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１１．再生可能エネルギー大量普及のための戦略
カーボンフリー電力は可能か？
再エネ大量普及のための最大の条件は経済性であることは間違いないが，そのほかの条件の中では，
既存の電力システムにどう上手く融合していくかという方法論が大きいと思う。経済性が良くても信頼
性が低くては困る。最初に，火力を全廃したカーボンフリー電力は実現可能か，予め見当をつけておく
ことが効果的だと思う。
火力は重要な使命を 2 つ担っている。第 1 は予備力である。部分負荷で運転している状態から発動さ
れる瞬動予備力から暖機で停止している待機予備まで多様な分類がなされるが，日電力量に合わせて供
給電力量を自在に制御できるのは火力を措いて他にない。これを蓄電池で代替しようとすると膨大な量
と投資になる。他方，給電運用能力向上でカバーできる部分が相当ある。
第 2 は電圧支持である。火力は需要近傍に立地できるので，系統および負荷の電圧を支持する主体に
なっている。それが全部停止したのでは，いくら再エネに DVS 機能を付与したとしても，系統全体の電
圧支持能力は格段に減退する。その結果がどうなるか，どういう対応策があるかが本章の主題である。
もし系統の電圧支持能力が不足するなら，膨大な量の SVC などの電圧支持用の補助手段が必要になる。
電圧支持に関する心配は，どのくらいのものだろうか。それを見極めるには現実の系統において火力
を全部停止し，不足分を原子力，RE，蓄電池でまかなって，需給バランスが取れる状態にして，系統電
圧支持能力がどうなるかを見ればよい。以下に問題のありそうなカーボンフリー電力系統 4 例について
検討してみる。
カーボンフリー電力系統 1 この系統の構造を図 11.1
G11

に示す。新規原子力 G9 と G10 を追加し，石炭火力
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G3
G2
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G4 を廃止する。蓄電池 B1 と B2 が需給バランスのた
F1

めに必要になる。再エネと蓄電池は全て DVS 機能を
有するものと仮定する。潮流を見る限りネットワーク
の増強は特に必要ない。発電機 G6 は小水力と大型石
炭火力の総合である。大型石炭火力は廃止になるが，
電圧支持のため，発電機だけは同期調相機（RC，Rotary
Condenser）として流用する。
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図 11.1 カーボンフリー系統 1 の構造

図 11.3 系統 1 の同期安定度（RC なし）

図 11.2 系統 1 の同期安定度（RC あり）

F1 地点で 2 回線送電線の 2 回線ともが 3 相地絡で停止する故障（6LG-O）を想定する。故障除去時間
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は 0.07 秒とする。基幹系統の重潮流は 275kV 系統に移り，同期安定度が厳しくなるので，発電機 G1 を
故障発生から 0.25 秒で遮断する。
シミュレーション結果を図 11.2 に示す。系統は安定を保っている。 発電機 G6 を RC として流用しな
い場合のシミュレーション結果を図 11.3 に示す。発電機 G2 と G3 が同期不安定に至っている。G6 は電
源が薄い部分に存在しているので系統電圧支持の上で特に重要な任務を負っている。
カーボンフリー電力系統 2 構造を図 11.4 に示す。新

G4

規原子力 G1 と G2 を設ける。原子力 G3 と G4 を増強

Tie
G3
RC

する。図に示す 9 つの火力を RC として流用する。揚
水発電が多いので基幹系統に蓄電池は必要ない。

F1

G2

G1

500kV/275kV 変圧器を必要に応じ増強する。
F1 地点で 2 回線送電線の 1 回線が 3 相地絡で停止
する 3LG-O 故障を想定する。故障除去時間は 0.07 秒
とする。深い瞬低が広範囲に伝播する。一部の負荷が
停止する。
シミュレーション結果を図 11.5 に示す。9 機の RC

RC
RC
RC

RC

RC RC

RC

エリア B

エリア A RC
図 11.4 カーボンフリー系統 2 の構造

があるおかげで，多少時間はかかるが，系統電圧は回復する。しかし 9 機の RC を廃止すると図 11.6 の
ようになり，系統電圧は維持できない。
ところで，9 機の RC があっても，再エネの FRT 可能持続時間が 1 秒では電圧回復途上で解列するもの
が大量に生じて電圧崩壊のリスクが生じる。FRT 可能持続時間を米国なみの 3 秒に延長することも考慮
する必要がある。

図 11.5 系統 2 の電圧安定度（9RC あり）

図 11.6 系統 2 の電圧安定度（9RC なし）

ところで，エリア B の電源は火力ばかりである。
この地域に原子力 G2 が立地できず，かわりに原子
力 G1 を増強したとする。B 地域はパワー不足にな
り，図 11.7 に示すように，9 機の RC があっても電
圧不安定に至る。電圧支持能力を用意していても，
エネルギー源の地域バランスを失したのでは電圧
安定度が維持できないことがわかる。
電源と需要は地域ごとにある程度バランスして
いなければならない。電力は「地産池消」であるべ

