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１．まえがき 
火原協が実施している調査研究活動の一環である「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」（以下、欧米エネ研究会という）は、欧米の電気事業で起こって

いる諸問題を取り上げ議論することにより課題を抽出し、今後の日本における電力エネ

ルギーの在り方について参考にして頂く事を目的にして活動している。 
本研究会の活動としては、2017 年度アニュアルレポートを火原協 HP に掲載、各国ク

リーンエネルギー大臣会合で答申された最終報告書「Status of Power System 
Transformation 2018- Advanced Power Plant Flexiblity -」(以下、APPF という)翻訳と

火原協ウェブサイトに掲載、2018 年に大阪で開催された火原協発電大会口頭発表に参加

（J-Power、中山審議役）欧州を中心としたエネルギー関係について講演会で講演、エネ

ルギー関連の情報交換を行ない、欧米における電力エネルギーと環境について火原協会

員等に周知した。  
本レポートは 2018 年度における欧米エネ研究会の活動結果の報告である。 
欧米エネ研究会は欧州の電力エネルギーに影響のある VGB PowerTech の会誌、VGB

大会での講演内容、また、ヨーロッパの電力エネルギー、特にドイツの状況を記した

Agora Energiewende や海外電力調査会の報告資料等を分析することにより、再生可能

エネルギー（以下、再エネという）の大量導入や電力の自由化を進めている欧州の電力エ

ネルギー、環境政策、技術的な現状と課題を述べる。 
 

２．活動内容 
１）研究会開催状況 

・第１回（2018 年 5 月 15 日） 
  議題：今後の進め方 
     2018 年活動計画 
・第２回（6 月 19 日） 
  議題：自己紹介 
     活動方針 
          APPF 報告 
     今後の進め方 

   ・第３回（8 月 28 日） 
     議題：APPF に関する IEA との契約状況 
        APPF 報告書の翻訳状況 
        VGB 大会開催概要 
        エネルギー関連の情報交換 
        今後の進め方 
   ・第４回（10 月２日） 
     議題：APPF 報告書翻訳ドラフト確認 
        エネルギー関連の情報交換 
   ・第５回（12 月 4 日） 
     議題：APPF 翻訳の最終確認と IEA との契約進捗状況 
        エネルギー関連の情報交換 
        VGB-TENPES 技術交流会議のスケジュールと対応状況 
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   ・第６回（2019 年 2 月 6 日） 
     議題：APPF 報告書翻訳版報告 
        2018 年度アニュアルレポート作成 
        エネルギー関連情報交換（COP24,水素エネルギー他） 
               
２）研究会の活動紹介 

  ①火原協発電大会（関西）口頭発表（2018 年 10 月 25 日） 
「再エネ拡大で注目される火力発電の柔軟性‐APPF 報告‐」 
大阪府立国際会議場 

②協会誌、講演会等の概要紹介 
   ・「日本と欧州のエネルギー動向 

~再生可能エネルギーの課題とイノベーション」 
東京理科大学大学院イノベーション研究科・技術戦略講座講演会 

（2018 年 12 月 1 日） 
   ・「Advanced Power Plant Flexibility Campaign 報告 
    改めて考える低炭素化と電力」 

協会誌「火力原子力発電」2018.9 
   ・「Status of Power System Transformation 2018-Advanced Power Plant Flexibility」

の日本語版の公開（2019 年 1 月 17 日） 
    火原協 HP へ掲載 
 
 ③アニュアルレポート作成 

   ・2018 年度アニュアルレポートを作成し、協会 HP へ掲載（2019 年 5 月） 
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３．研究会名簿 
 

2019 年 3 月末現在 

氏  名 所  属 備 考 

大地 昭生 東北テクノアカデミア 産学連携事務所 所長 
研究会 主査 
火原協技術顧問 

荒岡 衛 
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 

 

壹岐 典彦 
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

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 
 

恩田 徳雄 
東北電力（株）発電・販売カンパニー火力部（火力企画）

課長 
 
 

