の VRE 導入予想に相対的な確実性があるよう

に見える。しかしながら、現実には、これらの VRE 目標は、VRE のコスト低下の傾向、気候温暖化

への取り組み強化、初期の成功に伴う地域製造業の振興への要求、などによって容易に引き上げられ

るということは、世界的な経験から明らかである。また、恐らくは投資を促進するための購買プロセ

スの不首尾により、目標が下げられることや、一部だけの達成にとどまることもある。更に、主要な

http://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66854.pdf
http://iea-etsap.org/docs/TIMES_Dispatching_Documentation.pdf
http://iea-etsap.org/docs/TIMES_Dispatching_Documentation.pdf
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市場における VRE の導入は経済性のみにより動機づけられるようになってきているので、システム

計画の面から不確かになっている可能性もある。なぜならば、計画段階では IPP の投資動向を把握す

ることができないかもしれず、経済性が良ければ、電力会社は積極的に投資して政府の目標よりも先

行達成してしまうかもしれないからである。 

不確かな状態では、電力システム計画の強靭性への「提案された長期電力システム投資は異なったレ

ベルの VRE 導入に対して十分対応可能か？」という疑問が沸き起こる。計画段階での不確かさの問

題に対する戦略の一つとして、様々な VRE 導入レベルへの感度解析がある。将来の燃料価格、技術

コスト、政策シナリオなどのような電力システムに影響する他の不確かな要因の幅に注目するのも有

効な方法である。 

例えば、「The India Greening the Grid Study (GTG、 2017)」は 2022 年における VRE 導入シナリオの

幅(政府の VRE 導入目標を上回って達成した場合と下回った場合)に着目した発電コスト分析を行っ

た。VRE 導入に関する系統的な感度解析を通して、この研究で現状のシステムが VRE 目標を達成す

るための十分な柔軟性を備えていることが示された。 

出典: GTG (2017), “Pathways to integrate 175 GW of renewable energy into India’s electric grid”,  
www.nrel.gov/analysis/india-renewable-integration-study.html. 

表 4.3 • モデル化手法の適用範囲 

 目 的 適用範囲 

容量拡張モデル 
(CExM、 
Capacity 
expansion model) 

長期的に見て最適な発電設備群を
見出す。 

複数年を見通した設備費の詳細な経済検討；大

まかな電力システム運用コスト 

送電計画モデル 
(TPM、 
Transmission 
planning model) 

詳細な電力フローと電力システム
の性能を模擬する。 

短期または超短期の系統運用の詳細技術検討；

内生のコスト想定はない（外生） 

発電コストモデ

ル 
(PCM、 
Production cost 
model) 

電力システムの最小コストでの経
済負荷配分を模擬する。 

電力システムの一年間の技術的、経済的詳細検

討；インフラの設備費は考慮せず 

 

この報告書は発電所の柔軟性に注目しているので、以降の章では CExM と PCM を対にし

た使い方に焦点を当てる。しかしながら、VRE と新しい柔軟性のある設備を設置することは

系統投資に対してコスト面で重要な影響を与え、多くの場合、系統への直接投資そのものが

発電所追設に対する直接的な代替となりうる。 

 

Box 4.4 • タイにおける再生可能エネルギー系統統合解析による柔軟な設備の評価 

タイの電源開発計画のプロセスへの協力として、IEA はタイの電力システムにおける既存の VRE 目標

の影響を評価するための系統統合の検討を実施した。ここでは 2026 年におけるより高いレベルの VRE
の影響も検討した。検討の主眼は 2036 年における異なった VRE 導入シナリオでのタイの電力システ

ムの運用の考察であり、詳細な発電コストモデル(PCM)により評価した。VRE 導入のための三つのシナ

リオが検討された。それらは Base、RE1、RE2 と呼ばれ、それぞれ年間の VRE 導入率が 6%、12%、

15%である。 
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現状のタイの電力システムは、技術的に見ると比較的柔軟な運用を可能とする特性を有している。例え

ば、強固な送電系統、水力発電とコンバインドサイクル発電（CCGT）のかなり高い割合、などである。

しかしながら、経済性の面から見ると、これらの多くの発電設備は低い柔軟性で運用されてきた。なぜ

ならば、それらはテイク・オア・ペイの PPA および燃料供給契約のもとに運用されているからである。

発電設備の運用パラメータに関するデータを見ると、発電所の最低負荷レベルを引き下げる対策によ

りシステムの柔軟性を増すことができることが分かる。例えば、石炭火力、ガス火力の蒸気タービンの

平均最低負荷は 55%程度であり、CCGT では 60%近くである。 

再生可能エネルギー系統統合解析においては、2036 年シナリオのための様々な柔軟運用に関する対策

を検討した。それらは、契約の柔軟性の増加（例えば、水力発電と CCGT 発電所に対するテイク・オ

ア・ペイ契約条項の解除）、需要側管理 （DSM）、従来火力の最低負荷低下対策である。全てのモデ

ル化された柔軟化対策（ケースと呼ばれる）はシステムの運用コストを低減させる結果となり、それは

主として高コストの火力発電を VRE で置き換えることによるものだった。基準ケースと RE2 シナリオ

の年間運用コスト低減は、異なる柔軟化対策の結果を示している。全てのシナリオにおいて、契約柔軟

性ケースではコストが低減した。低位の最低負荷ケースでのコスト削減は、燃料コストと起動停止コス

トの減少による。 

低位の最低負荷の影響は低負荷時において見ることができる（図 4.6）。最低負荷が低く設定されたこ

とにより従来火力ユニット、特に石炭火力とガス火力では更に出力を低下できることが分かる。これに

より、後の時間帯における高い電力需要に対応するために従来火力を系統に接続したまま、正味の需要

が最低の時により多くの再生可能エネルギーに負荷配分することができるようになる。これは VRE 出

力抑制量の低下（特に 1 日の間で）、および、発電所の起動コスト低減につながる。 

 

図 4.6 • 正味需要が最低の期間における基準 RE2 シナリオ（左図）と比較した低位最低負荷

RE2 シナリオ（右図）の影響 

 
注記: RE2 = シナリオの定義については上述を参照。 
出典: IEA, Thailand Grid Renewable Integration Assessment Report. 
 
キーポイント • タイの従来型発電所の最低負荷引き下げは、VRE の更なる導入と出力抑制低減の有効

な戦略である。 

 

 

長期柔軟性戦略を構築するための CExM と PCM の結合 

将来の電力システムを明らかにするため、短期的な方針決定のための情報は政策目標と利

害関係者のデータから PCM を使って得ることができるが、長期的な計画においては将来電

力システムに関する仮定を立てるために CExM による追加のステップが要求される。  
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ステップ 1：長期的計画における最初のステップとして、現状の電力システムに関する全て

の適切な情報を含んだ CExM を構築する必要がある。CExM には電力需要、廃止発電所、技

術のコストと性能、公共政策の変化、その他の仮定も含める必要がある。  

ステップ 2：次に、解析者は将来の技術と市場の状況に関する適切な中庸な予測に基づいた

CExM を用いて基準ケースシナリオを作る。この基準ケースシナリオは、追加の柔軟性の想

定を含む他のシナリオに対する比較の基準として使われるが、最初の段階では PCM を用い

た繰り返し評価のプロセスを経る必要がある（ステップ 3 参照）。  

ステップ 3：CExM は、設備費の詳細考察を伴う将来における最小コストの電源構成を描き

出す。しかし、電力システムの運用（ひいては運用費）に関しては不完全なものである。運

用上の制約は単純な形で表現され、通常、提案された発電設備群では、PCM で評価すると、

柔軟性の容量が不足していたり、余剰の容量が出たりする。このような場合は、CExM 上で

「設備費最適化」されたものではあるが、運用上はより高価なシステムということになる。

それ故、ステップ 2 で初期の基準ケースが作られたならば、まず、PCM を用いて基準ケース

で提案された発電設備群による運用の詳細について検証する必要がある。このような CExM
と PCM の「ソフトリンク」により、計画者は資本費と運用費 （すなわち全費用）の両方に

配慮した最適なシナリオがどのようなものであるかを、繰り返し評価して見出すことができ

る。 

この手法では、提案された電力システムで柔軟性の不足または余剰が生じないかを確認す

るために、まず、PCM が利用できる。この運用に関するフィードバックは CExM に反映さ

れ、典型的な例としては CExM の入力パラメータ（供給予備力の修正、運用上重複する発電

所の廃棄）を調整することになる。理論的には、設備費が最適化された、先の繰り返し計算

より低い運用費の新しい電力システムが得られる。この新たな CExM シナリオは PCM にお

いてより詳細な運用方法を与え、次の反復解析におけるさらなる変更情報を得るために再度

検討される。そして、得られた全費用のレベルに計画者が満足するまで反復を続ける。高い

レベルにおいては、この反復プロセスは将来の電力システムの要求資本費と運用費のより完

全な姿を見るために役に立つ。また、より費用最適なシステムの構築に役にも立つ。 

重要なことは、CExM は通常、現在からシミュレーションの最終年（代表例としては 30 年

または更に将来）にわたって毎年の発電量と電源構成を示すということである。それ故に、

このステップにおける新たな違いは、提案された発電設備群を PCM で検証する適切な年を

選択する点である。一年間の運用成績を検討することは長期目標（例えば、VRE 導入目標）

を設定するための情報を得るために有益な検討である。一方、提案された発電設備群（長年

の間に変化するため、例えば 5 年おきのステップで）のコスト効果を PCM で検討すること

はより複雑なプロセスである。しかし、それは長期政策目標を達成するための道筋を理解す

るためには、恐らく有効な検討である。  

ステップ 4：次のステップとして、様々な柔軟運用のための対策の設備費への影響を検討す

ることができる。これらは、新設の柔軟な発電所、新しい政策の展開、またはその他の多く

の柔軟性に対する投資である。新しい柔軟性対策は CExM の枠組みに入力条件として織り込

むことができ、このモデルにより長期投資計画を明らかにすることができる。一つの重要な

変更点は、「柔軟運用の対策を実施する時期」である。CExM は現在から将来のある年まで

の電力システムの増設を評価するので、重要な入力条件は柔軟運用の対策が実施されている

年（年々進行する政策の場合は複数年）である。 

ステップ 5：次に、運用コストと当該の柔軟性対策による削減額を評価するために PCM 解析

が用いられる。新しい PCM の結果がステップ 3 で構築された基準 PCM シナリオに対して比

較される。このステップでは解析者は、新しい対策がシステムの柔軟性と運用費にどのよう
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に影響するかを正確に評価することができる。そして、前のステップで柔軟性の不足または

余剰を、CExM の入力条件を修正することで特定することができる 29。  

ステップ 6：この段階では、長期計画の道筋を提供するために、さまざまな柔軟運用の対策

の資本費と運用費の意味合いが基準ケースと比較される。  

この全体プロセスが以下の図 4.7 に示されている。 

 

図 4.7 • PCM を用いた発電所柔軟化対策の評価のための多段階反復処理 

 