図 11.7 系統 2 の電圧安定度（エリア B パワー不足）
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きという議論も最近聞かれるようになったが，電気工学的にもまさにその通りである。パンケーキを解
消してまで広域経済融通による電力取引を拡大しようという構想や，連系線潮流を増やして良いという
構想にはリスクも伴う。
カーボンフリー電力系統 3

構造を図 11.8 に示す。原子

RC

力 G1 を強化する。275kV 系の大型火力 G2 は原子力に転

RC

換する。G3 と G4 は火力を廃止し小型の水力だけが残る。
2 箇所の火力を RC に流用する。原子力が増えたので調整
用に 6 個の蓄電池を基幹系統に配備する。

蓄電池
Tie

F1

電源の変化により潮流は右向きから左向きに変わる。い
くつかの 500/275kV 変圧器は潮流増大により増強する。
F1 地点で，2 回線送電線の 2 回線とも 3 相地絡で開放す
る（6LG-O）故障を想定する。故障除去時間は 0.07 秒とす
る。系統の末端にあたる右側は多量の電力を左側に送電し
ているが，送電線 2 ルートのうち 1 ルートを失い，図で灰
色の背景を付したエリア A の同期安定度が厳しくなる。シ

L5
G1
G2
G3

G4

エリア A

図 11.8 カーボンフリー系統 3 の構造

ミュレーション結果を図 11.9 に示す。エリア A の発電機，負荷は青色の線で表示した。エリア A 外部の
負荷 L5 の電圧回復が遅くなっているが，これは付近の大量の火力が廃止され電圧支持が弱くなったため
である。
電源

負荷

図 11.9 系統 3 の同期・電圧安定度（2RC あり）

電源

負荷

図 11.10 系統 3 の同期・電圧安定度（2RC なし）
2 機の RC は故障 F1 の結果生じた細長い系統の途中の電圧を支持する重要な役割を演じている。その
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重要な 2RC を廃止したときのシミュレーション結果を図 11.10 に示す。エリア A の全発電機は同期外れ
に至り，全負荷は電圧崩壊し，外部の負荷 L5 も電圧崩壊する。
カーボンフリー電力系統 4 構造を図 9.11 に示す。火
力 G1 と G2 は廃止する。G3 と G4 に含まれる火力も廃

G3
G1
Tie 2

止する。G5 と G6 に含まれる火力は RC に流用する。原
子力 G7 を新設する。原子力が増加したので調整力確保
のため 3 個の蓄電池を基幹系統に設置する。下り潮流増
加によりいくつかの 500/275kV 変圧器を増強する。

Tie 3

F1

Tie 1

エリア A は供給力が不足する。3 つの送電ルートで供
給力不足を補うため外部から受電している。エリア A

Tie 4

は G2，G5，G6 に大量の火力があった。G2 は廃止され，
G5 と G6 の火力は RC に流用された。しかし負荷の 10％

G4

の蓄電池が配置されたので供給力不足の問題は幾分緩

G5

エリア A

G7

G2

G6

和されている。
地点 F1 に 2 回線送電線の 2 回線とも 3 相地絡で開放

図 11.11 例題 4 系統の構造

する（6LG-O）故障を想定する。故障除去時間は 0.07 秒とする。外部から受電している 1 ルートが失わ
れ，エリア A の安定度は厳しい状態になる。
シミュレーション結果を図 11.12 に示す。同期安定度も電圧安定度も維持されている。1 負荷だけ若干
電圧回復が遅れているが，「カーボンフリー電力系統 2」の回復遅れに比べれば軽微である。
電源

負荷

図 11.12 系統 4 の同期・電圧安定度（2RC あり）

電源

負荷

図 11.13 系統 4 の同期・電圧安定度（2RC なし）
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G5，G6 に含まれる RC はエリア A の系統電圧を支持する役割を担っているので，これを廃止すると安
定度は損なわれる。シミュレーション結果を図 11.13 に示す。エリア A の全発電機が同期外れに，全負荷
が電圧崩壊に至る。
夢物語にも思えるカーボンフリー電力も，現代最先端の電力系統の悲観的な（モーター負荷，負荷ま
での流通経路など）知見を網羅してもなお，科学的・技術的には決して手の届かないものではない。な
らば我ら人類は未来に，科学技術に，もっと希望を持って良いのではないか。この希望のもと，電気事
業の指導層，電力技術の教育陣を 21 世紀向けに一新し，優秀な人材を電気事業・電力技術に誘致・育成
し，近未来にむけてスタートダッシュを切るべき刻限が迫っているのではないだろうか。しかしながら
3.11 のダメージは強力だ。今後，原子力を電力供給の中軸に据えることは絶望的になっている。結果的
に同期機はさらに減少するから，再エネが同期機の役割の多くを担う必要が生じてくる。