川上  宏 
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 
 
 

木村 篤史 
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 

 
 

田村 吉章 マグナ通信工業㈱ 顧問 
 
 

中山 寿美枝 電源開発㈱ 経営企画部・火力発電部 審議役 
 
 

福田 雅文 (一社) 高効率発電システム研究所 代表理事 
 
 

麦倉 良啓 
(一財) 電力中央研究所 エネルギー技術研究所 

研究参事 

 
 

吉田 敏明 
㈱ベストマテリア 技師長  
前（一社）高効率発電システム研究所 理事 

 
 

阿南 英誠 火原協 技術部 次長 事務局 

名前は五十音順 
 

 注）研究会活動の充実のため各分野の方に参加頂くこととし、昨年度からメンバーを増員 
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４．「Status of Power System Transformation 2018 -Advanced Power Plant Flexibility-」
の翻訳概要 

 
「Status of Power System Transformation 2018–Advanced Power Plant Flexibility-」

は、再エネ拡大のために発電所の柔軟性が重要性であることに対する理解と関心を高める

ことを目的に、日本を含む１２か国と欧州委員会、企業パートナー、組織パートナーが参

加し、１年間に亘って、バリ、ベルリン、大連、コペンハーゲンで実施された Advanced 
Power Plant Flexibility （発電所の柔軟性向上）キャンペーンの最終報告書として国際エ

ネルギー機関（International Energy Agency：IEA）から発刊されたものである。 
2012 年以降固定価格買取制度（FIT：Feed in Tariff）に支援されて太陽光、風力などの

変動性再生可能エネルギー（VRE）が増加している日本においても VRE の変動性、間歇

性を調整する発電所の柔軟性は重要性を増してきており、本報告書は貴重な情報源になる

と考え、発行元である IEA と日本語翻訳に関するライセンス契約を締結したうえで、欧米

エネ研究会が翻訳を行った。 
（火原協のホームページに掲載 http://www.tenpes.or.jp/files/topics/60938_ext_02_0.pdf） 

同報告書の概要を、エグゼクティブ・サマリーからの引用を含めて紹介する。 

背景：電力システムの急激な変化と柔軟性ニーズの高まり 
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。電力システムの変革のためには、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。 

電力システムの柔軟性を高めることは、電力システム変革の重要な目的の一つである。

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大

量のクリーン電力が失われる可能性がある。 

http://www.tenpes.or.jp/files/topics/60938_ext_02_0.pdf
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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）。 

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 

＊注：正味需要とは真の需要から VRE 出力を差し引いたもの。 

 

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。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。 

発電所の柔軟性の役割とその変化 
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。また、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、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。 

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（kWh で表される電力量）と容量（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
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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策の

調査を要請した。この調査では、約 220GW 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。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。 

既設の発電所をより柔軟にする多様な戦略 
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および CCGT 発電所の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
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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。 

柔軟性向上の全国展開 
電力システムの柔軟性は、利用可能な設備とインフラ、政策、規制と市場の枠組み、柔

軟性を提供する主体の制度的な役割と責任により決まる。 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。 

＊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 

 

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。 

 

3 章では、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、以下のような柔軟性向上の豊富な実例を紹介して、解説している。 

• 老朽化褐炭火力発電所の改造（ドイツ RWE ノイラート発電所, Box 3.1） 

• タービン交換を最適化する先進モニタリング（東京電力 富津火力発電所, Box 3.3） 

• USC 石炭火力の改造（デンマーク Nordjyland 発電所 Unit3, Box 3.4） 

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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• MoorFlex: ハンブルグにおける柔軟な石炭コジェネ設備（ドイツ Moorburg 発電所, 
Box 3.5） 