キーポイント • 長期間の発電所柔軟化対策の検討には CExM と PCM 双方を使った反復処理が必要。 

Box 4.5 • 電力システムモデルにおける水力発電の役割に関する問題 

水力発電は電力システムの柔軟性において重要な潜在能力を持っている。しかしながら、水力発電は

本来水資源管理と深いかかわりがあり、他の発電技術と比較して特別な運用制約を有している。いく

つかの国では、水力設備における発電と水管理の統合問題は運用上の制約を起こし、発電よりも他の

水利用（例えば、灌漑、洪水抑制、水の生活・商業・工業利用、水運、環境保全、時としてレクレー

ション）が優先されることにより、運用の柔軟性が制約される。これらは大括りにして運用、環境、

法的制約として分類される。これらの幅広い課題をエネルギーと水システムの枠組みに統合するのは

たいへん難しい。とは言え、21 世紀の電力システムではシステムの柔軟性へのニーズはより顕著にな

るので、電力システム計画の実施段階でこれらの制約を理解し、取り込むことは重要である。 

効果的な水力発電のモデル化では、水力発電システムの運用の複雑さを、水力発電の現在および将来

の潜在的な影響に釣り合うよう、可能な範囲で水力発電の詳細を分析ツールに取り入れるための協調

的な努力を行っている。多くの水力問題は地点固有で、地域的かつ時間依存性のものであるため、与

えられた電力システム計画手法に全ての課題を取り込むことは、妥当でないことも多い。しかしなが

ら、高い空間的、時間的解像度を持ったモデルとツールは、地点固有の水力発電の制約を統合するの

に適している。制約をコストとして表現できる柔軟な枠組みにより、水力発電運用を統合した知見を

得ることも可能である。 

それでもなお、電力部門の解析ツールは、水力発電計画と運用に影響を与える無数の課題を扱うため

の能力に関してはまだ限定的である。水力発電モデルのもう一つの手法は特別な水資源管理ツールを

取り込むことであり、それは水流と水力発電に関する運用、環境、法的制限について系統的な記述を

                                                           
29 CExM は比較的時間粒度の粗い解であり、PCM の結果に比べて、発電所運用時間、VRE の抑制量やその他の重要な運用

数値指標の評価の精度が劣る場合がある。PCM の結果を用いて CExM の入力パラメータを修正することが、より現実的

で収斂した電力システム投資計画が立案に役立つ。例えば、その背景を知るには Aunedi et al. (2017)、 Diakov et al. (2015)、 
IRENA (2017)を参照のこと。これらの手法と CExM－PCM モデルの複合に関するより広範な話題は非常に難しいもので

あり、活発に研究されている技術分野である。しかしながら、それらはこの政策決定者向きの報告書の範囲外である。 

1.電力システムCEM
の構築:
以下の項目を正確に
記述するCEMを構築
する。

(1)今日の電力システ
ム

(2)電力デマンド、技
術コスト／性能、設
備撤去計画、政策等
の将来予測

2.将来の電力システ
ムに関する基準シナリ
オの構築:
電力システムへの長
期投資計画のための
基準ケースシナリオ
を定式化するために
CEMを用いる。

3.PCMを用いた基準
ケースの検証:
PCMを用いCEMに
よって作られた将来
電力システムの運用
性能を評価；

柔軟性の不足分と超
過分を把握；

運用コストに効果的
なシステムを作るた
めにCEMの入力パラ
メータを増加

4.将来の電力システ
ムに関する柔軟化手
法シナリオの構築:
特定の物理的、制度
的柔軟化手法を含ん
だ新しい電力システ
ムシナリオをCEMを
用いて定式化

5.PCMを用いた柔軟
化シナリオの検証:
PCMを用いステップ
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力システムの運用性
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6. シナリオの比較
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の影響を比較

シナリオの修正

フィードバック
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有している。これらのツールは、電力部門の計画モデルに情報を与え、統合してより完全な解析を実

施することが可能である。 

それぞれの手法（電力部門のモデルを修正または電力と水モデルの統合）には良いデータが欠かせな

い。地域のデータ収集インフラや水力発電設備の管理、監視に依存するが、詳細な解析の枠組みを持

ってしても、水力発電システムのモデル化は挑戦的な仕事である。電力システム計画のための実際的

な水力発電モデルを実現するには、既設、および新設水力発電所候補地点について次の情報が重要で

ある。 

• 水力発電資源データ：既設設備の履歴データを含んだできる限り精密な発電容量とエネルギー

ポテンシャル。 

• コストデータ：新設と継続したメンテナンスに要する建設、運用コスト。 

• 環境特性：建設と運用に影響する地域的、生態学的条件。 

• 法規制：建設と運用に影響する法律や要件。 

• 水理データ：現状と将来の水理条件：感度解析のための基本的時間スケール（例えば 20~50 年）

に沿った干ばつ、洪水、常態の水理条件。 

• 設備特性：技術的性能と制約。 

必要なデータを集め、それらを電力システム計画手法に統合するには、労を厭わない関係者の協力と

コミュニケーションが必要である。それがうまくいけば、結果として得られた計画ツールは、水力発

電が 21 世紀の電力システムにどのようにして適合できるかを詳細に理解した上で、より情報に富み

効果的なエネルギー・水部門計画を立案することができる。 

水力発電モデルの課題に関するさらなる情報は：Stoll et al. (2017)参照。 

出典: Stoll et al. (2017), Hydropower Modelling Challenges、 www.nrel.gov/docs/fy17osti/68231.pdf. 

国別ケーススタディ：中華人民共和国 

背景と状況 

2017 年末において、中華人民共和国（中国）における風力、太陽光の導入容量はそれぞれ

163GW、130GW に達した。年間全電力消費量に占める VRE は、2013 年の 3%に対して、

2017 年には 7%になった。中国の VRE 発電の約 2/3 は北部と西部に分布しており、これらの

多くの省では VRE の年間の発電割合が 20%を超えている（図 4.8）。例えば、2017 年 4 月

16 日には、VRE の発電割合が高い省の系統の一つである西部内モンゴル系統（Western Inner 
Mongolia Grid）において、一日の VRE 発電割合は約 33%に達した。同年 5 月、同じ系統で瞬

間的に VRE 発電割合 47%を経験した。 

中国における再生可能エネルギーの急速な増加により、VRE の普及レベルが高いいくつか

の地域では、顕著な VRE 出力抑制を引き起こすことにもなった。2016 年には風力と太陽光

の出力抑制率はそれぞれ 17%、10%に達した。  
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図 4.8 • 中国における風力と太陽光のシェア 

 
出典: China National Energy Administration 2018.  

キーポイント • 近年、中国における年間 VRE 導入率は堅調に増加中である。 

中国において VRE シェアが最も高い地域は、豊富な石炭資源も有しており、これらの地

域には相当な容量の石炭火力が存在する。中国全体の VRE 容量の約 2/3 が導入されている北

部地域における石炭火力発電所のシェアは、2020 年でも 60%を超えると予想されている。従

来の柔軟な発電、つまりダム式水力発電と揚水発電、およびピーク用ガスタービンは設置容

量の 5%以下に過ぎない。将来的には、石炭火力発電所は電力システムに柔軟性を与えるた

めの最重要候補になると期待される。 

コジェネ設備には、熱貯蔵または電気ボイラを使用した熱電分離という対策を用いた柔軟

な運用が提案されている。発電専用設備には、ボイラとタービンに、より系統だった改修が

必要である。適切な改修により、石炭火力発電設備は少なくとも定格の 20%の更なる調整能

力を供給できるようになる。 

柔軟運用への障壁 

石炭火力発電所をより柔軟にするための技術的障壁はたくさんある。まず、高い信頼性で

十分な量の熱供給を維持することは、中国におけるコジェネ発電所にとって最も重要なこと

である。中国における高い地域暖房の需要は、コジェネ設備における発電機器の最低負荷を

押し上げることになる。そのため、負荷配分可能な最低発電レベルは冬季において通常 60%
以上である。更に、多くの発電専用の石炭火力設備はベースロード用に設計されている。そ

の結果、自動発電制御による技術的な最低負荷は通常 50%を超える。最終的には、卸スポッ

ト市場またはアンシラリーサービス市場の欠如により、火力発電所の改修は不経済なものに

なる。中国における発電価格は長期間にわたり固定されている。故に、より柔軟性の高い運

用にはコストがかかるが、現状の市場構造ではそれに対する見返りが得られない。 
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改革／市場介入の範囲 

図 4.9 • 中国における下げ調整市場 

 
出典: Provided by Electric Power and Planning Institute (2018). 

キーポイント • 中国における下げ調整サービスのパイロット市場では、設定された負荷より低く発電する発

電所と高く発電する発電所の収入を交換するしくみにより、柔軟性を提供できる発電所に対価を与えている。 

2014 年には、中国の北東地域が下げ調整サービス市場のための実証プロジェクトを開始し

た。これは火力発電所に最低負荷を下げるようインセンティブを与えることを目的としてい

た。当時、火力発電所が最低負荷を下げることは、特定の時期に市場にとって効果的な結果

を生むにもかかわらず、そうすることに経済的インセンティブを得られなかった。 

この実証プロジェクトでは、最低負荷が特定のベースラインを下回る「下げ調整（ダウン

レギュレーション）」を義務づけ、50~55％を下回る下げ調整の場合は、システムにアンシラ

リーサービスを提供するものとみなした。これらの下げ調整サービスは、同時期にベースラ

インを上回って稼動していた発電所によって報酬が支払われた。この仕組みは、出力を下

げ、柔軟性を高めると同時に、運転時間の短縮による財務的影響をいくらか軽減するための

新たな金銭的インセンティブを提供した。 

下げ調整の市場メカニズムは、概ね成功と見なされ、中国の他の 5 つの省に導入された。

このメカニズムの導入により、石炭火力発電設備の柔軟性が大幅に向上した。 国家能源局

（NEA）の北東局によると、2017 年に約 3,000 MW の下げ調整能力が新たに得られた。2017
年の VRE 抑制量は、2016 年の約 11 テラワット時（TWh）から 2017 年には 7.7 TWh に減少

した。北東地域の VRE は 2017 年において、2016 年に比べて新設容量は 2%の増加に留まっ

たが、22％多くの電力を発電した（図 4.10）。  
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図 4.10 • 中国における VRE 出力抑制 

 
出典: China National Energy Administration 2018. 