仮想同期機
インバータは，次のような 2 種類の極端な動作をしている。
①

CVCF 系統連系を想定せず，電圧・周波数一定運転する。系統電源が停電したときの非常用電源

などに普通に用いられている。インバータは電圧源となるから，供給している設備の中に故障があると
大きな故障電流が流れ，インバータを破損する恐れがある。
②

PLL 系統電圧・周波数に合わせて有効・無効電力を出力する。負荷電圧の支持は系統電源まかせ

である。再エネ大量連系時に系統の電圧支持能力が低下することで様々な安定度上の問題を起こすこと
を紹介してきたが，その根源はここにある。「再エネはパラサイト」という批判もここに由来する。
現在のところ，インバータはこれら 2 種類の極端な運用を切り替えて対応している。普段は②の PLL
だが，系統停電時には①の CVCF に切替えるのである。しかしこの切替は，連続自動というわけにはい
かず，短時間ではあるが需要は停電を余儀なくされる。これは系統と分離されたことを確認することが
必須だからである。
このような極端な方式を切替使用するという戦略には将来性がない。そこで一部の研究者は「仮想同
期機」を指向している。これはインバータ電源を，同期機のようにふるまうよう，制御するものである。
もちろん過電流耐量は同期機をはるかに下回るから制御に工夫は必要である。
実はこの仮想同期機の技術は，大方出来
上がっている。図 11.14 は著者らが 1996

調速機

年に開発した訓練用水力発電シミュレー

（実物）

タ(1)(2)の構造である。水力発電部門は貧乏

実効値

A/D 変換

である。火力や原子力部門のように，大手

励磁装置

メーカーに設計から丸ごと委託して開発

（実物）

してもらうと数億円になる。それでは稟議

（パソコン）

シグナル

水車

ジェネレータ

発電機

交流波形
同期検定器

リアクトル

実効値計算

（実物）

系統電源波形

が通らない。
そこでコアソフトは自分で開

図 11.14 水力発電シミュレータの構造

発し，周辺ソフトは地元メーカーに作成を
依頼したところ，1 億円以下で製作できた。

ここで問題となったのは，実物の同期検定器を動かすために，発電機端子電圧を作成する方法である。
本機では，パソコンで行う実効値計算の電圧の大きさと位相から，シグナルジェネレータにより作成し
ている。ここでもし，シグナルジェネレータの代わりにインバータを置けば，同期検定器の駆動に留ま
らず，系統と連系することもできる。だから仮想同期機は半分出来上がっているのである。但し，パソ
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コンで愚直に同期機を模擬するのは賢くない。同期機にも欠点があるからだ。応答性速い方がよいし，
過電流は抑制できた方がよい。

超 DVS など
このように全 RE を DVS 型とし，一部の火力発電機を同期調相機（RC）として残せば，カーボンフリ
ー電力は実現可能である。ここで用いている DVS は SVC 同等のもので，これを一段強化して SVG 同等
とすれば RC を減らすことも可能かもしれない。更に強化して故障中の短絡電流まで供給する超 DVS を
考えている技術者も現実にいるが，現在主流の IGBT より一段と過負荷に強い素子が必要となるし，配電
線の短絡電流増大への対処も必要となる。多大な投資が必要となるかもしれない。著者は火力転用の RC
などの補完的な電圧支持機能などの対策が無難ではないかと考える。現実にカーボンフリーが見えてく
る時代になれば，電力系統をめぐる技術も今とは相当変わっているだろうから予断は禁物であるが。
また第 4，5，6 章で検討した DVS は SVC を踏襲したため，飽和のあるリアクトルと定インピーダン
スのコンデンサを並列にしたような電圧－無効電力特性と仮定した。これをインピーダンス型（Z 型）と
呼ぶことにする。連系装置の過電流を回避するため有効電力は電圧の 2 乗特性とした。数式で表現する
と次のようになります。

P = P0 (V/V0)2
Q = W0 [(V/V0)2 – V/V0)B]
B>2
ところが，現実の RE のパワーコンディショナー（PCS）は IGBT で構成されるため，インピーダンス
型よりも電圧維持能力が一段強力な電流型（I 型）が採用でる。これを数式で表現すると次のようになる。

P = P0 (V/V0)2
Q = W0 [(V/V0)1 – V/V0)C]
C>2
図 11.14 にインピーダンス型で B＝9.5 の場合と電
流型で C＝4.5 の場合を比較して示す。無効電力の
ピーク値は両型とも同等だが，電流型の方が低い電
圧領域で多くの無効電力を供給する。電流はインピ
ーダンス型では低電圧領域で小さくなるが，電流型
では低電圧領域まで大きな電流となっており，電流

図 11.14 インピーダンス型と電流型の DVS

型の方が連系装置の電流容量を目一杯に使ってい
ると言える。電圧が 1 以上になると電流値が 1 を超
えるが，これは安定度計算ツールの制約上，こうい
う模擬の仕方をせざるをえないからである。勿論実
際の連系装置は電流が 1 を超えないよう無効電力
に制限を加える。但し安定度が問題となる状態とい
うのは電圧が低い状態だから，あまり気にすること
はないと思う。
送電系統の同期安定度