• Fly（HoF）方式によるホットスタートの手順（ドイツ Mainz Wiesbaden 発電所,  
Box 3.7） 

 • イタリアにおける改装と最適化による CCGT の柔軟な運用（イタリア La Casella 
発電所, Box 3.8） 

 • ガスエンジンを用いた電気・熱併給システム（ドイツ Kiel シュタットベルケ Box 3.9） 

• 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 Fyn 発電所 Unit8, Box 3.10） 
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５．欧州の電力エネルギーに関する最新状況 
欧州の電力エネルギーに関する最新状況を紹介するに当たって、2018 年 9 月にドイツ・

ミュンヘンで開催された VGB Congress 2018 での研究発表のオーガナイズドセッション

ではキーワードとして「sector coupling」「storage」「digitalization」が示されている。こ

の言葉は、最近の欧州における電力エネルギーの状況を象徴している。また、2019 年 2 月

26 日に東京で実施された VGB-TENPES 技術交流会においても「sector coupling」の重要

性が示されたことから欧州における「sector coupling」の実施状況について述べる。 
尚、sector coupling (ドイツ語: Sektorkopplung) とは、エネルギーを消費するセクター 

建物（暖房と冷房）、輸送、産業を電力部門と相互接続（統合）するという考えである。詳

細は、「５－２ ドイツの電力エネルギー状況」で述べる。 
 
５－１ 2018 年の欧州電力エネルギー状況 
    2018 年の欧州のおける電源別発電電力量比率は図 1 に示す通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1．2017年と2018年の欧州電源別発電電力量比率（出典：Agora 2018） 
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    2018年の発電電力量全体としては2017年の3,257TWhからほぼ横ばいの

3,249TWhであった。（図2参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2．2010年から2018年の欧州電源別の発電電力量（出典：Agora 2018） 
 

2018年欧州での再エネでの発電電力量比率は32.3％であり、2017年より2.3％増加

した。風力発電は12％と大きく寄与している。しかし、太陽光発電は4％と2017年と

変わらず、風力発電の1/3であり、バイオマス発電より少ない状況である。 
(図3参照) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3．2010年から2018年の欧州再エネ発電電力量比率（出典：Agora 2018） 
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原子力発電は 0.3%（2TWh）減少したが全体的にはあまり変化がなかった。 
（図４参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4．EU 各国の原子力発電電力量（2018 年）（出典：Agora 2018） 

 
ガス火力発電はスペイン、イタリア、フランスで水力が増えたこと、また UK で洋

上風力発電が増えたことにより 5%（35TWh）減少した。（図 5 参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5．EU 各国のガス火力発電電力量（2018 年）（出典：Agora 2018） 
 
石炭火力発電はドイツ、UK で再エネが増加したこと、イタリア、スペインで水力

が戻ってきたことにより 9%(35TWｈ)減少した。2012 年レベルから 40%減少した。

褐炭火力発電はポーランドで小規模褐炭火力が閉鎖されたため 3%（8TWh）減少し
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た。 
 
火力発電および原子力発電全体では風力発電、太陽光発電が増加したことにより

4%（81TWh）減少した。（図 6 参照） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6．火力発電および原子力発電における発電電力量（出典：Agora2018） 

 
欧州で最大の原子力発電所を設置しているフランスの原子力政策の現状は以下の通

りである。 
フランス政府は 2018 年 11 月 27 日に今後 10 年間（2019~2028 年）の「エネルギー

多年度計画」（PPE）案を発表し、2035 年までに最大 14 基の原子炉を閉鎖、原子力発

電比率を現在の 75%を 50%に低減する方針を示した。しかし 50%まで低下すると CO
₂排出増につながるため 50%低減時期を後ろ倒すことが決定された。 
フランスでは、現在 58 基 6300 万 kW の原子炉が運転されているが、原子炉の閉鎖

する時期は以下の通りである。 
 ・2020 年夏にフッセンハイム発電所の 2 基を閉鎖 
 ・2025~2026 年に 2 基を閉鎖 
 ・2027~2028 年に 2 基を閉鎖 
 ・2029~2035 年に 8 基を閉鎖 
とした。また、再処理リサイクルも維持するとしている。 
一方、PPE では再エネ、省エネも記述されており、2030 年の再エネ比率を 40%とし

