
〈2・1〉風力発電導入における課題
　ポーランドの送電会社PSE，北部の配電会社
ENERGAにおいて，電力系統の設備，運用，風力発
電についての現状および将来の状況について調査した
ところ，次に2つの課題が比較的早期に対策が必要で
あることがわかった。
（1�）送電線の過負荷　　ポーランド系統では南部に需
要が多く，電源は中南部に多い。風力発電の適地の
多くは需要密度の低い北部地域にあるため，風力発
電が大量に導入された場合，南向きの潮流で系統混
雑が予想される。この結果，N-1故障時には，HV
系統とEHV系統の多数の送電線で過負荷が発生す
ることが懸念される。また，HV系統における過負
荷はEHV系統送電線の故障によって生ずることも
多い（2）。

（2�）需給調整　　風力発電の出力は変動が大きく正確
な予測が困難であるため，現状よりも大きい調整
力が必要になる。ポーランドでは，石炭火力発電が
90％を占めており，また，熱電併給発電（Combined 
Heat and Power：CHP）等の優先的に使用される
電源も数多く存在する。特に夜間の軽負荷期，CHP
などの優先電源の運転状況，旧式の石炭火力の最低
出力の制約などにより，より厳しい状況となる。
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図1　�ポーランドの電力系統図と検証対象となるモデル系統
の位置

まえがき

　ポーランドでは，近年の地球温暖化対策の高まりを
受けて，風力発電の導入が急速に拡大している（1）（2）。
特に，風況が良い北部のバルト海沿岸地域に開発計画
が集中しているため，送電線増強や需給対策などの系
統増強が喫緊の課題となっている。中国電力（株）は，
（株）みずほコーポレート銀行と共同で，「地球温暖化
対策技術普及等推進事業」を（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）から受託し，「ポーラ
ンド国におけるスマートグリッド技術を適用した地球
温暖化対策の案件組成調査」を，平成23年7月から平
成24年2月にかけて，（一財）電力中央研究所，（株）
日立製作所および（財）エネルギー総合工学研究所の
協力を得て実施した。本事業において，ポーランド
北部地域における風力発電の導入拡大対策の検討を
行い，対策の事業化，および，二国間クレジット枠組
み構築の可能性について調査した。風力発電の導入拡
大対策として，系統安定化装置の適用による送電線過
負荷抑制対策，および，蓄電池等による電力系統の安
定運用対策を検討し，これらの対策について，ポーラ
ンド北部から選定したモデル系統を用いてシミュレー
ションを行い，効果の確認を行った。特に，系統安定
化装置のシミュレーションでは，風力発電の導入拡大
可能量を概算した。本レポートではこれらの結果につ
いて報告する。

風力発電導入における課題と対策

　図1にポーランドの電力系統を示す。ポーランドで
は，220kV，400kV（Extra High Voltage ： EHV）
系統を送電系統，110kV（High Voltage： HV）以下
の系統を配電系統と呼んでいる。EHV系統は国営の送
電会社であるPSE Operator社（PSE）が，HV系統
はENERGA-Operator社（ENERGA）等，国有4大
グループの配電会社と一部外資が所有，運用している。
EHV，HV系統ともほとんどの送配電線が1回線でルー
プ運用となっている。
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対象系統に導入限界量相当の風力発電を導入した状態
での蓄電池や可変速揚水発電による変動抑制やピーク
シフトを検証した。実際の運用では，需給バランスの
調整はポーランドの系統全体で行われているが，本検
証においては対象系統における需給バランスを検討
し，定性的に効果を検証した。
〈3・2〉送電線の過負荷対策の検証
　図1に検証対象として選定したモデル系統のおよそ
の位置を示す。対象系統は風力発電導入のポテンシャ
ルが高い北部の部分系統である。対象系統の検討断面
は2015年とし，需要規模は220MW（2011年需要）
と想定される。また，風力発電の110kV以上の系統
への連系申込みは2015年までに48箇所3,300MWで
ある。また，このモデル系統では，従来から電源，負
荷ともに少なく，容量の小さい送電線が多い。なお，
EHV系統に揚水発電所およびスウェーデンとの直流
連系が含まれている。
　対象系統の潮流計算用モデルを作成し，想定される
風力発電設備を連系して，常時およびN-1事故時の過
負荷を潮流計算により求めた。これに対しSPS等を導
入して，出力抑制等の系統制御を実施した場合につい
て同様に潮流計算を行い，過負荷抑制効果を確認した。
その結果に基づき風力発電の導入量拡大の定量的な評
価を行った。表1にシミュレーションの条件を示す。
風力発電の導入量は，連系予定の全発電所について定
格出力の比を0％から一律に漸増した。
　図2にシミュレーションの結果得られた風力発電の
導入量と電源制限の必要量を示す。導入量が950MW
までは，N-1事故時においても過負荷は発生しない。
つまり，無対策での風力導入限界は950MWとなった。