第 5 章で用いた送電
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系統において Z 型 DVS と I 型 DVS の安定度の比較を図 11.15 に示す。故障除去時間をパラメータにして
いる。I 型で 0.08 秒故障除去の場合は，Z 型で 0.08 秒故障除去の場合よりも安定であるが，Z 型で 0.07
秒故障除去の場合には劣る。この送電系統では I 型は Z 型より安定度向上効果があるが，その程度は故
障除去時間にして 0.01 秒の差よりも小さいといえる。
受電系統の同期安定度

第 5 章で用いた受電

系統において Z 型 DVS と I 型 DVS の安定度の比較
を図 11.16 に示す。これも故障除去時間をパラメー
タにしている。I 型で 0.08 秒故障除去の場合は，Z
型で 0.07 秒故障除去の場合と同程度の安定度にな
っている。I 型で 0.09 秒故障除去の場合は，Z 型で
0.08 秒故障除去の場合より安定になっている。この
受電系統では I 型は Z 型に比べて故障除去時間にし
て 0.01 秒以上の安定化効果があるといえる。
以上のように，前章まで用いてきた DVS は，ご

図 11.16 Z 型・I 型 DVS の安定度比較（受電）

く軽い制御であり，インバータの電流容量一杯まで利用すれば，さらに系統安定度の向上が可能になる。
さらには，これまでは故障に伴う瞬低の間は無効電力の供給を見合わせていたが，故障中の無効電力（短
絡電流）供給により系統電圧低下量が少なくなり，系統安定度が少し改善できる。

周波数変動問題への対策
連系系統全体という地理的に大きな規模の系統問題は需給不平衡と周波数逸脱である。これまでの検
討から以下のような方策が有力と思われる。
Regulation 蓄電池

LFC のうち Regulation の部分は

蓄電池で十分対応可能である。図 11.17 にその構想を示
す。500MW 級火力発電機は 150MW 以上で LFC 運転可
能である。
最低出力は 100MW で，
LFC 運転は出来ない。
いま 200MW で LFC 運転しているとする。LFC 機能を
蓄電池が肩代わりすると，火力は 200MW から最低の
100MW に，もしくは停止まで出力を減じることができ，
その分，下げ代が生み出される。

250MW
200MW
150MW
100MW

LFC 可能

火力は最低出力

運転可能

10MW

蓄電池で LFC
火力は停止
蓄電池で LFC

図 11.17 500MW 級火力と蓄電池 LFC の構想

この構想は著者が NEDO に提案したものである。しかし北陸地域では貯水池式水力が豊富にあるため
LFC で苦しむことがないので実現しなかった。しかしその後，北海道と東北で実現している。
そのコストを考えてみる。軽負荷時の全国日最大需要は 1.2 億 kW くらいである。Regulation にはその
±1％程度の調整力，つまり
1.2 億 kW×0.01＝120 万 kW
があれば十分である。速い変動を対象にするので蓄電池の容量は定格 kW の 0.2 時間分，つまり
120 万 kW×0.2＝24 万 kWh
あればよいであろう。速い充放電をするので，安価な NaS 電池ではなく高価なリチウムイオン電池を必
要とする。単価はコンバータが 3 万円／kW，蓄電池が 20 万円／kWh であるとすると，設備投資額は
120 万 kW×3 万円／kW＋24 万 kWh×20 万円／kWh＝840 億円
となる。これまで兆円規模と言われてきた系統対策費に比べて格段に小さなものである。
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これに対して従来の考え方（貯蔵蓄電池）は，LFC 下限の 30％出力で運転している火力を 40％出力に
持ち上げて，余分になった発電量を蓄電池に貯めておくというものである。1.2 億 kW の 20％を火力が担
っており，1 日に 5 時間貯めるものとする。必要な蓄電池は
1.2 億 kW×20％×（40％－30％）＝240 万 kW
240 万 kW×5h＝1200 万 kWh
となる。単価は，コンバータは同じく 3 万円／kW，蓄電池は充放電の遅い NaS 電池で十分だから 4 万円
／kWh とすると，設備投資額は
240 万 kW×3 万円／kW＋1200 万 kWh×4 万円／kWh＝5520 億円
となる。
こうして経済計算をしてみると，従来の考え方である「貯蔵蓄電池」に比べて新しい考え方である
「Regulation 蓄電池」の有利性が際立ってくる。但し，貯蔵蓄電池の場合は Regulation 能力に加えてある
程度の Load Following 能力も兼ね備えている。Regulation 蓄電池の場合は Load Following は貯水池式・揚
水式発電に依存することとなる。また，双方とも大量の余剰電力が生じるときには蓄電池量が絶対的に
不足しており，火力発電に加えて，再エネまたは他の低炭素系統電源も出力抑制する必要がある。
再エネも低炭素系統電源も「低炭素」という点で同じ資格を持っているから，どちらを抑制してもよ
い。安全性の面では水力の抑制が問題である。導水路に流れていた水を本川に流すことになり，釣り人
などに人身事故が生じるリスクがある。これに比べて風力・太陽光は安全に捨てることができる。原子
力も一定の時間変化率ならば安全に出力変動が可能である。制御コストの面では，小規模分散の太陽光
の出力抑制は不利である。遠方監視制御をしている水力や風力，メガソーラー，人が常駐している原子
力は低コストで済む。
冷静に考えれば原子力の抑制は魅力的である。但し原子力の抑制に伴い電力会社が RE から購入する電
力量が増え，その kWh 単価は安く抑えないと電力側から不満が出る。目安としては例えば，電力会社が
制御コストを負担するものとして，抑制対象を再エネから原子力に変更することによる制御コストの減
少分に見合う単価ならば，電力側から不満が出ることもないだろう。全体最適を追及するうえで，設備
所有の分散に伴うこうした有利・不利を調整するのが「制度」の主要な役目であると著者は考えている。
RE 出力予測