キーポイント • 中国における風力と太陽光による出力抑制は市場改革により近年減少している。 

その一方で、中国は 8 省でスポット市場の実証プロジェクトを新たに開始した。システム

の柔軟性の向上は、これらの実証プロジェクトの主要な目標の一つとなっており、8 つの省

では、2018 年後半または 2019 年初めまでに卸売スポット市場を運用開始する予定である。 

国別ケーススタディ：デンマーク 
デンマークでは、風力と太陽光による発電のシェアが過去 15〜20 年間で絶えず増加してい

る。 2017 年の国内総電力消費量における VRE のシェアは 45.8％に達し、そのうち風力は

43.5％、太陽光は 2.3％であった。デンマーク西部では、VRE による電力が総電力消費量の 9
割以上を占める時間は、過去 4 年間において 1600〜2100 時間であった（すなわち、年間で約

2 割）。デンマークでは風力発電のシェアが高いにもかかわらず、風力や太陽光の強制的な

出力抑制は非常に少なく、電力システムの供給安全性は欧州連合（EU）で最高ランクであ

る。 

VRE の普及が進むにつれて、二つの主要な傾向も出てきた。第一に、デンマークの周辺国

との連系容量は過去 10 年間で大幅に増加している（図 4.11）。高レベルの系統連系は、地理

的により広い需給調整エリアを可能にし、異なる発電方式による電源ミックスとそのエリア

全域での電力消費パターンの両面において効用がある。第二に、デンマークの火力発電容量

は、VRE 発電容量の増加と同時に減少し続けている（図 4.11）。デンマークで定常的に利用

されている火力発電所群は、ほぼ全てコジェネとなっている。VRE のシェアが増加するにつ

れて、コジェネ発電所の役割は熱供給からシステムの柔軟性を担う電源へと移行している。 

デンマークでの VRE の統合の成功は、市場参加者が反応するための明確かつ信頼できる価

格シグナルによる市場に基づく最小費用負荷配分により支えられている。これは、近隣諸国

との高度な系統連系および密接な市場統合だけでなく、送電系統運用者（TSO）による積極

的な計画および予測と、非常に柔軟な火力発電所群によって支えられている。約 20 年前に共

通の電力市場（Nordpool）が設立され、北欧諸国における市場の密接な統合がコスト効率の

高い VRE 統合を促進する上で重要であった。  
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図 4.11 • デンマークの発電容量とピーク消費量の歴史的変化 

 

出典: IEA (2017)、 Energy Policies of IEA Countries: Denmark – 2017 Review、 
www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountriesDenmark2017Review.pdf. 

キーポイント• 近年、風力、太陽光、国際的な系統連系の各容量が増加している一方で、デンマークの火力発

電容量は減少している。 

Nordpool での市場に基づく最小費用負荷配分により、密接につながっている北欧地域にお

いて、常に電力は価格が高い地域に流れるようになっている。更に、北欧エネルギー需給調

整市場の発展により、スウェーデンとノルウェーの貯水池式水力発電所は、北欧のシステム

全体に安価で短期的な柔軟性を提供し、VRE に起因する需給調整コストを削減することがで

きる。欧州前日市場と中央西欧電力システムとの系統連系の増加は、デンマークの高いシェ

アの再生可能エネルギーが、継続的かつ費用効率的に市場統合するための主要なステップと

考えられる。 

近年、デンマークの TSO はオランダとイギリスの TSO とそれぞれ 700MW（デンマーク・

オランダ間）と 1,400MW（デンマーク・イギリス間）の系統連系に投資することに合意して

おり、これにより需給調整エリアが更に広がり、VRE の高いシェアを持つシステムのバラン

スを取る能力が向上する。VRE のシェア増加に伴う前日市場における 60 分コマ価格の変化

と変動性はこれまで、デンマークの火力発電所を柔軟にするインセンティブを与えてきた。

デンマークのコジェネ発電所は、熱需要とは無関係に発電できるだけでなく、低負荷および

急速な負荷変化でのプラント運用能力改善により、市場での柔軟な発電に対する新たな需要

から利益を得ることができた。蓄熱タンクは、全ての発電所に設置されており、加えて、電

気ボイラは地方の地域暖房システムへの熱供給に影響を与えずに市場価格により有利に適応

することができる。今日、デンマークのコジェネ発電所は、世界で最も柔軟性の高い発電所

であり、これは、市場における明確な経済的インセンティブを通じて発電部門が自主的に実

施した進歩である。 

伝統的にシステムにアンシラリーサービスを提供してきた火力発電所のシェアが低下する

につれて、将来的にシステムの安定性を維持する能力が懸念されている。システム協調性が

高い風力や自動化されたグリッドなどの技術開発や、アンシラリーサービスの市場モデルの

開発は、これらの課題に対する重要な解決策である。例えば、風力発電用タービンの新しい

モデルは、システムの運用に利益をもたらすように電力が負の価格の時間にはローター角度

を調整して出力を制限することで、今は需給調整市場に参加できるようになった。 

デンマークでは、2020 年に 50％の風力発電、2050 年に化石燃料からの脱却を目標として

いる。したがって、デンマークでの VRE のシェアは増加し続け、費用効率の高い VRE のシ

ステム統合が必要になる。近隣諸国との系統連系容量は、英国とオランダへの新たな系統連
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系を含めて、今後 10 年間で少なくとも 40％増加すると見込まれている。短期電力市場のさ

らなる改善を現在検討中である。より細かい時間分解能（負荷配分間隔の 1 時間から 15 分へ

の変更）とゲートクローズをリアルタイムに近づけるなどの改善により、VRE のバランスを

とる能力が向上する。更に、2018 年末までには、ヨーロッパの大部分で当日市場が結合さ

れ、数年以内に北欧諸国だけでなくヨーロッパ全域で国境を越えた調整電力取引が実現す

る。最後に、例えば、熱、電気、燃料および輸送などの異なるエネルギー部門の結合は、正

しい市場構造とインセンティブがあれば、単一部門の変動性を吸収、またはある程度緩和す

る可能性を開く。例えば、デンマーク政府は、最近、ヒートポンプのより広範な使用など、

電化を支援するために電力による熱生産に対する税金を削減することを決定した。 

国別ケーススタディ：ドイツ 
2017 年には風力と太陽光発電はドイツの総発電量の 22.2％を占め（図 4.12）、2016 年の

18％から上昇した。風力と太陽光の瞬間最大導入率は 2017 年 4 月 30 日の 75.3％に達した。

近年、ドイツの電力システムは信頼性が維持されている。電力供給遮断の平均時間 30はここ

数年ずっと顧客あたり 15 分以下であり、ドイツの電力システムを世界で最も信頼性の高い電

力システムの一つにしている。31 

図 4.12 • 2017 年のドイツの電源ミックス（電力量ベース） 

 

出典: Agora (2018a)、 Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017、 www.agora-
energiewende.de/fileadmin/Projekte/2018/Jahresauswertung_2017/ Agora_Jahresauswertung-2017.pdf. 

キーポイント •  2017 年にドイツでは VRE と水力は電源構成の 33.1％を占めた。 

VRE のシェアを高めつつ、信頼性を維持するドイツの電力システムの能力を説明するのに、三

つの主な理由を特定することができる。: 

1. ドイツの電力システムは、十分な負荷配分可能な容量を維持している。2017 年末には、従来

の発電能力の 103GW（原子力、褐炭、石炭、ガスおよび揚水）が利用可能で、9.0GW のバイ

オマスエネルギーと 5.5GW の流れ込み式水力発電が利用可能であった。2017 年 1 月 12 日午

前 11 時に、負荷は 80.6GW のピークに達した。 

                                                           
30 システム平均中断期間指数（SAIDI）によって測定される。SAIDI は各顧客の平均停電時間である。 
31 システムの信頼性（または電力の品質）を測定するための単一の指標はない。しかし、SAIDI は、系統需要家の平均年間

電力停電時間であり、技術的および非技術的な聴衆にシステムの信頼性に関する有用な見通しを提供する。この報告書の

公表時点で 2017 年に関して SAIDI は入手できなかったが、2014 年以降はドイツの SADI は 13 分以下の水準にある。 
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2. 送電網はより一層、地域需給調整のために使用されるようになってきている。融通電力量は

2017 年に（近隣諸国との協力により可能になった）60.2TWh の大幅な余剰の輸出を含めて

133.6TWh に増加した。更に、システム運用者は、スマート技術の実装や少数の追加送電線の

建設などにより、系統の技術的能力を強化してきた。 

3. 供給側では、柔軟性は主に従来型の発電所によって提供されている。特に、石炭火力はますま

す負荷追従モードで運用されるようになってきている（図 4.13）。しかし、ガス火力の相当量

の容量は、は石炭と競合することができないため、使われない状態にある。デマンドレスポン

スとして潜在能力はまだ利用されていない。 

図 4.13 • 2017 年 11 月のドイツにおける従来型発電所の発電容量 

 

出典: Agora (2018b)、 Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017、 www.agora-
energiewende.de/fileadmin/Projekte/2018/Jahresauswertung_2017/ Agora_Jahresauswertung-2017.pdf. 

キーポイント • 比較的柔軟でない電源の高いシェアと VRE の高い変動性の組み合わせにより、ドイツの電力

システムの運用では柔軟性が優先事項となっている。  

いくつかの傾向は、システムの柔軟性を高める一層の必要があることを示している。再負

荷配分と VRE 抑制の費用は数年間増加しており、現在は総電力供給コストの 2〜3％に相当

している。柔軟性の欠如のもう一つの指標である前日市場の負の価格は、2017 年に 146 時間

で発生し、平均マイナス 26.47 ユーロ/MWh となった。 

これらの出来事のいくつかの理由を特定することができる。第一に、系統容量が不十分で

ある。特に、再負荷配分と出力抑制コストが約 70％を占めるシュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン（Schleswig-Holstein）の北部地域では顕著である。第二に、ドイツの電力システムでは、

依然として原子力、褐炭および熱主ガスコジェネ（訳注：熱供給量によって発電量が決まる

コジェネ）といった比較的柔軟性のないベースロード電源が大きなシェアを占める。最後

に、需要側管理は大きな技術的可能性があるにもかかわらず目に見える役割を果たしていな

い。 

政府はさらなる柔軟性の必要性を認めている。公共部門の介入は、主に送電網の拡大と短

期市場の柔軟性の向上に焦点を当てている。実際、卸電力市場の柔軟性は、前日市場と当日

市場の両方で増加している。 今後数年間に原子力発電所の廃止（9.5GW 残存）と、2.7GW
の褐炭火力（現在の 21.3GW から）の戦略的予備電源（「バックアップ目的の待機モー

ド」）への移行により、 柔軟性のないベースロード電源容量は減少する。 

しかし、ドイツで適用される柔軟性対策は、炭素集約型技術（すなわち、褐炭および石

炭）の市場シェアを確保し、電力部門における CO2 排出量のさらなる削減を妨げる。 
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国別ケーススタディ: インド 
インド電力部門では、大量の風力や太陽光の導への急速な移行が進んでいる。2018 年 1 月

現在、インドの風力は 32.8GW、太陽光発電容量は 17.1GW（CEA, 2018 年）であった。2022
年までに、インドは 60GW の風力と 100GW の太陽光を導入する目標を持っており、VRE の