設備容量を 2023 年までに 1.5 倍、2028 年までに 2 倍に拡大する。 
また、石炭火力については 2022 年までに 4 基全て廃止する。 
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５－２ ドイツの電力エネルギー状況 
本項では、ドイツの電力エネルギーの状況を「発電関係」「再エネ関係」「各国との輸

出入」「sector coupling」「電力会社関係」「送電線関係」の 6 項目について述べる。 
 

１）発電関係 

     
図 7．ドイツにおける 2018 年電源別発電量比率（出典：Agora 2018） 
 
全体の発電電力量は 2017 年に比べ 2018 年は再エネが 13TWh 増加したが既存の発

電量が減少したことから 5TWh 減少した。再エネは発電電力量の 35.2%を占め第 1 位

であった。このうち変動性再エネ（VRE）は約 25%を占めている。また、火力発電に

ついては現状でも 52%を占めているが石炭火力は今までの最低の比率であった。尚、

発電設備容量は 224GW でこのうち再エネは 120GW である。 
 しかし、2018 年の指令可能な電源容量は 107GW であり、2030 年には石炭火力の戦

略的リザーブや閉鎖等により 85GW しかなくなり安定供給の面ではリスクが高まるこ

とから今後継続的な投資が必要である。 
 

 
図 8．ドイツにおける 2018 年電源別発電量（出典：Agora 2018） 
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図 9．ドイツにおける火力発電および原子力発電の発電電力量 

（出典：Agora 2018） 
 

石炭火力及び褐炭火力発電設備について CO₂排出の削減目標達成に道筋をつけるた

め（CO₂排出量を 2020 年に 1990 年比で 40%削減、30 年には 55%削減）、2018 年は

各々24GW、20GWであるが 2022年には合計 32%減、また 2030年には 60%減の 17GW
（石炭火力 8GW、褐炭火力 9GW）と予想され、2038 年にはすべて廃止することが国

の諮問委員会（経済界、地域、環境団体の代表他参加）で現在議論されている。 
   また、この委員会では①石炭火力を 2038 年までに段階的に廃止、②炭鉱を抱える

州に今後 20 年で 400 億ユーロ（約 5 兆円）支援、③電気料金上昇を抑えるため 20 億

ユーロの補助金などで合意した。 
 
２）再エネ関係 

風力発電(陸上、洋上)は 2015 年から 2018 年にかけて 33TWh 増加（41%増加）し

た。また、太陽光発電も 7TWh 増加（18%増加）しているが風力発電に比べて増加の

割合は少ない。バイオマス発電は横ばい状態となっている。(図 10 参照) 

 
図 10．ドイツにおける再エネ発電電力量（出典：Agora 2018） 
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再エネの発電電力量の占める比率は 2018 年 38.2％に上昇した。2030 年には目標を

65％としており毎年 2.25％の増加が必要になる。(図 11 参照) 
 

 
図 11．ドイツにおける再エネ発電電力量比率（出典：Agora 2018） 

 
 
３）各国との輸出入 

ドイツは高いレベルの電力輸出国であり、長年輸出を維持している。しかし、2018
年は輸出入とも前年に比べて低下（輸出約 12TWh%、輸入約 4TWh）したが、近年は、

NET 輸出（輸出－輸入）が増える傾向になっている。（図 12 参照） 

 
図 12．ドイツにおける電力の輸出入（出典：Agora2018） 
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ドイツからの輸入国としてはオーストリア、フランス、オランダが多く、供給国はス

ェーデン、チェコである。（図 13 参照） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 13．ドイツ近隣の電力輸出入状況（出典：Agora2018） 
 

