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風力発電所のオンライン化に向けて

～旧ルール発電所のアンケート調査結果を踏まえて～
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１．出力制御（抑制）に対するJWPAの取り組み

◼ JWPAでは、国のアクションプランを受け、出力制御による逸失電
力量低減の観点などから、発電事業者様に出力制御オンライン
化をお願いしております。

◼ JWPAでは、オンライン化を進めるにあたり、昨年、費用やメリット
想定などの事業者アンケートを実施し、オンライン化による投資
回収期間や、留意事項などのとりまとめを行いました。

◼ 風力導入拡大に向けて、今後参入する事業者・発電所を含めた
風力全体の出力制御量を低減するためには、オンライン化が必
須であることから、各事業者におかれましては、今回のとりまとめ
内容を参考とし、オンライン化への取り組みを進めて頂きますよ
う、お願いいたします。
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（参考１－１） 出力制御(抑制)について

・太陽光発電や風力発電などの、再生可能エネルギーは気象状況に左右され、他の電源と合わ
せて需要を上回る場合には、出力制御（抑制）をする必要がある。

・現在は、一般送配電事業者が、前日の出力予測をふまえて、出力制御（抑制）指令を行って、
抑制をしているが、オンライン制御機能を有していれば、実際に発電する直前の出力予測に応
じて制御を行うため、オフライン制御に比べ、出力制御量を低減する効果が期待できる。

・また、オンライン化すると、一般送配電事業者のシステムからの指令により、自動で出力制
御を実施するため、出力制御実施のため、現地に出向く手間や各種管理を省略できる。

＜制御スケジュール例＞



5

（参考１-２）JWPAの出力制御オンライン化に関わる対応

2015.10.9    第６回系統WG JWPAより風力の出力制御方法についてJWPA方式の適用を提案

2015.11.10 第７回系統WG 風力は、JWPA方式を適用する方向で進めることを了承

2019.1.28 再エネ大量導入・次世代電力NW小委 中間整理（第２次）
＜アクションプラン＞ オンライン制御の拡大
・オフライン事業者に対して、遠隔制御装置の設置を促す。
【➡資源エネルギー庁、一般送配電事業者、太陽光発電協会、日本風力発電協会】

2019.2.21 JWPA主催セミナー開催 出力制御オンライン化の説明
対象：JWPA会員

2019.8.20 再エネ大量導入・次世代電力NW小委 中間整理（第３次）
＜オンライン制御の拡大＞
・現状では、発電事業者が自主的にオンライン化に対応するためのインセンティブが
弱いことから、一般送配電事業者は必要な再エネ運用システムの整備を進めつつ、
国や発電事業者の業界団体とともに、まずは特別高圧のオフライン事業者のオン
ライン化から順次促していくべきである。
加えて、出力制御量の低減とオンライン化のメリットが両立するような出力制御の
運用の見直しを含めた環境整備を進めていくべきである。

国のアクションプランを受け、JWPAではオンライン化を2020年度末に完了すること
を目標として設定し、説明会を開催。事業者への働きかけを開始。

出典：JWPAにおける出力制御オンライン化への対応状況について ２０２1年１１月１２日 （一社） 日本風力発電協会 系統WG 資料２
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2019.8.29 風力発電所出力制御オンライン化と電力受給契約まき直しのお願い文書発信
対象：JWPA会員・非会員 発電事業者

2020.9～10 風力発電出力制御オンライン化に関するアンケート調査（2020年度）
対象：JWPA会員・非会員 発電事業者

2021.9.3 再エネ大量導入・次世代電力NW小委 電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ
・オンライン化のコスト削減に向けた取組を進めるとともに、オンライン化を促す
インセンティブ設計を検討することとした。 (2021年2月16日資料3 一部編集)

2021.11～12 オンライン化に関するフォローアンケート調査の実施（2021年度）

2022.3.30

2022.4～

目標とした2020年度末を前にオンライン化実態についてのアンケート調査を実施。

旧ルール風力発電所について、オンライン化の検討状況・対応費用・想定メリット
などについてアンケート調査を実施し、費用とメリットを整理。系統WGへ報告。

2020年度末に向け、再度、お願いを実施した。

（参考１-３）JWPAの出力制御オンライン化に関わる対応

風力発電事業者へ、整理したオンライン化の費用とメリットを周知・説明するなど、
今後も継続的に対応していく。

出典：JWPAにおける出力制御オンライン化への対応状況について ２０２1年１１月１２日 （一社） 日本風力発電協会 系統WG 資料２ 一部加筆
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（参考１－４）ＪＷＰＡ方式について