総容量を年率約 17％で毎年増加させることになる。複数の政府機関が、システムの柔軟性オ

プションを評価し、促進することによって、この移行を促進するための努力を行っている。

インドには大規模な火力発電所群があるため、既設の発電所がシステム柔軟性の大規模な資

源として可能性が検討された。このケーススタディでは、将来のインド電力システムにおけ

る発電所の柔軟性の役割をより良く理解するための政府の取り組みの一つの検討を紹介す

る。 

グリッド上の VRE の急速な成長により、既設の発電所のより柔軟な運用と、インドの地域

間でより多くの送電が必要になる可能性がある。大規模な VRE 容量に付随する潜在的な運用

上の課題の理解を目的として、インド電力省は、VRE の導入が高度に進むインドの系統にお

ける電力システム運用の包括的な分析を行うために、最近、米国開発庁（USAID）との共同

イニシアチブを実施した。これは、Greening the Grid Study（GTG, 2017）として知られてい

る。 
VRE のより大きなシェアを統合するために必要な柔軟性要件の重要な指標は、正味（残

余）需要である。 Greening the Grid Study は、発電所の柔軟性の向上などさまざまな運用上

の変更による潜在的な利点を明らかにしている。 図 4.14 は、VRE が 160 GW 導入された際

のインドの南部（上）および西部（下）地域での、2022 年 7 月 18-23 日における負荷と正味

需要を示している。 

この期間には、モデル化された 2022 年のシナリオで全国的に風力と太陽光の割合が最も高

い期間が含まれている。予測された負荷曲線と比較すると、正味（残余）需要曲線はより急

激な負荷変化（上げ方向および下げ方向）、より短期のピークおよびピークと谷間のより大

きな変動がある。より変動の大きい正味（残余）需要曲線は、石炭火力発電所を含む電力シ

ステム全体にわたる柔軟な運用を必要とする。 

図 4.14 • インドで VRE が 160 GW 導入された際に予測される正味需要と VRE 発電 

 

出典: GTG (2017), Pathways to Integrate 175 GW of Renewable Energy into India’s Electric Grid、 
www.nrel.gov/analysis/india-renewable-integration-study.html. 
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キーポイント• VRE の増加による正味需要の特徴的な形は電力システム全体のより柔軟な運用を必要とする。 

Greening the Grid Study は、潜在的な柔軟性の制約を特定するために PCM の枠組みをどの

ように利用できるかというよい例を提供しており、石炭火力発電所が将来、インドの系統で

どれほど重要な柔軟性源となるかという程度を示している。発電所がシステムに柔軟性を提

供するための物理的能力を特徴づけるために、発電所の負荷変化の能力、最低負荷、最小運

転／停止時間、およびその他の重要な要素について、発電所固有の詳細な情報を使用した。

下の図 4.15 は、160 GW の風力と太陽光を導入するモデル化された 2022 年シナリオでどのよ

うに石炭火力発電所が柔軟性を提供できるかを示している。 

図 4.15 • インドにおける 2036 年の石炭火力発電所から期待される柔軟性の提供 

 

出典: GTG (2017), Pathways to Integrate 175 GW of Renewable Energy into India’s Electric Grid、 
注: “100S-60W”とは、100GWの太陽光と 60GWの風力を導入したインド全国目標シナリオを指す。 

www.nrel.gov/analysis/india-renewable-integration-study.html. 

キーポイント • 石炭火力発電所は、160GW の VRE が導入された電力システムでより柔軟に運用される。 

PCM 分析では全体として、より調和した負荷配分、石炭火力発電所の最低負荷の変更、お

よびインドが 2022 年の再生可能エネルギー導入目標（さまざまな他の VRE 導入シナリオと

同様に）を達成するシナリオのためのいくつかの他の柔軟性オプションによるシステムレベ

ルのコストと便益を調査した。発電所の柔軟性の観点からは、石炭火力発電所群が柔軟性を

提供する能力は、VRE 出力抑制と総発電コストの両方に影響を与える重要な要因であること

が示されている。発電所の最低負荷、または運転中に発電所が供給できる最低電力量は、最

大のインパクトを与える。石炭火力発電所の最低発電量を 55％（現行、集中運用されている

発電所が義務づけられている値）から 40％に引き下げることで、システム全体の（VRE プロ

ジェクトの重要な融資可能性の指標である）VRE 出力抑制をほぼ半分にできる。 

更に、この最低負荷引き下げ政策への移行が需給調整エリアの調整の改善と併せて追求さ

れれば、さらなるコスト節減が達成されることが分かった。具体的には、州レベルのバラン

スと調整からより広い地域スキームに移行することで、現在の事業（図 4.16）と比較して約

3.3％（年間約 10 億米ドル）のシステムレベルのコスト節減をもたらす。これらの結果は、

特定の政策変更および市場運営の変化による潜在的なコスト節約だけでなく、複数の柔軟性

対策が共に機能することによる補完的かつ付加的な性質を示している。 
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図 4.16 • 2022 年のインドにおける 160 GW の VRE の電力システムの柔軟性対策の影響 

 

注: INR =インドルピー（2018 年中期 65 ルピー≒1USD）.  

出典: GTG (2017), Pathways to Integrate 175 GW of Renewable Energy into India’s Electric Grid、  
www.nrel.gov/analysis/india-renewable-integration-study.html. 

キーポイント • 電力システムの柔軟性対策の価値を比較することは、意思決定に情報を与える重要な一つの

段階である。 

インドの調査は、石炭火力の支配的な電力システムが、柔軟性の中心的役割を石炭火力が

担いながら高水準の VRE を統合することができる、ということを実証している。これを受け

て、インドは最近、石炭火力発電所群の柔軟性を高めるための措置をとった。2016 年に、中

央電力規制委員会（CERC）は、集中運用されている発電所または複数の州にわたる発電所

のユニットに対し、従来の技術的な最低負荷 70％から低下させ、最低負荷 55％で稼働できる

ことを要求する規制を導入した 32。これらのユニットは、インドの火力発電所群の約 3 分の

1 を占めている。州所有発電所と IPP で構成されている残りの発電所群において、より柔軟

な運用を確保するためには、各州規制委員会のそれぞれ個別の規制が必要である。 

特定の運用手順により、システムの物理的な柔軟性へのアクセスが制限されている。 第一

に、州がリアルタイムに近い負荷および VRE 予測に応じて州間での送電計画を更新する選択

肢は限られている。計画を修正してリアルタイムに近づけることで、他の発電所がシステム

の変化に対応できるようになる。 第二に、現状では、州または地域レベルでの運用予備力に

アクセスする効率的な仕組みがない。予備力を最適化すれば、より速い負荷変化速度または

より低く負荷を下げられる設備へのアクセスを増やすことができる。 

インド中央電力庁（CEA）は、すべての石炭火力発電所で AGC を実施することを検討し

ており、国営電力公社のダドリ第二発電所（NTPC Dadri Stage-II）で AGC 実証プロジェクト

を開始した 33、34 。欧州や北米の電力市場で広く実施されている AGC 技術は短期的な変化を

最適化し、運用予備力を提供する発電所が迅速に反応するのに役立つ。 

さらなる分析が現在進行中である。CERC が様々な州間予備力市場を提案しており、その

可能性の分析が行われている。また、CEA と USAID に加えて、IEA,ドイツ国際協力公社

                                                           
32 www.cercind.gov.in/2016/regulation/124_1.pdf. 
33 www.cercind.gov.in/2017/orders/79_rc.pdf. 
34 インドの電力システム運用公社は、地方の発電所で AGC 実証プロジェクトを導入する予定である。これにより、発電所

の予備力をより費用対効果の高い方法で利用できるようになり、個々の発電所に新しい収益源が提供される。 
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http://www.nrel.gov/analysis/india-renewable-integration-study.html
http://www.cercind.gov.in/2017/orders/79_rc.pdf
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（GIZ）、および英国国際開発省（DFID）は、石炭火力発電所群の柔軟性を高める機会を分

析し、特定するためインド電力省と協力している。 
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第5章 全国展開のための政策オプション 
ハイライト 

 
これまでの章で説明したように、システムの柔軟性とそれを実現するための適切な対策は

システム固有のものである。適切な柔軟性戦略を立てるには、発電所群、ネットワーク、市

場状況、デマンドレスポンスや貯蔵などの革新的なオプションの可能性、VRE 導入のペース

を考慮して、現在および将来のシステムのニーズを考慮する必要がある。 

第 4 章では、現在および将来の柔軟性ニーズを評価し、システムの柔軟性、特に発電所の

柔軟性を向上させるための費用対効果の高いオプションを特定する意思決定支援ツールの役

割について説明した。これらのモデルから得られた詳細な結果と分析により、主要な柔軟性

制約（場合によっては潜在的なソリューション）が特定されるが、実現に向けた経路がこう

あらねばならない、ということではない。 

そのため、この章では、適正なモデル化と分析を基盤にして、実現を目的とするより政策

に焦点を当てた視点を提供している。最初に、発電所の柔軟性をどの程度優先させるべきか

を理解するのに役立つ一連の重要な論点を提示する。次に、柔軟性の向上を実現するための

利害関係者の関与と対話の重要性を強調する。更に、全体的なシステムの柔軟性を高めるこ

とによって、発電所の柔軟性を高める必要性を減らすのに役立つ共通の政策アプローチを特

定する。この章では、システムに存在する潜在的な発電所の柔軟性を開放するための政策ア

プローチ（すなわち、資本規模の小さい至近の対策）を概説し、次に、より資本集約的な対

策（例：大がかりな改修や柔軟な発電所の新設）を可能とする方法について議論する。最後

に、この章では、政策決定者がシステムの柔軟性を考慮して長期計画プロセスを強化するた

めに実施可能な具体的な対策について説明する（図 5.1）。 

• 発電所の柔軟性のための適切な導入政策および戦略は、現在の電力システムの柔軟性、変革

のための望ましい経路、電力部門の制度的構造、など多くの要因に依存する。 
• 国内外レベルでの配慮の行き届いた計画的な連携は、より柔軟で近代化された電力システム

への移行において、政治的、制度的、技術的な推進力となるのに役立つ。 
• システム全体の柔軟性を高める政策オプションは、発電所柔軟性の追加的な対策に対する要

求を軽減する。克服すべき障害には、隣接する電力システムへの限定されたアクセス、非効

率な市場ルール、時代遅れの運用方法、ネットワークの混雑、限られた貯蔵容量、大きな予

測誤差などがある。 
• 必要に応じて、規制介入、およびより柔軟な発電所の運用を促進するための資本集約的では

ない経済的インセンティブにより、既存発電所の柔軟性を高めることができる。 
• 大きな運用柔軟性を持つ新しい発電所に報いる政策オプションは、柔軟性サービスの提供に

対する公正な補償を提供する。報酬制度は、市場の有無（すなわち、卸電力市場なのか規制

された公益事業者なのか）に依存する。 
• 電力システムの長期計画の手順には、長期的なコストを削減して電力システム変革（PST）

の運用上の影響を緩和するためにすべてのオプションからの柔軟性を得られるように、シス

テム柔軟性要件への将来の期待を組み込む必要がある。 
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図 5.1 • 柔軟な導入のための政策の優先順位 

 