表1　シミュレーション条件
条件項目 内　容

断

　面

需　　　　要 夏季ピークおよび夏季オフピーク（2015年）

風 力 導 入 量 110kV以上に連系する風力発電を定格出力の
0％から一律に漸増

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

対  象  事  故 過負荷が発生するN-1事故（送電線1回線，変圧
器1台停止）

電源制限対象

・グリッドコードにより出力制御が義務付けら
れる50MW以上の風力
（計20箇所，定格出力合計約2,500MW）
・揚水機

負荷制限対象 負荷制限は実施しない

系統操作対象
並用箇所の変圧器1台停止，ループオフなど過負
荷解消に効果的な設備を選定

〈2・2〉課題に対する対策
　これらの課題に対して，以下の対策をPSE，
ENERGAに提案し，協議した。
（1�）送電線の過負荷対策　　N-1故障で過負荷発生時
に，電源制限等の自動制御を行う系統安定化装置
（Special Protection Scheme：SPS），同様の制御
を運転員に示す支援システム（Decision Support 
System：DSS），蓄電池システムによる送電線潮
流制御の3案を提案した。この結果，SPSとDSSは，
資金と期間を要する設備増強よりも安価に短期間で
実現可能ということでニーズが高いという評価を得
た。蓄電池システムによる送電線過負荷対策は必要
容量とその高コストゆえやや低い評価となった。

（2�）需給調整対策　　蓄電池システムまたは可変速揚
水による潮流変動抑制とピークシフトが，実現性と
関心の高さからニーズが高いという評価となった。

シミュレーションによる検証

〈3・1〉検証方法
　送電線の過負荷対策については，検討に適した電力
系統を選定し，その系統モデルを用いた潮流計算を行
い，N-1事故時の過負荷を確認した。次に，SPSまた
はDSS（以下SPS等）による電源制限，および，蓄
電池システムの充放電による潮流抑制について，同様
に潮流計算を行い，対策による効果を確認した。
　また，SPS等による対策については，対策実施によ
りどれだけ風力発電の導入量が増加するかを定量的に
評価した。まず，対策なしで導入可能な風力発電出力
を算出してベースラインとして設定し，次に，これに
対してSPS等を導入した場合の風力導入可能量を算出
した。なお，潮流計算には直流法を用いた。対策時の
電圧については，別途過酷と推測されるケースについ
て交流法で確認した。
　対象系統における既存の揚水発電機および直流連系
の制御については，実際の対策導入時に関係各社との
協議をふまえ改めて検討する必要があり，今回は対象
としていない。また，対象系統にはこれ以外に安定度
の検討対象となる同期機等がほとんどないため，動特
性については検討を省略した。
　需給バランス対策については，制御系のシミュレー
ションツールであるMATLAB/SimuLinkを用いて，
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①　系統用蓄電池による変動抑制
②　系統用蓄電池によるピークシフト
③　可変速揚水発電によるピークシフト＋変動抑制
　ここでは，①の系統用蓄電池による変動抑制の結果
について述べる。
　サンプリングデータは2011年秋のある1日分のもの
で，負荷の最大需要は約220MWである。風力データ
は同日同エリアのデータを10倍し，最大出力が無対
策の導入限界量程度の950MWとなるように加工して
使用した。ここで風力データの加工では，10分以下
の短周期変動分については平滑化効果を考慮して  10
倍とし，それ以上を10倍してそれぞれを足し合わせ
た（3）。
　系統用蓄電池による変動抑制のシミュレーションで
は，対象エリアへの入出力潮流（エリアフロー）の短
周期変動分を緩和する制御を行う。エリアフローの
15分以下の短周期変動分は，通常，エリア外の既設
電源のセカンダリリザーブで調整する。この既設電源
のセカンダリリザーブを欧州送電協調連盟（UCTE）
の運用ハンドブックに記載されている要求容量より以
下のように仮定する（4）-（6）。
　セカンダリリザーブ要求量
　＝　  （10×地域最大需要＋1502）－150［MW］
　この式は制御対象エリア内に要求される最小のセカ
ンダリリザーブの推奨量をエリア内の最大需要の関数
として表したもので，数式およびパラメータ値は経験
的に得られたものである（5）（6）。
　シミュレーションでは，エリアフローの15分以下
の変動のうち，セカンダリリザーブ要求量を超える変
動を系統用蓄電池で補償する制御を行った。
　蓄電池の出力と容量は，鉛電池の入出力電流値0.3C
を想定して，25MW/75MWh～200MW/600MWh
とした。ここで，1Cとは定格容量を1時間で充放電
するのに必要な電流である。また，SOC（State of 
Charge：充電量）の運用限界値を20％～80％，入出
力電流速度を出力25MW～200MWの蓄電池に対して
それぞれ25MW/s～200MW/sとした。
　シミュレーションモデルでは，エリアフロー（＝負
荷－CHP－風力）を900sのハイパスフィルタを通し，
これをセカンダリリザーブ要求量と比較して超えた値
を蓄電池の入出力とする。