Load Following のために需要予測は大きな力になっている。著者の中央給電指令所に

おける経験では，翌日需要予測の相対誤差は RMS 値（標準偏差に同じ）で年間最大需要の約 2％であ
った。最大需要が 500 万 kW なら絶対誤差は
500 万 kW×0.02＝10 万 kW
くらいである。再エネ定格出力が最大需要の 30％まで普及すると仮定する。翌日 RE 出力予測の絶対誤
差が翌日需要予測の絶対誤差と等しくなる時の翌日 RE 出力予測の相対誤差は
0.02／0.3＝0.067＝6.7％
になる。この値は個別地点のポイント予測ではなく広域予測である。一般に前者に比べて後者の誤差は
およそ半分と言われている。詳細には検証を要するが，現在の技術では，この程度の広域翌日再エネ出
力予測誤差ならば何とか実現可能ではないかと思われる。
現在の RE 出力予測は気象予測情報に基づいている。これに各種ヒューリスティックを加味して精度向
上に努力してはいるが，気象予測情報の精度によって大方の精度が決まってしまう。現在のままでは再
エネ普及増大に伴って需要予測誤差よりも再エネ出力予測誤差が系統運用上の問題になってくるだろう。
そうなる前に気象予測情報の精度の向上を達成しておくのも選択肢の 1 つである。その時期の目安を示
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すのが系統運用者の責務であると著者は考える。
火力発電の運用柔軟性向上

低炭素時代の火力発電の責務は調整力と予備力になる。従来はベース

電源と見なされてきた石炭火力も調整力と予備力が求められるようになる。従来，冷機から起動した火
力は給電運用に渡す前にフル出力で一定時間を経過する「フル出力試験」の必要があった。フル出力が
出せることを確認するための試験だそうである。給電部門としては，フル出力が出せないリスクがあっ
ても，こういう硬直的運用は，特に RE が大量普及して系統電源の下げ代が不足する時代には，避けたい
ところである。それにもし，試験でフル出力が出せないことが分かっても，火力側で打てる対策は無い
のだから，試験の意味がどこにあるのだろうか。
火力にはその他に，出力帯による補機運転台数の変更のための「バンド切替」の間は出力を一定に維
持するという制約もある。また石炭の種類が変わるたびにもフル出力が出せるか否かの「フル出力試験」
をする。このような試験や制約は柔軟な系統運用を妨げている。著者は，低炭素時代に向けて，火力部
門も運用柔軟性向上に関する研究をすべきと考える。
蓄電池調速機

第 7 章の分析結果では，RE が水力単独系統の周波数安定度を損ねる要因は 2 つあっ

た。第 1 の RE の有効電力の正の周波数感度を用いた単独防止機能は，規制して除外しても，他にも単独
防止機能があるので，問題ない。第 2 の RE の DVS 機能がf 型 PSS の機能を損ねる問題はやや深刻とい
える。しかし RE の他の系統影響のために蓄電池が導入される。この蓄電池に調速機機能を持たせれば非
常に遅れの少ない特性が実現できる。ここでは時定
数 1 秒の 1 次遅れと仮定する。このくらいの特性は
容易に実現できる。
水撃作用 Tw が 2 秒という非常に不安定な調速機
70％と，遅れの少ない（時定数 1 秒の 1 次遅れを仮
定）蓄電池調速機 30％を混合したときの，総合的
調速機機能の周波数応答を計算すると図 11.18 のよ
うになる。位相遅れは劇的に減少しており，これな
らば単独系統が周波数不安定を引き起こすおそれ
は全くない。問題は水力単独系統を形成する範囲に