キーポイント • 柔軟性を広げるための政策オプションは、運用、投資、および計画の各側面を含む時間スケ

ールに基づいて分類できる。 

関連してこの章では、規制された垂直統合型市場構造と、自由化および発送電分離された

市場構造との政策アプローチの違いを明確にする。ここで提供するオプション（柔軟性の必

要性の緩和、運用変更による柔軟性の向上、新たな投資を通じたさらなる柔軟性の提供）に

ついては、その有効性を互いに比較評価されるべきであることに留意すべきである。この点

において、政策決定者は、前章で説明したツールを使用して、柔軟性へのシステムの要求、

および、コスト効果が高く信頼性のある適切な対策と政策を評価することができる。  

全国展開の優先順位付け評価の活用 
発電所の柔軟性の適切な展開戦略は、様々な要因に依存する。第一にタイミングの問題が

ある。発電所の柔軟性への対処にどの程度の緊急性が必要であり、他の電力システムの優先

事項と比べてどの程度のスピードで問題が発生するのか。このために、システムの柔軟性要

件、機会および障壁を特徴付ける評価を活用して、対策の優先順位をつけ、これらの疑問に

答えることができる。 

第４章では、柔軟性の要件について詳細かつ定量的に理解するための技術的柔軟性の評価

と発電コストモデルの役割を論じたが、この章では、発電所の更なる柔軟性対策が必要とな

る時期を政策決定者がより定性的に理解することを目指している。このために、論点リスト

を提示して、更なる発電所の柔軟性を確保するための政策措置の必要性を示すハイレベルな

システムの条件を明らかにするのに役立てる。35 

現在の電力システムでは、需要と供給のバランス維持が困難か？ 信頼性/電力品質の問題

やスケジュールからの過度な逸脱が定常的に発生する電力システムでは、電力システムが物

理的な限界に達していて、発電所のより柔軟な運転ができない可能性がある。 

現在の発電所群の中で何割が柔軟性のある運転ができないのか？ 原子力発電や流込式水

力発電などの旧来の柔軟性のない電源を大量に有する電力システムでは、火力発電所や VRE
発電所など、より柔軟性のある他の発電所の運転が必要となる可能性がある。36 同様に、水

管理の制約（例: 灌漑、航行、洪水抑制）がある水力発電所、または大気排出量が制限され

た火力発電所が大きく寄与する電力システムは、更なる柔軟性が必要となる可能性がある。

高いレベルでは、技術的制約、運用方法、または経済的インセンティブのため、発電所は柔

                                                           
35 この章では、発電所の柔軟性対策に重点を置いているが、政策決定者は、システムの柔軟性を促進/獲得するための様々

な戦略が利用可能であることに注意することが重要である。しかし、これらの戦略は、この報告書の範囲外である。 

36  最近の原子力発電所の一部は、柔軟な運用が可能であるが、歴史的に原子力エネルギーは、柔軟性のない電源とみなさ

れてきた。 原子力発電所の柔軟性に関する詳細議論については、この報告書の第 3 章および付属書 B を参照のこと。 
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軟な運転ができない可能性があり、この論点を評価する際は、これらすべての要素を考慮す

る必要がある。 

発電ミックスと容量ミックスはどれだけ急速に変わると予想されているのか？システムは

現在、効率的に運用されているのか？ 急速に柔軟性の必要性が高まっているシステムで

は、変動性の増加に適応した発電所の柔軟性が特に有用となる。これは、電源の組み合わせ

の中で VRE の割合が上昇したことによるが、需要パターンの変化による場合もある。高レベ

ルの VRE 出力抑制は、発電所の更なる柔軟性の必要性を示す指標となる。 

電力需要はどの程度急速にあるいは徐々に、増加していくのか？ 需要が急増していくシ

ステムでは、計画段階で将来の発電所の柔軟性が強化されれば、既設および計画済の発電所

の柔軟性は十分かもしれない。需要の伸びが低迷／停滞するシステムでは、VRE 増加に伴

い、従来のベースロード・ユニットは、より柔軟性のあるミドルロード運用に移行し、稼動

時間が短縮され、運用保守（O＆M）のコストが増加する可能性がある。37 

VRE 発電はどの程度、現在、将来の需要プロファイルと整合しているのか？ VRE 発電と

毎時～日～季節の需要プロファイルとの関係は、更なる柔軟性がどの程度の速さで必要にな

るかを示す指標となる。  

システムの柔軟性を高めるオプションの構成はどれほど強靭なのか？ システムの柔軟性

は、様々な方法で実現できる（第２章を参照）。既設オプションの明確な把握は、システム

全体の柔軟性を高めるオプションを評価する強固なベースラインとなり、そして、どの程度

緊急に対策が要求されるかの指標となる。 

VRE 電源は、システム全体において地理的にどう分布しているのか？ VRE の一か所ある

いは地理的に近い地域への過度集中は、局地的な気象パターン（雲、突風）により影響を受

けやすい可能性がある。更に、VRE の過度な集中は、系統混雑のリスクが高くなり、VRE の

出力抑制を引き起こす可能性が高い。 

国内外の利害関係者コミュニティとの連携 
国内外レベルでの緻密で思慮深い連携は、より柔軟で近代化された電力システムへの移行

において、政治的、政策的、技術的な推進力となる。政策決定者は、特定の目標、優先順

位、および利用可能な電源に適合する電力システムの柔軟性について連携をするため、様々

な活動を検討するべきである。そのオプションは次の通りである。 

柔軟性のためのグローバルな学習環境への参加。  APPF キャンペーンや 21 世紀電力パー

トナーシップのような既に設置されているフォーラムでの国際連携は、政策決定者が問題点

を速やかに理解し、解決策を優先順位付けし、効果的な意思決定を行うのに役立つ。   

短期的および長期的な柔軟性のニーズに対する電力システム利害関係者への理解を確実に

するための評価結果および情報の普及。正確で高品質なデータを普及させることで、投資の

意思決定が容易になり、潜在的な投資家、大学、研究機関、政府の意思決定者に対する他の

アドバイザーを含む幅広いコミュニティ間で堅実な分析能力を養うことができる。 

国際的な学習と交流を通じた国内の能力向上の促進。政策の解決策、計画作成、意思決定

支援ツールに関して、世界中で多くの成功事例が出現している。これは、省庁、規制当局、

電力会社職員の国際的な連携を支援することにより、個々の能力が向上し、国内の利害関係

者が密接に協働できるようになる。 

                                                           
37 更に、すでに比較的に稼動時間の低い一部のミドルロード発電所では、稼働時間と収益の減少により、財務上の破綻の

リスクにさらされる可能性がある。 システムレベルでは、この傾向は柔軟な発電所の廃止の懸念につながり、発電所の

柔軟性が確保されるように政策介入が必要となる可能性がある。 
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データ共有の促進とクリーンエネルギー研究に関する公的助成金の給付によるシステムの

柔軟性に関する国内分析の促進。政策決定者は、研究と分析のコミュニティに対してシステ

ムの柔軟性を前進させるための疑問への回答を調査事業として公募することができる。分析

活動は、人的、技術的、制度的な能力強化となるだけではなく、政策の優先順位付けや政策

策定に向けた次のステップへの示唆を与える。 

電力システムの柔軟性の課題や機会について、情報共有や対話を行う国内外のワークショ

ップの招集・参加。ワークショップの開催は、システムの柔軟性に関する課題認識、分析・

評価結果のレビュー、市場構造の変化を巡る対話の促進、地域の能力構築、そして、投資環

境の改善に役立つ。 

電力システムの将来の柔軟性要件についての対話を目的とした発電所運用者や製造メーカ

（OEMs）との直接連携。このような対話は、発電所所有者へ政策目標と電力システム変革

の目標を明らかにし、性能と収益向上の潜在的手段として発電所の柔軟性を強調する。そし

て、政策決定者が発電所運用者の要件を理解するのに役立つと共に、製造メーカ（OEMs）
に対し発電所の柔軟性の改造コンセプトを着想させる。 

発電所の柔軟性対策の更なる必要性を低減するための政策オ

プション 
本報告書で前述したように、発電所の柔軟性は、システム全体の柔軟性に寄与する数ある

要素の一つである。実際には、システム全体の柔軟性に関する異なるオプションが、システ

ム固有の計画と運用に関する調査を通じて比較評価される。一般に、システム全体の柔軟性

を強化する介入（例:需給調整エリア間の連携、送電網の開発）は、発電所をより柔軟に運用

する必要性を低減させ、発電所の柔軟性対策の更なる必要性を低減させる。 

システム条件に関して、システム全体の柔軟性を高めることに役立つ可能性のある（ただ

し網羅的ではない）アプローチのリストを表 5.1 に示す。左の列には、発電所をより柔軟に

運用するために必要なシステム全体の条件を記載している。右の列には、システム全体の柔

軟性を高める政策オプションを記載しており、これらにより、発電所の更なる柔軟性対策の

必要性が緩和される可能性がある。 
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表 5.1 • システム全体の柔軟性を高めるアプローチ 

発電所の柔軟性を必要とするシステム全体の硬

直性の要因 
発電所柔軟性追加の必要性を低減する政策オプショ

ン 

隣接する電力システムにおける柔軟性電源への

アクセス制限 
前日およびリアルタイム電力市場の統合を通じて、

隣接する需給調整エリア間のコミュニケーションと

連携を強化する。 地理的により広く分布する多様な

電源へのアクセスは、個々の発電所に要求される柔

軟性を低減させる可能性がある。これは、制度的な

協力の強化と系統連系インフラの増設によって達成

できる。 後者は、より多くのコストがかかる可能性

が高いが、電力システムの信頼性を高めることがで

きる。 

頻繁な送電網の混雑（送電系統が定格容量また

はそれに近いレベルで運用される場合） 
使用可能な系統容量を増加させるため、高度な戦略

の採用を可能にする規制手段を導入（例：送電線の

ダイナミックレーティング、送電線切替）。高圧送

電線、配電網、保護機構、その他の高圧ネットワー

ク設備、デジタル制御機構等を対象とした投資 

限られた貯蔵容量とシフト可能な需要（特定の

大規模な電力消費産業、住宅用・商業用暖房需

要など）の不足 

需要シフトを可能とする技術の採用を促進し、電力

システムや市場への需要側リソースの参加を促す市

場ルールを作る。電力貯蔵設備のシステム価値を反

映した施策を導入する。 

VRE 発電設備の大きな予測誤差 サードパーティー業者、気象研究機関、および個々

の VRE 発電事業者からの予測を統合した VRE 予測

の集中管理システムをシステム運用者へ導入する。

VRE 発電所モデルと、VRE 予測を負荷配分の計画と

決定に統合するための新しい意思決定支援ツールに

ついて、制御所運用者は新たなトレーニングが必要

となるであろう。 

 