JWPA方式の提案（2015年10月9日 第6回系統WG）
⚫ エリア一律に時間単位で出力上限値を制約するきめ細や

かな制御方式

⚫ 積算時間の計算には等価時間を適用する

⚫ 新ルール、旧ルール、指定ルール全ての風力発電所が、同
一ルールを採用

上記の制御方式を採用することで、風力は30日等出力制御
枠の拡大を図って頂いた。
また出力抑制量の最小化を図ることが可能となる。

⚫前日予告や数時間前、1時間又は30分前に配信される制

御指令値に応じて、自動または手動で発電所の最大出力
値を制御する。

⚫一般送配電会社からオンラインで出力される指令に対す
る自動対応（または手動対応）が基本であるが、不可な場
合には、前日予告や当日早朝の制御指令値（オフライン
出力指令）を受けての代替手段（オフライン制御）を採用す
ることを想定していた。

⚫しかしながら、３０分単位でのきめ細やかな出力制御に柔
軟に対応するには、オンライン自動制御が必須。

JWPA方式提案時に想定していた、出力制御方法
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出典：出力制御の公平性の確保に係る指針 令和４年４月改定
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

（参考１－５） 一律制御とは

一律制御を行う場合には、部分制御を換算した時間評価
（部分制御換算時間）を行うこととなる。

現在は、風力は、交替制御（エリアをグループに分
けて、交替で出力制御）を行っているが、風力につ
いては、オンライン化が達成すれば、一律制御に移
行することとされている。

⇓

日本国内の平均風速は、通常、フル出力に相当する風速
ではないことから、出力制御を行う際、交替制御で出力
をゼロとするよりも、一律制御を行うことで、逸失電力
量が少なく抑えられる可能性がある。
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２．出力制御（抑制）のエリア毎の開始状況

◼ 九州(本土)では、2018年10月から、出力制御が開始されました。

◼ 2022年4月以降、九州エリア以外でも出力制御（抑制）が開始されて
います。

◼ 再エネ電源をオンライン化することにより、制御（抑制）量の低減など
が期待されることから、既存設備に対してもオンライン化の適用が期
待されているところ。

四国エリア ２０２２年 ４月 ９日

東北エリア ４月１０日

中国エリア ４月１７日

北海道エリア ５月 ８日

九州エリア（九州本土） ２０１８年１０月１３日

（離島・種子島） ２０１５年 ５月 ５日
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３．アンケートに基づくオンライン化の費用およびメリット

アンケートの結果から、①～③の総額で、
1,200～3,300万円程度を要していた。
（特別高圧連系でCDTを必要とする場合）

アンケートの結果から、年間あたりのメリッ
ト金額に換算すると、10MWで430万円/年
間程度のメリットであった。

※2021年オンライン化後の実績４件(8～10か月間)からの推定

１．費用

① 出力制御情報送受信装置（CDT）・盤内回線
等の追加改造費

② 一般送配電事業者側設備（CDT・通信回線
等）の追加改造費 （負担金工事）

③ 風車制御装置改造費

２．メリット

① オンライン化に伴う出力制御時間短縮による
出力抑制量削減分の売電収入

② 出力制御対応費用減 （現地操作対応費用等）
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（参考３－１） オンライン化費用

アンケート結果によれば、オンライン化費用は、特別高圧連系でCDTがある場合は、規模
によらず、既設CDTや風車制御装置の改造などで、1,200～3,300万円程度の費用がか
かっていた。

※上図はアンケートで、費用実績・想定回答のあった13発電所
のうち、建設時からオンライン化機能具備していた２発電所、
ならびに連系にCDTが必要ない系統の１発電所（オンライン
化費用実績480万円）を除いた、10発電所のデータ。

※上右図で事例1,5,6,8,10は実績費用、その他は想定費用。
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（参考３－２） オンライン化によるメリット

オンライン化完了後のメリット実績を、年間あたりのメリットに換算すると下図のようになる。
各事例のメリットは、下左図のようにすべて、MW・年あたり30万円を上回っており（赤線）、
下右図のように直線近似では43万円/MW・年となった。（青線）