図 11.18 蓄電池調速機混用の効能

蓄電池が立地できるか否かであろう。

スマートグリッド
この用語の定義は明らかではないが，双方向通
センサ

信を用いて風力・太陽光発電などの分散型電源やエ

（感覚器官）

コキュート・電気自動車などの需要機器を電力系統

フィードバック

と結びつけ，プラスの効果を求めるものであること
は間違いないようである。特に日本では風力・太陽
光発電などの大量導入に伴う電力系統影響を緩和

気付きにくい

アプリケーショ

双方向通信

電力

ン・ソフト（頭脳）

（神経系）

系統

する有力な手段としてスマートグリッド（SG）が
期待をもって語られている。その一方，SG の課題
については多く語られていない。せいぜい通信セキ
ュリティー侵犯，プライバシー侵犯のような犯罪が
らみのことが予想されているだけである。
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他に課題はないのだろうか？ヒントとして SG を図 11.19 のように表現してみる。この表現法は，しば
しば人体に例えられることがある。ここから 3 つの課題が浮かぶ。
図の構造から直ちに課題 1 と課題 2 が浮かんでくる。
課題 1

第 1 の課題は，図に点線で書き加えた部分である。アクチュエータ（筋肉）が動けば電力系

統に何がしかの影響を与える。その結果をセンサ（感覚器官）が拾うことは十分考えられる。そうする
と，気付きにくいかもしれないが，フィードバック・ループが形成される。ところで双方向通信やアプ
リケーション・ソフトウェアが仕事をするには時間がかかる。高度な仕事をするほど時間がかかる。つ
まりループの中に時間遅れ要素がたくさん入ってきてしまい，その結果，ループがとても不安定なもの
になってしまう。不安定になるということは望む制御ができないことは勿論，制御の結果がどうなるか
予想できないことを意味する。SG が実現したとき，時間遅れを克服した安定なループもまた実現してい
なければならない。
課題 2

センサ・双方向通信・アクチュエータの技術は，既に相当のところまで仕上がっている。と

ころが頭脳にあたる部分，つまりアプリケーション・ソフトウェアはまだ出来ていない。
この頭脳が扱う対象の数は，組み合わせも考慮すれば膨大である。この頭脳はおそらく，自己学習能
力を備えた高度な人工知能（Artificial Intelligence，AI）となる。
（現に SG の技術者には過去に AI の技術
者だった人が少なからずいる。）センサ・アクチュエータ複合体としての端末もスマート化し，SG は大
規模 AI 網となる。SG が実現したとき，人類は初めて複合的大規模人工知能という画期的なものを創造
したことになる。
課題 3

図から直接にはわからないが，もう 1 つ課題がある。SG はしばしば第 2 のインターネット

と言われる。インターネットが成功した理由は，突き詰めて考えれば，端末の向こうにいるのが人間だ
からである。人間は常識を持ち，正常な判断をしてくれて，おまけに結果責任を負ってくれる。しかし，
SG を系統制御に用いる場合，端末の向こうにいるのは機械である。膨大な組み合わせの数からして SG
の全機能を試験で確認することは無理である。深刻な被害が生じたとき，その責任は誰に帰するのだろ
うか？SG が実現したとき，結果責任帰属の問題もまた解決していなければならない。
SG という人類の壮大な挑戦に同時代人として参加しているという興奮を著者も感じはする。しかし今
まで提案されているのは頭脳を除く周辺機器等のセールスに過ぎない。SG への期待の大きさは十分理解
できるが，全てを SG の実現に賭けてしまうのも考え物である。半分は SG で解決という折衷案もありう
る。SG の負担を減らすべく，またセーフティーネットとしても，経済的かつ確実な方法で再生可能エネ
ルギー大量導入に伴う電力系統上の問題のなるべく多くを解決しておく努力が必要と感じる。
著者がこれらを指摘したのは 2010 年のことである(3)。一冊の SF 小説(4)に触発されたからである。課題
3 については 2016 年に自動車の自動運転によって死亡事故が生じた。事故責任は自己責任となったらし
い。しかしそれでは電力会社などのユーザー側は SG や AI を避けようとするだろう。

システム工学
これは蛇足かもしれないが，少し詳しく述べておく。著者が大学学部で習った「システム工学」では，
答案は 3 種類作れと教えている。どんな 3 種類かというと，こういうものである。
A案