システム全体の柔軟性を向上させるための政策的かつ運用面からのアプローチの網羅的な

議論については、 例として、21CPP (2014)、  IEA (2014)、 IEA (2017a)を参照のこと。 

既設発電所の柔軟性を引き出すための政策オプション 
この章ではここまで、発電所柔軟性の追加対策の必要性を低減するためのいくつかの戦略

を概説した。しかし、電力システムの状況によっては、これらの戦略を追及してもなお、発

電所の柔軟性を引き出すための対策が必要となる可能性がある。 政策決定者は、電力システ

ムにおいて発電所の柔軟性を促進する上で中心的な役割を果たす。下記の政策オプションの

メニューは、既設発電所の表面化していない柔軟性を結集し、システム全体でコストを最小

限に抑えることができる潜在的な戦略を提供する。これらの資本をそれほど必要としない介

入は、一連の規制上および経済上の手段を通じて促進することができる。 政策的解決策は、

次の二つのカテゴリーに分類される。 

• 既設の発電所により柔軟な運用を促す規制面の介入 
• 既設の発電所により柔軟な運用を促す経済的インセンティブ 

介入とインセンティブは、市場構造であろうと規制制度であろうと、潜在的な意図せぬ結

果を特定してその可能性を排除するため、慎重に構築、分析する必要がある。 
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より柔軟な発電所運用のための規制面の介入 

「マストラン」要件の見直し 

いくつかの管轄区域において、発電所は、最小発電量が割り当てられたり（中国など）、

規定された最低負荷以上で運用するように政府の規制を受けたりしている（インドなど）。

これらの発電所が供給できる柔軟性の量は限定的かもしれないが、一定のマストラン制約を

緩和することで電力システムの柔軟性を高めることができる。他の管轄区域では、発電所

は、より局所的な信頼性の理由から「マストラン」を指定され、市場価格に反応したり、電

力システムに柔軟性を供給したりする必要がない場合がある。一般的に、政策決定者は、マ

ストラン指定を見直して柔軟性を増加させることによる潜在的利益を特定し、信頼性を維持

するための代替戦略（例:地域の送電容量の増加）のコストと、これらの利益を比較すること

ができる。このような要件緩和による電力システムレベルの利益は、個々の発電所への経済

的影響と比較検討することもできる。 

最新の VRE が予備力を供給可能とする公的なルールの普及 

瞬動予備力の必要量は、一般的に VRE のシェアが高いほど増加する。既設の火力発電所で

この予備力を追加で供給することは、火力発電所群の柔軟性のポテンシャルを低下させ、連

系可能な VRE 量を制限する可能性がある。しかし、先述の通り、最新の VRE 設備は、これ

らのサービスの一部を供給し、火力発電所への瞬動予備力の要求量を低減できる。風力およ

び太陽光発電の予備力を供給可能とすることで、火力発電を最低負荷まで低下させることが

でき、また発電所の運用範囲を広げ、VRE 出力抑制を低減することができる。このことは、

VRE が調整力を供給するために定格出力以下での稼働を必要とする一方で、少量の VRE を

（そうすることが経済的な場合に）必要に応じて負荷配分できるようにすることで、計画的

な VRE 出力抑制の長期化を防ぐことができる。更に、VRE に対し下げ調整サービスのみの

供給を許容するような非対称の予備力サービスの導入や、選択されたユニットによる風力発

電所群の出力管理などの新しい戦略は、柔軟性の供給と出力抑制とのよりよいバランスをも

たらす。このような対策の実現可能性は、発電コストモデル（PCMs）によって評価すること

ができ、出力ロスを補うインセンティブの導入が必要となる可能性もある。 

発達した卸電力市場では、この問題はしばしば周波数調整の取り決めによって解決されて

いる。それは、水力や火力発電によって供給される調整力サービスがよい価格、エネルギー

（kWh）販売より調整力サービスの方が選択されるような価格、になっているからである。

したがって、調整力サービスの価格は決してエネルギーの価格より低くなることはなく、通

常は高くなる。VRE から周波数を得ることを検討している国が、このような市場構造となっ

ている場合、唯一懸念されるのは、VRE が下げ方向の負荷配分を受けた場合に VRE が失っ

たエネルギーを補償する政策的解決策を見出すことである。39 

市場とシステム運用者が「より速い」系統への戦略を実現するよう促進する 

より迅速な負荷配分計画と負荷配分指令の間隔（例:5 分または 15 分）、より短いゲート

クローズ時間を実現することによって、既設の発電所の柔軟性をより効率的に利用すること

ができる。より短い間隔でシステムを負荷配分することにより、システムのバランスを取る

ために従来の発電所に要求される量（すなわち調整力サービス）を減らすことができる。こ

れは、経済的な負荷配分の対象となる電源は一般にその時間コマ内の出力を変更することが

許されず、その時間コマ内での柔軟性のニーズに対応するためにはこれらの発電所は使える

はずの容量を（その量に関わらず）犠牲にする可能性があるためである。この影響は、（需

                                                           
39 例えば、擬似慣性機能を備えたアイルランドの風力発電所は、高速の周波数応答および一次応答のための超高速サービ

スを提供できる。これらのサービス提供のための技術を使用することで、風力発電所が定格出力を下回ることがなくな

り、出力と収入の減少を回避できる（EirGrid、2017）。 
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要および VRE 発電の両方についての）予測誤差低減によっても、負荷配分の計画、負荷配分

の指令およびゲートクローズの時間間隔が短縮されるのと同様に促進される。 

結局のところ、これは従来の発電所が予備力として保持しなければならない量を減らし、

電力システムの稼働に係る経済性を向上させる。これらの削減は、エネルギーやその他のア

ンシラリーサービスを供給する発電容量を引き出すことができる。一般に、より速い市場や

負荷配分指令の間隔は、（市場および非市場構造の両方において）より費用効率の高い電力

システムにつながり、より柔軟な発電所運用を財政的にも促すことになる。1 時間より短い

市場は、より高コストな発電事業者に 1 時間より短い柔軟性を供給するインセンティブを与

える価格シグナルを提供することが示されている。40 

Box 5.1 • VRE の高いシェアでの複数手段による調整。九州電力のケーススタディ 

日本の南端に位置する九州は、太陽光容量が 6GW、最大需要が 16GW、最低昼間負荷が 8GW とな

っており、日本で VRE の普及率が最も高い。この状況に動機づけられて、既設の火力発電所、貯水

池式水力発電所および揚水発電所の能力を最適化するため、高度な運用戦略の開発が進んできた。 

今日の水準の変動性と不確実性に対応するために、九州電力は現在、電力広域的運営推進機関によっ

て制定された電力システムに係る六つの負荷配分ルールを適用している。 

• 昼間の貯水池式水力発電所や揚水発電所の発電停止。 

• 揚水動力運転による余剰電力の吸収の優先。 

• 火力発電所の出力を最低負荷に抑制。 

• 地域間の系統連系線を通じて余剰電力を域外へ送電。 

• バイオマス発電所の出力抑制。 

• 最後の手段として、太陽光発電と風力発電の出力制御。 

晴れた日の優先給電ルールの実例 

2017 年＊4 月 30 日太陽光出力は 13 時に 5.65GW（九州の需要の 73％）のピークに達した。優先給

電ルールに従って、揚水発電所は（朝のピーク時に電力を放出して貯蔵容量を確保しておいて）、太

陽光発電量の一部を吸収した。下の図 5.2 に示すように、火力発電所は最低負荷まで減負荷して、揚

水動力運転の助けもあって、プラント停止を回避した。また、揚水発電所は、太陽光の電力を貯蔵し

た容量で発電して、夕方のピーク需要をカバーした。火力発電所の起動時間は現時点で、蒸気タービ

ンによる発電機では最大で 8 時間、CCGT では 2 時間かかるため、九州では火力発電停止を回避する

ことが重要な優先事項となっている。 

＊訳注：オリジナルの英文報告書では 2016 年とあるが、九州電力に 2017 年のデータであることを確認している。 

                                                           
40 Michael Milligan and Brendan Kirby による Market Characteristics for Efficient Integration of Variable Generation in the Western 

Interconnection を参照; www.nrel.gov/docs/fy10osti/48192.pdf. 

http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/48192.pdf
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図 5.2 • VRE 出力抑制回避のための複数手段による対応 

   
 

出典: 九州電力 

キーポイント• 複数の手段による管理法は、システムの柔軟性を高め、運用コストを削減し、VRE 出力抑

制を回避することができる。 

この日、九州の電力システムは、現在の電源構成における柔軟性が、地域間連系線による送電や VRE
出力抑制を要求する前段階の限界に近くなった。午後に日射量が低下し、太陽光出力が 1.3GW /時に

低下したため、火力発電所は発電量を増加させるよう給電指令を受け、太陽光出力低下への対応のた

めに揚水を停止させた。 

太陽光発電予測誤差のバランス例 

太陽光予測誤差もまた、主な問題の一つであり、柔軟性の要求を増加させる可能性がある。 2016 年

5 月 5 日、太陽光ピーク出力は、当日の予想よりも 2GW 大きかった。前日の太陽光出力予測は、期

待された太陽光出力よりも低かったために午前 4 時に修正され、その結果、予想外の 2GW の太陽光

の追加的発電が発生した。このケースでは、揚水発電所が午前中に追加で発電して、午後に太陽光発

電量を貯蔵することが可能であった。 

より柔軟な発電所運用のための経済的インセンティブ 

柔軟性に対価を与える新たな収入源の創出 

第 3 章で述べたように、今日の電力システムで運用されている多くの従来の発電所は、特

定の発電量を見込み、配置された（例:ベースロードとして最大出力近傍で運転するために建

設された石炭火力発電所）。この見込みは、発電所の技術設計および発電所が経済的に存続

するために必要な運転条件にも影響を与えた。しかしながら、電力システムにおいて VRE の

導入が増加するとともに、多くの発電所の運転条件は、より柔軟な運転モードを必要とする

ようになっている。特に火力発電所は、ますます急速な増減負荷速度での電力供給が可能で

なければならないが、そのためには従来のパターンと比較して出力と稼動時間の両方または

その一方を減少させる必要があり、収入が減少する方向となる。このような場合、発電所が

柔軟性サービスにより電力システムに供給する価値に対し、発電所に適切な対価を与える新

たな収入源が必要となる可能性がある。この価値の特質は、第 4 章で述べたように PCM に
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より特定できる。具体的な対策およびアプローチの議論は、後の第 5 章の節「更なる発電所