４）Sector coupling 
ドイツでは、再エネが大量に導入されているため、図 14 からもわかるように風力発

電や太陽光発電は時間、日、週間、季節によって大きく変動するため火力発電が短期、

長期の負荷変動に対応することになる。 
尚、図 14 は 2018 年 1 月のデータであるが、2019 年 1 月も同様の傾向であること

が報告されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図 14 ドイツにおける 2018 年 1 月の需給状況（出典：Agora 2018） 
              

このことから、エネルギーシステムの柔軟性が必要であり、揚水発電、火力発電、送

電線、需用家、蓄電池、Power to X 等の Sector coupling が検討され、また実施されて

いる。 
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2017 年にドイツの公益団体 BDEW が Sector coupling の提案を発表した。 

 
    図 15．Sector coupling におけるエネルギー複合システム 

（出典 BDEW） 
 

エネルギーは、建物(暖房および冷房)、輸送、および産業の 3 つの最終用途セクター

で消費される。電力部門とこれら 3 つの分野をつなぐことは、エネルギー転換の成功

にとって重要である。 
過去数年間、ドイツのエネルギー変換の焦点は、電力部門だけにあったことから、再

生可能な熱とエネルギー効率、輸送部門はほとんど進歩していない。幸いなことに、す

べての 3 つのセクターの問題は、電力部門と熱および輸送セクターを接続することに

よって部分的に対処することができる。このことから電化は、Sector coupling の一例

である。例えば、太陽光と風力発電は、世界中で最も急速に成長している再エネである

が、再エネで発電している時点で、電気は卸売市場で安価になるので、ますます建物や

産業で使用するための熱を生成するために使用される。 
また、電気による輸送は、電車やトラムで使用されているが、路上ではますます電気

自動車や電動自転車が増加すると考えられる。しかし、バッテリーはまだ高価であり、

ほとんどの国 (ドイツを含む) は、再エネの余剰電力を利用して電気自動車に充電する

よう人々に促せる価格ではない。しかし、より多くの市民が電気自動車を使用すれば、

卸売電力価格で充電を調整する必要性は増加する。例えば、ドイツの電力消費は、一般

に人々が仕事から帰宅し、夕食を作ったりテレビを見たりする夕方にピークになる。こ

れらの人々はまた、その時に電気自動車を充電する場合, 電力需要は、グリッドがすで

に限界になった時に急増する。スマートメーターは、電力需要が少ない時に電気自動車

に一晩中充電できる方法の 1 つである。 
 

Sector coupling については、2018 年 9 月に実施された VGB 大会のパネルディスカ

ッションにおいても Power to X の可能性について Power to CH4、CH3OH は小規模

で実施されており、政府系の会社で Power to H2が実施されていること、また、Sector 
coupling の将来については、化学業界ではエネルギーの観点からニーズが高いことも

https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=ja&csId=fc253194-5a5b-4ecb-8a95-e558e3d20590&usId=adb3dca7-5a9d-4df2-8a76-578eeee386f3&dl=ja&ac=true&dt=2019/3/6%205:4&h=Dr-4kg2JyY18jFnQI_WggvyPzxKSL8NE&a=https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/factsheet/chart-sector-coupling2.png?itok%3dCavBgIgI
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示された。また、研究発表でも「CO₂排出削減のために CCU は重要な手段であり、

Sector coupling は CCU 推進の大きなチャンスである。例えば、発電所から排出され

る CO₂と再エネ余剰電力で製造した水素を用いて DME（ジメチルエーテル）を製造す

れば、輸送分野においても燃料として DME を使用することで大きな混乱を招くこと

なく安価に CO₂削減を達成できる」と述べられている。 
今後、Power to X のような Sector coupling に関わるセクター間の技術は益々重要

になっている。 
  

５）電力会社関係 
ドイツの大手電力会社（E.ON、RWE、EnBW、Vattenfall）は近年再エネ発電が増

加することにより既存の発電部門の売り上げが減少し、最大手の E.ON は、2015 年 1
月に火力水力発電、エネルギー取引は新会社「ウニパー（Uniper）」（株式 53%は E.ON
の株主に譲渡、47%はフィンランドの大手エネルギー事業者 Fortum へ売却）として独