　次に，風力導入量を950MW超過の場合について，
N-1事故後に生ずる過負荷解消のための電源制限の最
適（最小）値を求め，ピーク・オフピークの両断面の
全事故ケースの中で最大の制御量をその導入量におけ
る電源制限の必要量とした。また，並用箇所の変圧器
1台停止，ループオフなどの系統操作を併用すると，
より少ない制御量で過負荷が解消できるため，比較的
効果のある系統操作を併用する場合についても電源制
限必要量を求めた。この結果，風力導入量が1,900MW
のときの電源制限必要量は630MWで，対象発電所は
8箇所であった。また，系統操作を併用する場合での
電源制限必要量は470MW，8箇所であった。
　導入量2,000MWでは常時（無事故）で過負荷が生
じるため，この値が導入限界量となる。
　図3に対象エリアでの対策前後の風力発電導入可能
量を示す。SPS等の対策を行うことにより，風力発電
導入可能量は950MWから1,900MWに拡大すること
ができる。
〈3・3〉需給バランス対策の検証
　需給バランス対策では，図1で示したモデル系統内
の負荷，CHP出力，風力出力の1分間サンプリングデー
タを用いて，以下のケースについてシミュレーション
を行った。

図2　風力発電の導入量と電源制限の必要量

図3　SPS等の対策による風力発電導入可能量の増加
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　図4に蓄電池による変動抑制のシミュレーション結
果（蓄電池容量50MW/150MWhの場合）を示す。こ
こで，エリアフローはエリアへ潮流が流入する方向
を正とした。最大需要220MWのエリアに最大出力
950MWの風力を導入すると，エリアフローはマイナ
スとなり，エリアから潮流が流出する方向となる。こ
の場合のエリアフローの変動は，風力の出力変動の影
響を受けて大きくなる。エリアフローの短周期変動を
系統用蓄電池で補償した場合，変動を緩和できること
が確認できる。充電量はSOCの運用限界にほとんど
達することなく，ほぼ全時間帯にわたって変動抑制
制御ができている。風力導入量が950MWであれば，
50MW/150MWh程度の系統用蓄電池により変動抑制
が可能であるといえる。

図4　蓄電池による変動抑制のシミュレーション結果
（蓄電池容量50MW/150MWh）

ま と め

　ポーランド北部地域における再生可能エネルギー導
入拡大対策として，系統安定化装置（SPS）の適用に
よる送電線過負荷抑制対策および蓄電池等スマートグ
リッド技術適用による電力系統の安定運用対策の検討
を行った。
　風力発電導入量が増加した場合にN-1事故時に発生
する過負荷について，SPSを導入して電源制限等の系
統制御を実施することで過負荷を解消する対策につい
て潮流計算で効果を確認した。その結果，電源制限や
系統切り替え等の系統制御により過負荷を解消する対
策が可能であり，風力発電導入可能量を，対策をしな
い場合より拡大できることがわかった。例題系統にお
いては，対策をしない場合に950MWである導入限界
が，1,900MWまで拡大できることがわかった。
　需給対策のシミュレーションでは，エリア内に風力
を950MW導入した場合，エリアへの入出力潮流（エ
リアフロー）の変動がかなり大きくなることが確認さ
れ，50MW以上の蓄電池を導入することで変動抑制の
効果があることが確認された。
　この成果は，独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）の委託業務の結果得られたも
のである。
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