柔軟性追加への投資を促進する政策オプション」で説明する。 

電気と燃料の契約の監督と、柔軟性を高める変更の推進 

発電所の契約は、柔軟な運転能力を制限する構造になっている可能性がある。燃料のテイ

ク・オア・ペイ契約は、ガス火力発電で一般的であり、発電所の稼働期間中の燃料供給力を

確保するために行われる。水力発電のような他のタイプの発電もまた、テイク・オア・ペイ

契約の下に置かれる可能性がある。例えば、近隣のラオス人民民主共和国から購入されたタ

イの水力発電の大半は、非エネルギーサービスの提供を確保するため、ある種のテイク・オ

ア・ペイ契約に依存している。ただし、テイク・オア・ペイ契約は、電力購入契約における

最低エネルギー購入量や、VRE 発電の固定報酬制度、コジェネの固定熱供給契約において条

件づけられる場合もある。 

システム運用者も電力購入契約に従う可能性があるように、契約上の柔軟性は垂直統合型

システムにも関係がある。契約の見直しは関係当事者によって行われるが、柔軟性の規定導

入は、規制当局が政策決定者に成り行きを伝えながら、監督するべきである。規制当局は、

継続中の契約交渉と将来の契約改訂の両方の柔軟性を確保するための要件を導入することも

できるが、政策決定者からの指示が必要になる可能性がある。政策決定者からの直接的な措

置の範囲は、特定の技術支援スキームを対象とすることが多く、例えば、VRE 発電のための

変動料金の導入、または特定のエネルギー供給量に対する支払い保証などである。契約条件

を見直すことは、技術的に利用可能ながら経済的に阻害されている発電所の柔軟性を引き出

すのには、特に有用なアプローチとなり得る。しかし、そのような取組みには電力部門の投

資コミュニティの間で、十分な注意と理解を持って取り組まなければならず、また各種の金

銭契約の引き受け手にも配慮しなければならない。 

発電所のエネルギー競争市場への参入促進 

エネルギー市場は、様々な場所や時間帯における発電の価値を示す価格シグナルを提供す

る。発電所のエネルギー市場への参入を促進することは、１年を通して１日のそれぞれの時

間帯のエネルギー価値をより正確に評価することにより、既設の電源から柔軟性を引き出す

ことに役立つ。価格シグナルは、例えば、1 日の各時間帯でより柔軟な電力供給を可能にす

るようなコジェネ発電所の熱貯蔵能力向上に対し、インセンティブを与えることができる
41。特定のケースにおいて、相対エネルギー契約や政策に規定されたエネルギー割当制から

直接市場参加へ移行することにより、個々の発電所にとって経済的に悪影響をもたらす可能

性がある。これらのコストは、柔軟性の向上や市場競争といった電力システムレベルのメリ

ットと比較して評価することができる。また、市場参入によるシステムレベルのメリット

は、前述の「柔軟性に対価を与える新たな収入源の創出」で述べたように、既設の発電所が

経済的に存続するための公正な報酬制度設計のベンチマークとしても使用できる。 

更なる発電所柔軟性への投資を促進する政策オプション 

費用対効果の高い柔軟性についての戦略を確立するためには、様々な潜在的な投資の経路

を評価することが有効な取組みと考えられる。これは第 4 章で概説した方法を用いて行うこ

とができる。投資計画策定のタイミングで、新設の発電所に対価を与える仕組み（市場メカ

ニズムや規制された仕組みに適用可能なその他のオプションなど）を導入することが適切で

あろう。このような対価を与える仕組みは、発電所の柔軟性に対する新たな投資の必要性

（およびそのシステム価値）を認識し、期待される運用を考慮して、発電所が提供する柔軟

                                                           
41 デンマークでは、コジェネ発電の短期熱貯蔵が広く実施されており、全家庭の約 70％が地域暖房システムに接続され

ている。参考文献：
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf
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性サービスを公正に補償するように設計するべきである。新設の発電所に対する対価へのア

プローチは、電力システムの体系（卸電力市場から規制下の発電事業者まで）により、比較

的異なった方向を示す。 

発電所の柔軟性への投資を開放するオプション ― 卸電力市場システム 

短期 kWh 市場における価格設定アプローチの改善 

スポット市場とも呼ばれる短期エネルギー（kWh）市場は、柔軟性への投資の資本費回収

を含めて、柔軟性へのインセンティブ付与において重要な役割を果たす。発電所の柔軟性が

高いほど、急速に変化する市場の状況に対応することができる。したがって、適正な価格を

頻繁にリアルタイムで提示できる市場を設計することは、柔軟性を促進するために重要であ

る。 

例えば、欧州のスポット市場は、前日市場と当日市場から構成されている。その名前が示

すように当日市場では、リアルタイム運用の 45 分前まで供給日当日に取引することができ

る。このような取り決めの下で、例えば大きな発電所の予期せぬ故障や VRE の予測誤差など

に起因する市場価格の突然の急騰は、発電量の増加や起動といった迅速に対応する発電所の

強いインセンティブとなる。逆に、予期せぬ電力の供給過剰がある場合、市場価格はマイナ

スに転じ、発電量を減少させる強い経済的シグナルとなる可能性がある。この仕組みは、シ

ステムサービス市場（以降参照）がもたらす機会とともに、欧州の発電所の改造の主要な経

済的原動力となっている。適切で流動性の高い当日市場を構築するためには、すべての市場

参加者による正確な需要と供給の予測を促す手段を含む、複数の促進ステップが必要であ

る。 

 

システムサービスのための先進的な市場の確立 

電力システムを改革する際の柔軟性要件の変更は、重要なシステムサービスに適切な対価

を提供する新しいタイプの市場商品またはその他の経済的な構造を必要とする可能性があ

る。これは、システム運用者の競争的な調達形態、または直接取引できる新しい商品の確立

で可能となる。 

発電所のシステムサービス（例えば、周波数応答）の提供は、要求される仕様を満たす十

分な柔軟性を備えていれば、発電所にとって有望な収益源となる可能性がある。システムサ

ービスの提供には、一般的に、予期せぬシステム状態に迅速かつ確実に対応する発電所が必

要となる。通常の卸電力市場とシステムサービス市場の主な違いは、システム運用者がその

市場で唯一の買い手となることである。正確な商品の定義と対価を与える制度は、国毎によ

って異なる。 

自由化市場における柔軟性評価メカニズムの採用 

市場メカニズムによって、発電所（および適切に設計された柔軟性の高い需要やその他の

リソース）が容量、柔軟性およびその他のシステムサービスを提供する能力に対価を与え、

エネルギーの販売から得る収入を補てんすることができる。これらの報酬は、サービス提供

の利用可能性に対して支払われるか、または、受け取ったサービスの量に基づく kWh 比例で

支払われるか、またはその両方である。いずれにしても、これらは柔軟性の高い発電所新設

への投資を促し、特に、急速起動、急激な負荷変化率、負荷変化率制御機能などを含む特定

の柔軟性要件に適合する発電所に対し「プレミアム」の支払いが追加される場合には投資を

促進することができる。発電所が受け取る正確な報酬のレベルは、競争調達（例えば、オー

クション）によって決定が可能となるが、他の制度メカニズムも存在する。更に、（VRE の

普及などによる）一部の柔軟性の高い発電所が経験してきた運転時間の縮小による財務的影

響を軽減するのにも、これらは役立つ。このような状況下では、技術的な観点からは一定量
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の柔軟性の高い発電所がシステムに必要であるが、運転時間の短さ、および/またはエネルギ

ー価格の低さのために財務的な支払い能力を維持することができない可能性がある。一般的

に、このような柔軟性価値に対価を与える手段は、卸電力市場における歪みを最小限に抑

え、革新的な解決策の市場進出を促進するように設計されるべきである。 

発電所の柔軟性への投資を開放するオプション － 規制システム 

規制下発電所への改造投資コスト回収の実現 

規制下の発電所の改造が提案され、それが費用対効果に優れてシステムに適していると考

えられる場合、規制当局は改造費用を納税者に負担させることができる。理想的には、この

ような規制の決定は、複数の柔軟性対策を評価する発電コストモデルを用いて実施された費

用便益評価を踏まえて行われる。改造案が費用対効果に優れ、適切であるかどうかを判断す

るには、さまざまな費用便益評価手法が使用可能である。最終的には、費用対効果を決定す

るために使用される特定の手法は、地域の規制状況に大きく依存する。 

新設火力発電所に高度な柔軟性技術の採用を促す財務的インセンティブの提供 

場合によっては、新設発電所に高度な柔軟性の技術を採用するために、投資家に対して直

接的な財務的インセンティブを提案することが適切な場合もある。インセンティブ増加分を

前払いすることにより、将来のより高額な発電所柔軟性への投資を未然に防ぐことが可能で

ある。財務面では、高度な柔軟性の技術の採用のために、電力消費者または納税者の資金を

先行して使うことは、柔軟性の必要性および費用といった将来の不確実性に対するヘッジと

捉えることができる。 

長期計画プロセスを強化する政策アプローチ 

短期的に柔軟性が不足しないシナリオであっても、政策決定者は将来の柔軟性要件がどの

ように効果的に計画されるかについて影響を与えることが可能である。第 4 章で述べたよう

に、長期的なシステムの柔軟性戦略を長期的な電力システム変革の目標に設定することは良

い試みである。実際には、採用された意思決定をサポートするツールや方法、およびプロセ

スの計画段階での疑問点に関して、システムの計画の方法を修正していくことを意味する。

プロセスにおける不確実性の処理を考慮すると、この長期的な戦略は、過剰もしくは過少の

柔軟性の開発という新たなリスクを含む可能性もある。長期的なコストと電力システム変革

の運用上の影響を軽減する上で重要なのは、システムの柔軟性要件に対する将来の予測と、

それに対処するための道筋を示すことである。 

定期的なシステム適合性評価の技術的柔軟性評価の要求 

電力会社およびシステム運用者の電力システムの信頼性と適合性を定期的に評価すること

は、一般的な取組みとして行われている。これらの評価は、所定の間隔（例えば、毎年）で

行われ、また、特別の規制要件に応じて行われることも多い。42 これらの取組みに技術的な

柔軟性評価も含めることを義務づける規制要件を導入することは、システムの柔軟性の見通

しが長期計画に確実に反映されることに役立つ。 

                                                           
42 南アフリカ国家エネルギー規制局（the National Energy Regulator of South Africa）の系統連係規程では、Eskom（垂

直統合された電力会社兼システム運用者）に毎年「中期的システム適合性の見通し」（Eskom、2017）を発行し、その中

で 5 年間発電所群の能力が確実に需要を満たす見通しであることを示すよう要求している。 
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包括的なシステム柔軟性一覧表作成の要求 