立し、E.ON 本体は再生可能エネルギー、配電、顧客向けソリューションの 3 事業に専

念する。 
また、RWE は 2016 年 4 月再エネ、ネットワーク、小売り事業部門分離別会社「イ

ノジー（Innogy）」を設立、本体は石炭火力の運営を継続することとしていたが、2018
年 1 月 2 日に変化する市場環境を考慮して、本体を「RWE Generation」（ガス、石炭、

水力、バイオマス発電事業）と「RWE Power」（原子力、褐炭発電事業）に分離した。 
2018 年 3 月 11 日には、E.ON が「イノジー（Innogy）」の株式 76.8%を買収し子会

社化する。一方、RWE は引き換えに E.ON の株式 16.67%を取得し資本参加し、今回

の合意でイノジー保有の再エネ事業と E.ON の再エネ事業はすべて RWE に移管され

る。その結果、両社の送配電及び電力小売事業が E.ON に集約される。 
以上、両社の再編により E.ON は、送配電・小売りに特化し、RWE は再エネ、原子

力、火力、水力の発電事業に特化することになる。 
 E.ON、RWE の本社がある NRW（ノルトライン・ベストファーレン）州の首相は

「国際競争の中で競争力のある２つの企業が生まれる。このことは労働市場に良い影

響を与えるだろう。」と語っている。一方、消費者保護団体は電力市場の競争が失われ

るとの危機感を募らせている。 
スウェーデンの大手エネルギー会社バッテンフォールは、2016 年 4 月にドイツにあ

る褐炭火力発電所（計 8GW）をチェコの大手エネルギー会社 EPH に売却し、風力発

電や家庭向けサービスに注力することとなった。特に風力については、洋上風力プロジ

ェクト（設備容量 400MW）に着手し、デンマークの西方沖に単機容量 8MW の風力発

電 49 基設置を計画している。 
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図 16．ドイツにおける電力会社の再編 

 
６）送電線関係 

電力系統の安定性維持のために送電線建設・増強プロジェクトは総延長は約 7,700 ㎞

が計画されているが、2018 年第二四半期時点で約 950 ㎞であり、許認可されたもので

も約 1,750 ㎞に過ぎない。また、2022 年までに停止される南部に設置されている原子

力発電所に対応した「南北送電線（超高圧直流送電線）」の約 1,390 ㎞の建設が必要で

あるが通過するバイエルン州は環境破壊等で反対を示していたが最終的には地中化す

ることで連邦政府と合意して許認可手続きを開始している。 
また、この送電線の建設の遅れに対して北部にある風力発電量の増加には従来型電

源の再給電や風力の出力抑制を行うことが増えている。 
 

６．日本の電力エネルギー状況 
東日本大震災以降、我が国の電力エネルギー事情は大きく変化しており、政府が再エ

ネの導入を加速するため固定価格買取制度（FIT：Feed in Tariff）を実施した結果、特

に太陽光発電の伸びが既存の発電設備の運用に影響を与えている。 
しかし、FIT 導入により FIT の賦課金は年々上昇し 2018 年度には 2 兆 3,700 億円が

見込まれている。2019 年度は標準家庭の月額で 767 円（年間 9,204 円）になり、電気料
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金の上昇の一要因となっている。また、2030 年度には賦課金の合計は 3 兆 7 千億円~4
兆円になると想定され、これに再エネ増加による系統安化費用として 1 兆円の投資が必