Aggressive（攻撃的）な A 案。先進的。陳腐化しにくい。従ってシステムの歴史的寿命は長い。

しかし納期までに実現しないかもしれない。
B案

A 案と C 案の折衷案。Balance の B 案。

C案

Conservative（保守的）な C 案。今使える要素技術だけで作り上げる。納期までに確実に実現
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できる。陳腐化しやすい。従ってシステムの歴史的寿命は短いかもしれない。万策尽きた場合に備えて
必ず用意しておくべき案である。
SG というのはおそらく Aggressive な A 案なのだろう。本書で紹介してきた分散型電源の系統影響緩和
策は，おそらく Conservative な C 案なのだろう。システム工学は A 案も C 案も，ともに重要不可欠と教
えている。両者の中間に無数の B 案を考えることができる。どの案が良いかは「有用性（Usefulness）」，
「信頼性（Reliability）」，「両立性（Compatibility）」，「経済性（Economy）」の 4 つの指標で判断すべきと
いうのもシステム工学の教えである。
この中で「両立性（Compatibility）」というのは聞き慣れない言葉ゆえ，少し説明しておく。どんなシ
ステムも登場の当初は，もっと大きなスーパーシステムの一部に組み込まれる。その際，スーパーシス
テムの中で孤立してしまうことを両立性がないと言い，折り合いがつくことを両立性があると言う。有
力ではあっても両立性がなかった歴史的事例の代表が新幹線である。このようなスーパーシステムとの
折り合いを特に「後向き両立性（Backward Compatibility）」と言うことがある。
後向き（Backward）があるから，対になる「前向き両立性（Forward Compatibility）」もある。将来にわ
たってシステムが拡張して行っても限界に突き当たることがなければ，新たなシステムを作り直す必要
がない。こういうシステムは歴史的寿命が長く，長い目で見れば経済的である。別名，
「拡張性」とも言
う。拡張性に富むシステムの代表がテスラによる並列供給の交流電力系統である。エジソンにより電力
が初めて実用化されたときは直列供給による直流電力系統だった。並列の方か直列よりも拡張工事が容
易である。交流の方が直流よりも扱いが容易である。そういうわけでテスラ以来の交流電力系統は長い
歴史的寿命が得られたわけである。
どうだろうか？システム工学は役立つものではないか？ところがシステム工学にも難点がある。それ
はシステムに含まれる多種多様なパーツの知識が必要なため，全部を習得するのに非常に長期間を必要
とするということである。大学の博士課程まで学んでも不足である。学び始めて短期間に思うような成
果があげにくいわけで，当然，研究者はそういう分野を敬遠する。でも，それではこういう役立つもの
が廃れてしまう。そこを何とかしたい主体は産業界である。そこで電力業界は電機業界と協力してパワ
ーアカデミーを立ち上げ，電力系統工学，システム工学も含めた電力技術の確保のために大学とコラボ
レーションを始めた。それが十分に機能しているかは別物として，今後この種の技術確保・発展は益々
重要になっていくと思う。企業としても社会的責任の一端がここにあると思うが，グローバリズムの下
では難しかろう。人類は立枯れるばかりかもしれない。
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おわりに
古典的手法を少し拡張した解析による結果と，近代的なシミュレーションの結果が，これほど良く一
致したのには，著者も正直言って驚いている。近代的なシミュレーションが使えなかったため様々な解
析手法を編み出した先人の知恵には敬服するばかりである。古典的解析手法は単に答えを出すだけでな
く，物理現象に対する洞察も与えてくれる。極論すれば，シミュレーションは，古典的解析手法を使え
る人だけに使う資格がある。物理現象への洞察を欠いたシミュレーションは，常に誤りとその看過とい
うリスクを抱えているからである。しかしその重要性にもかかわらず，古典的解析手法は後継者を失い
つつある。仏法ではそういう状況を末法と呼んだ。教義が衰え，後継者がいなくなり，経典だけが残る
状況である。それが更に悪化して経典さえも散逸すると滅法になる。著者は本書を電力系統技術の末法
時代に 1 つの経典として残したつもりである。
ではなぜこのような重要な技術が滅びようとしているのだろうか。1 つの理由は，シミュレーション技
術の完成が古典的解析手法の必要性を減じたことであろう。理論やその背後の物理的な意味を知らなく
ても，ともかくシミュレーションで答えが得られさえすれば，誰もがそれを信用してくれるので，難し
い理論や物理学は無用である。春秋の筆法を借りれば，シミュレーション技術はそれを創造した技術者
を滅ぼした，ということになる。かくて現代は「シミュレーション屋」の全盛時代である。しかし考え
直してみよう。シミュレーションはユーザーがデータを与えなければ答えを出さない。ユーザーは必ず
しも電力系統の専門家ではなく，シミュレーションというゲームの取扱説明書をマスターしているだけ
の人で，ゲームというヴァーチャル・リアリティーの世界の住人である。そういうユーザーが電力系統
の実態を反映した妥当なモデル，データを用いているという保証が，どこにあるだろうか。信用してい
る人は噴火口の上で昼寝をしているのかもしれない。
電力系統は変容している。今日の正しいモデルも明日は間違いかもしれない。著者は現代が変容の時
期と思っている。旧式の火力の廃止と分散型電源，再生可能エネルギーの大量導入がそれである。両者