システムの柔軟性は、発電所、送配電網への投資、蓄電、需要側管理（システムの柔軟性

対策の議論については第 2 章参照）などの多くの選択肢から得られる。 発電所の柔軟性対策

を含め、システムの柔軟性を高めるオプション―発電所の柔軟性対策を含む―の明確な予想

図を作成することは、可能な範囲で最良の選択肢データが確実に計画策定に反映されること

に役立つ。そのために、政策決定者と規制当局は、システム全体の柔軟性一覧表の作成（お

よび定期的な更新）を要求することを検討しなければならない。この手順については、第 4
章 発電所の柔軟性対策 の中で論じた。 

長期計画ツールへの運用柔軟性パラメータ導入の促進 

長期電源計画ツール（例：容量拡張モデル）は、電力システム運用と多くの一般的なシス

テム柔軟性の考慮事項（例：急激な負荷変化にかかる柔軟性要件）を比較的粗い表現で取り

込むことが多い。しかし、利用可能な柔軟性リソースと制約のより包括的な見通しにより、

これらの長期計画ツールに大枠の柔軟性の考慮を取り込むことは可能である。特定の柔軟性

パラメータと制約を含めることで、電源計画ツールは、長期システム柔軟性の要件に関する

見通しを、更に改善して、最も費用対効果の高い投資経路を特定することができる。 

長期計画作成における発電コストモデル化手法導入の促進 

従来の電源計画手法は、十分な柔軟性と信頼性を具備したコスト最小の電力システムを常

に提案するには、十分な時間的・空間的細分性による柔軟性を考慮していない場合がある。

発電コストモデル（PCM: production cost modelling）と技術的な柔軟性評価の両方、またはそ

の一方を長期計画作成に取り込むことで、より最適な投資計画を明確にし、来る数十年間に

電力システムに必要となる特定の発電所の柔軟性特性を明らかにすることができる（詳細は

第 4 章を参照）。電力会社とシステム運用者が計画作成の段階で、潜在的な柔軟性対策（お

よび他の技術要素）の費用と便益を評価するために PCM をより全面的に使用するよう、政

策決定者と規制当局は必要な範囲で要求することを検討するべきである。 PCM 利用を最大

限に促進するためには、政策決定者が PCM に必要なすべてのデータについて、組織の窓口

と収集メカニズムを明確にすることも重要である。実際には、これは現在実施されているプ

ロセスである。電力システムのデータは絶え間なく進化しているため、PCM 利用による検討

は通常、長期計画の期間全体にわたってシステムが適応できるように、毎年または 6 か月ご

とに実施されている。 

地方・地域送配電網への投資の費用便益評価の促進 

計画作成段階で考慮できる多くの柔軟性対策の中で、柔軟性提供のために送変電システム

の能力を強化することは、費用対効果の高い電力システム変革の道筋を広げるための戦略の

中心となると考えられる。費用と便益の発電コストモデルによる評価は、どの新しい送変電

インフラがシステムの柔軟性をもたらし、運用コストを削減するか、更により高いレベル

で、そのようなプロジェクトを納税者に負担させることが適切であるかどうかを検討するに

役立つ。送配電網への投資は、すでにほとんどのシステム計画作成段階で考慮されている

が、電源への投資とは分離されて考えられることが多い。政策決定者と規制当局は、送配電

計画プロセスを電源計画と統合することで改善することができ 43、特にその電源計画がシス

                                                           
43 本報告書では論じていない電源計画と送電網計画の統合による多くの利点については 、例えば IEA（2017b）参照。 
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テムの柔軟性をより包括的に考慮し始めている場合に効果的に改善することに役立つ。44 こ
のプロセスは、需要側のオプションも考慮した統合資源計画と呼ばれることがある。 

例えば、メキシコは最近、発電所の新設/廃止や送電網の拡大および配電網の拡大計画を考

慮した新しい長期統合計画プロセスとして、国家電力部門開発プログラム（PRODESEN: the 
National Power Sector Development Programme）を採用して、自国の長期計画を変更した。こ

の変更により、必要とされる電源ミックスだけでなく、投資する新設発電所と、ひいては長

期配電網拡大の配置が変更になった。この計画手法により、2024 年に国内の電力供給の 35％
をクリーンエネルギー由来のものとするという国の目標を達成する上で、風力と太陽光発電

技術が極めて重要な役割を果たすことができることが明らかになった（SENER, 2016）。 

需要側エネルギーリソースと電力貯蔵オプションの費用便益評価の促進 

第 2 章で述べたように、需要側資源（DSR:demand-side resouce）と電力貯蔵オプション

は、システムの柔軟性を提供し、VRE の統合に対応するための主要な設備でありインフラ構

成要素である。重要な点は、DSR と貯蔵オプションは、発電所の柔軟性要件に影響を与える

可能性があるということである。長期計画プロセスでは、潜在的な柔軟性の可能性があるた

め、DSR と貯蔵オプションの費用と便益を考慮する必要がある。 

DSR については、長期計画プロセスにいくつかの潜在的なオプションを含める必要があ

る。これらのオプションには、エネルギー効率化オプションと、現実的な料金体系（例:リア

ルタイムプライシング、クリティカルピークプライシング、直接負荷制御）およびシステム

の状況（例:イベントベース、非イベントベース）に依存するデマンドレスポンスの計画が含

まれる。これらの DSR オプションは、システムに及ぼす影響が異なり、タイプによってその

関連コストも異なる。 

前の章で説明したように、電力貯蔵オプションは、揚水発電や蓄電池といった多くのタイ

プの技術で構成されている。これらの技術は、特に VRE の普及率が高いシステム（例:VRE
統合の段階 3）では、システムの柔軟性に顕著な影響を与える可能性がある。長期計画プロ

セスは、貯蔵オプションの費用と便益、特に VRE 削減可能量を効果的に分析することもでき

る（IEA,2016）。 

優先すべき政策の概要 
政策決定者が優先すべき具体的な対策は、ここまで議論した六つの段階と共に以下のよう

に要約することができる。 

1：評価 - 発電所の柔軟性の役割を含め、システム全体の柔軟性要件、機会および障壁の評価

を実施する。定期的にこれらの評価を見直し、直近と長期の意思決定と計画プロセスの両

方に反映させる。 

2：連携 – 利害関係者のコミュニティと連携し、電力システムと発電所の柔軟性を拡大するた

めの技術的、政策的、制度的能力を強化する。国際社会と連携して、成功事例を共有する。 

3：拡大 - システムレベルで市場、規制、および運用の様々な成功事例を適応させることによ

り、利用可能な電力システムの柔軟性の利用を拡大する。 

                                                           
44 定量化は困難であるが、地域の送電網の重要な利点は、信頼性の向上である。 障害発生時の予備力活用は、電源の供給

力を増強するために拡大する必要がある。 長期的には、より広範囲での協調システム運用と連携したより強力な送電シ

ステムは、新設電源への投資の必要性も低減することができる。 NREL（2012）は、「完璧」な送電網と運用協調の究

極の例としてこれを示している。 現実としては、設置容量の削減はこれより少なくなると思われる。 
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4：開放 - 潜在的な柔軟性を開放するために電力システムの運用を制限する規制、政策、取組

みを見直す。これらのオプションには、独立発電事業者とのより柔軟な電力購入契約およ

び火力発電事業者への燃料供給契約が含まれる。 

5：インセンティブ – 政策、規制、市場の枠組みの変更を通じて、電力システムに柔軟性をも

たらすことができるすべての設備が、公平で適切な対価を得る機会を増やす。 

6：ロードマップ – システムの柔軟性要件の将来予測を取り込むための計画作成プロセスを

強化する。電力システム変革の長期的な費用と運用面での影響を軽減するためのすべての

柔軟性を高めるオプションに対する考察を可能にする。 
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略称、略語 
AC alternating current：交流 
AEMO Australian Energy Market Operator：豪州エネルギー市場運用者 
AGC Automatic Generation Control：自動発電制御 
APPF Advanced Power Plant Flexibility：発電所の柔軟性向上 
CAES compressed air energy storage：圧縮空気エネルギー貯蔵 
CCGT combined cycle gas turbine：ガスタービン複合サイクル 
CCS carbon capture and storage：炭素回収貯留 
CEA Central Electricity Authority (India)：中央電力庁（インド） 
CEM Clean Energy Ministerial：クリーンエネルギー大臣会合 
CExM capacity expansion model：容量拡張モデル 
CERC Central Electricity Regulatory Commission (India)：中央電力規制委員会（インド） 
CSP concentrated solar power：集中型太陽熱発電 
CT  combustion turbine：燃焼タービン 
DC direct current：直流 
DFID Department for International Development (United Kingdom)：英国開発省（英国） 
DR demand response：デマンドレスポンス 
DSM demand side management：需要側管理 
ED  economic dispatch：経済負荷配分 
EFR enhanced frequency response：高速周波数応答サービス 
EPPEI Electric Power Planning and Engineering Institute (China)：電力企画設計総院（中国） 
FACTS flexible alternative current transmission system：フレキシブル交流送電 
FL full load：定格 
GE  General Electric 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germany)：国際協力公社（ドイツ） 
GHG greenhouse gas：温室効果ガス 
HDGT heavy duty gas turbines：大型ガスタービン 
HoF Hot Start on the Fly 
HRSG Heat recovery steam generators：排熱回収ボイラ 
HSCPS hydraulic short-circuit pumped storage：循環水路式揚水発電 
HV high-voltage：高圧 
IEA International Energy Agency：国際エネルギー機関 
IGCC integrated gasification combined cycle：石炭ガス化複合発電 
IPP Independent Power Producer：独立発電事業者 
IT information technology：情報技術 
KMW  Kraftwerke Mainz Wiesbaden 
LCOE Levelised cost of energy：均等化発電原価 
LoLP loss of load probability：電力量不足確率 
MSL minimum stable level：最低負荷 
NDRC National Development and Reform Commission (China)：国家発展改革委員会（中国） 
NEA National Energy Administration (China)：能源局（中国） 
NPP nuclear power plants：原子力発電所 
NPV net present value：正味現在価値 
NREL National Renewable Energy Laboratory：国立再生可能エネルギー研究所 
O&M  operation and maintenance：運転保守 
OCGT open-cycle gas turbine：オープンサイクルガスタービン 
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OEM original equipment manufacturer：オリジナル設備製造者 
OPEX  operational expenditure：運用費 
ORDC operating reserve demand curves：運用予備力需要曲線 
PC Pulverised coal：微粉炭 
PCMs production cost model：発電コストモデル 
PPA power purchase agreements：電力購入契約 
PSH pumped storage hydro：揚水発電 
PV photovoltaic：太陽光発電 
PWR pressurised water reactors：加圧水型原子炉 
RE renewable energy：再生可能エネルギー 
SAIDI System Average Interruption Duration Index：システム平均供給不能持続時間指標 
SPS  special protection scheme：事故波及防止リレーシステム 
SVC  static var compensator：静止形無効電力補償装置 
TOTEX  total expenditure (CAPEX + OPEX) 
TPM  transmission planning model：送電計画モデル 
TSO Transmission system operator：送電システム運用者 
UC  unit commitment：ユニット起動停止計画 
UHV ultra-high-voltage：超高圧 
USAID  United States Agency for International Development：米国国際開発庁 
USC ultra-supercritical：超々臨界 
VoLL  value of lost load：停電の社会的価値 
VRE variable renewable energy：変動性再生可能エネルギー 
WAM  wide area monitoring system：広域監視システム 
 

訳注：対訳のない固有名詞に関しては日本語名称を省略、定まった対訳のないものはイタリッ

クで表記。 

単位 

EJ エクサジュール 
GW ギガワット 
h  時間 
Hz ヘルツ 
kV キロボルト 
kW キロワット 
min  分 
MJ/s  メガジュール/秒 
MVA  メガボルトアンペア 
MW メガワット 
MWh メガワット時 
MW/min  メガワット/分 
s  秒 
TWh テラワット時 
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