要と予想されている。 
現在、経産省で再エネ FIT の見直しが検討されており、産業用の太陽光は 18 年度に

18 円/kWh に、19 年度は 14 円/kWh に大きく下げられる。現在 2,000kW 以上の「入札

制度」は 500kW 以上に広げられる。 
陸上の大型風力は 21 円/kWh から 20 円/kWh、19 年度から 19 円/kWh、20 年度には

18 円/kWh とする。また、30 年度には 8～9 円/kWh にすることが目標としている。ま

た、洋上風力は 17 年度 36 円/kWh から一層の価格引き下げを目的とした 21 年度以降に

入札制度に移行を視野に入れている。尚、風力の欧州における FIT はドイツ、フランス

が約 10 円/kWh、オランダが 9 円/kWh でありいずれも日本の半分程度である。 
わが国の電気事業は、2016 年 4 月から小売りを含む全面自由化され、2020 年からは

発送電分離が予定されている。国は将来の電力エネルギーの方向性として 2030 年度の

電力エネルギーミックスを以下の通り策定し公表している。（図 17 参照） 
尚、18 年 7 月には改定したエネルギー基本計画を発表したが全体のエネルギー需給見

通しは 2015 年と変わらないが、再エネを将来の「主要電源」にすると明記された。 

 
図 17．長期エネルギー需給見通し（出典：2015 年 6 月経済産業省） 
 

2017 年の燃料別発電電力量の比率は、石炭 32.3％、LNG39.8％、原子力 3.1％、再エ

ネ 8.0％、水力 8.0％、石油他 8.8％である。 
石炭火力の新規建設が CO₂の削減の影響を受け困難になっている。 
原子力発電所は 2019 年 4 月現在、九州電力川内原子力発電所 1,2 号機、四国電力伊

方原子力発電所 3 号機、関西電力高浜発電所 3,4 号機、大飯発電所 3 号機、玄海原子力

発電所 3,4 号機、大飯発電所 4 号機の原子力発電ユニット全体 54 基のうち合計 9 基が

稼働している。 
 
 
 

2030 年度 

(供給) 
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７．今後の活動計画 
    ・各支部の講演会、講習会への参加 
   ・海外電力調査会、電力中央研究所他の関係者を交えた講演会の実施 
  ・火原協会他研究会との連携 
  ・研究会アニュアルレポートの作成と協会 HP に掲載 
  ・火原協会発電大会発表への参加 
  ・電力エネルギー関係の火原協会員への情報提供 
  ・発電施設等の見学 
 
 
 
〔参考資料〕 
・The European Power Sector in 2018 Up-to-date analysis on the electrical transition 

ANALSIS Agora Energiewende 
・「The energy transition in the power sector in Europe: State of affairs 2018」 
    A review of the major developments of 2018 and including an outlook for 2019 

Berlin, 4 January 2019 Agora Energiewende   
・「European and German energy politics and the future role of conventional power 

plants」 12th VGB-TENPES Technical Exchange Meeting  
   Dr. Oliver Then, 26 February 2019,Tokyo 

  ・Clean Energy Wire Journalism for the energy transition  
Sector coupling-Shaping an integrated renewable energy system 25 Apr. 2018 
Kerstine Appunn 

・The German Energiewende Book  
Energy Transition Technology as a key issue Sector Coupling   
Craig Morric, Martin Pehut  An initiative of the Heinrich Bull Foundation 

  ・「VGB Congress 2018 REPORT」火力原子力発電 Vol.69 No.11Nov.2018 
  （一社）火力原子力発電技術協会 

  ・「E.ON と RWE、大型資産交渉で合意（ドイツ）~E.ON は配電・小売に特化、RWE は

再エネに注力~」海外電力 2018.5 
 ・「IERE Workshop および VGB Congress2018 の会議の概要」 海外電力 2019.1 
・日本経済新聞 2019.3.21 
・電気事業連合会 海外電力関連トピックス情報 
・海外エネルギー事情フランス Energy Review2019.2 
 


	背景：電力システムの急激な変化と柔軟性ニーズの高まり
	発電所の柔軟性の役割とその変化
	既設の発電所をより柔軟にする多様な戦略
	柔軟性向上の全国展開