は電力系統の電圧支持能力を減退させ，電圧・同期・動揺安定度を悪化させる。伝統的シミュレーショ
ン・モデルはこのリスクを見逃す。そこで著者は新しい，電力系統の実態を反映したモデルを使ってみ
た。その結果は驚くべきものになった。また時間的に出力が一定しない再生可能エネルギーの大量普及
が電力系統の電圧や周波数の維持を脅かしかねないことは誰もが理解できるのが，その程度を定量的に
把握することがなかなか進まないようなので，仕方なく著者が自ら解明した次第である。内容は逐次，
論文発表し，本書の各章に述べたので，参考にされたい。
自然科学という学問がなぜ大成功を収めたか研究するのが科学哲学である。科学には科学の優れた方
法論がある。科学的に行うということは説明責任を果たすということに近いと思う。ところが昨今のわ
が国では科学者らしき人が非科学的発言をするのが見られる。原子力規制委員会の活断層断定論などが
代表で，説明責任を果たしているようには思えない。しかし翻ってわが身を振り返ると，電気事業は再
エネ連系問題について科学的アプローチをしてきたか，説明責任を果たしてきたかを問うと，汗顔の至
りということになりはしないだろうか。その中で著者ひとりは科学的であることに徹しきてきたつもり
である。研究成果は査読つき論文として発表している。これは疑似科学ではないことの有力な証しであ
る。自主出版や技術報告で情報発信すると，その内容は精査されていないため，無用な誤解を招くおそ
れがある。影響度の大きい研究成果はぜひとも査読付き論文として出版すべきである。情報の受け手で
ある電力会社の技術者の側も，査読付き論文と自主出版・技術報告の差異を知っておくべきであろう。
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本書で扱った内容は決して高度なものではなく，難解でもない。普通の研究者なら誰もが思いつく水
準のものと思う。ではなぜかくも大勢存在する職業的研究者諸氏が著者より先にこのような結論を導き
出していないのか？という点については著者も長年わからなかったのだが，最近，こういうことではな
いのかと思うようになった。つまり，職業的研究者は研究が完成しては困るのである。研究が画期的で
あればあるほど，周辺も含めて従前の努力を無にすることが多い「破壊的創造」になる。こうなると従
前のテーマは終わりで，食っていくためには別のテーマに乗り換えなくてはならず，そのためにはかな
りの努力を要求される。職業的研究者の待遇はかつてより悪化し，期限付き雇用が多くなっているよう
である。テーマが完成したら期限の延長はないかもしれない。だから同じテーマをなるべく長く引っ張
りたいという気持ちも，わからなくはないのだが，それでは国家的損失である。こういう職業的研究者
の一種サボタージュを破壊するのは非職業的研究者であろう。当然，職業的研究者の反発を招く。
本書の内容も少なからず反発を被ったものばかりである。国内では Giordano Bruno のように焚書に処
せられる運命にあるかもしれない。それを見越して海外で生き延びうるよう英文版も作ってあり，そう
遠くはない将来，いずれわが国に必要となったとき逆輸入される可能性，いわば黒船作戦の余地を残し
ておきたいと思い，引退した現在，自分のサイトで公開しているのである。
しかしながら，3..11 の福島第一原発事故や JR 福知山線脱線事故の影響は大きい。組織が営利のために
行った活動で災害を引き起こしても，誰も処罰されない社会なのだ。もし組織活動が原因となって災害
が生じたとき必ず刑事罰が課されるのであれば，それは一種の抑止力として機能するのであるが，今は
それさえないのだ。この状況で国民多数が原子力の再稼働に賛同するとは，電気事業に身を置いた著者
でさえ，とても思えないのである。国民多数の賛意を得るためには，例えば「組織災害処罰法」のよう
な刑法を作って，災害時には責任者に必ず刑事罰を科すことを明記して抑止力にすることが必要でない
か。3.11 だって，等しく津波に襲われた東通，女川，福島第二，東海第二は，様々な対策を講じていた
ことが幸いして，災害を免れている。独り福島第一の 1～4 号機だけが災厄に遭遇したことには，必ず理
由があるはずなのだ。国も電力業界も，そこを明確にせず，どの原発も等し並みに扱うから，国民はあ
らゆる原発全般を等し並みに拒否するのである。ここは福島第一に固有の罪を明確にすることが必要と
著者は思う。それを「組織災害処罰法」の精神は問うているのである。
本書は Cassandra の予言である。予言は当たることと信じられることという 2 条件が成立しなければ機
能しない。Cassandra の予言には後者が欠けている。かくて Troy は敗れ，廃墟になってしまった。でも，
Cassandra の予言は当たったのである。Troy 以外では信じられるかもしれないし，廃墟になった Troy だっ
て，いつの日か Schliemann が発掘してくれるかもしれない。この Cassandra の予言は，既に米国を先頭に，
世界各国で同様なものが現れつつある。現在のわが国の電気事業・電力工学のトップがいかに無能であ
っても，欧米の趨勢がいずれ電力系統工学の世界標準になっていくであろう。そのときわが国の，職業
的学者・研究者ではない職人の名誉のために，焚書の憂き目にあってしまったが，あるいは埋もれてし
まってはいるが，過去にこのような研究が行われていたのだという証拠を残しておきたい，というのが
著者のささやかな願望である。
2017 年 7 月
無名の電気技師
駒見慎太郎
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