但し、上記メリットは、九州エリアの発電事業者が、2021年度オンライン出力制御実績から、個々に想定した
ものであり、実際のメリットは、出力制御の状況により大きく異なってくることに十分留意する必要がある。

※メリットの算出は、各事業者が個別に想定して実施。2021年度の 8～10か月間の実績より想定。
内訳は① オンライン化に伴う出力制御量減分の売電収入、② 出力抑制対応費用減（現地操作対応費用等）。
①の算出例： オンライン化により低減した制御時間 (h）×想定出力 (kW) ×売電単価 (円/kWh）

※年間あたりメリット金額への換算は単純に期間で換算した。

※各事例の発電所出力：事例1・2は5～10MW、事例3は10～20MW、事例4は20～30MWの範囲。
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４．オンライン化による投資回収期間

メリット想定を30万円/MW・年としたときの、予測されるメリットと費用の関係は下図の通り。
規模の大きい発電所ほど、短い期間でメリットが費用を上回っており、20MWの発電所では、
オンライン化費用に応じて、3～5年程度以内に、投資回収できることが想定される。

オンライン化費用
アンケート実績の
範囲
1,200～3,300万円

※メリット予測では、前ページの実績４例がすべて30万円/MW・年を上回っていたため、30万円/MW・年
のメリットが今後継続すると仮定。

※実際のオンライン化費用とメリットは、個々の設備や出力制御の状況により異なってくる。

オンライン化費用2,500万円の場合
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（参考４） オンライン化による投資回収可能性

2021年度アンケート結果でオンライン化未対応の発電所出力とFIT適用残存期間の分布に、
メリット30万円/MW・年が継続する場合の発電所出力とオンライン化投資回収期間の関係曲
線を重ねると下図のようになる。
この場合、曲線より上側の発電所はFIT適用残存期間内に投資回収の可能性が高い。

オンライン化投資回収期間

メリット30万円/MW・年が継続する場合

（ケース）

※発電所のFIT適用残存期間は準備・手続きリードタイム等を考慮し、2023/4からの残存期間とした。
（FIT適用残存期間）＝20年-（運転開始年月～2023年4月までの年数）

※オンライン化投資回収期間（年）＝オンライン化費用（万円）/（メリット（万円/MW・年）×出力（MW））

※実際のオンライン化費用とメリットは、個々の設備や出力制御の状況により異なってくる。

オンライン化費用 2500万円

オンライン化費用 1200万円
（アンケートでの実績最低額）
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５．オンライン化の費用・メリット想定について

・メリットは、再エネの導入量や出力制御運用方法により異なってくるため、地点毎に想定が必要であり、
オンライン化によるメリット想定に必要な情報について、系統WGの最新資料や一般送配電事業者の
公開情報を確認の上、検討することが必要。 （年間抑制量の実績と今後の見通しなど）

・費用は、規模によらない面もあり、関係するメーカーに早期に相談を開始することが望ましい。
・また、一般送配電事業者のオンライン化の負担金工事は、契約手続き開始から、工事完了まで8か月
～14か月かかっている事例があり、早期に相談を開始し、リードタイムを考慮する必要がある。

実施判断においては、費用想定(1.)、メリット想定(2.)を行い、メリットが費用を上回る（1.<2.）場合に実施
判断をすることが考えられる。（最終的には、将来想定を含めた事業者判断となる。）

２．メリット想定

・制御時間短縮などによるメリットの想定金額① 万円

・管理費・人件費などの削減想定金②a 万円

・その他②b 万円

・継続運転年数 年

想定メリット合計 　（2.①＋2.②a＋2.②b）×継続運転年数 0 万円

１．費用想定

・既設CDT機器改造/更新費①a 通信制御装置業者問い合わせ 万円

・盤内回線　構成変更・CDT警報接点増設盤設置①b 通信制御装置/制御装置業者問い合わせ 万円

・一般送配電事業者側改修費等（発電事業者負担金）② 一般送配電事業者問い合わせ 万円

・風車制御装置（SCADA）改造費③a 風車メーカ問い合わせ 万円

・その他③b 費用区分が難しいものを記入。 万円

想定費用合計 　1.①a＋1.①b＋1.②＋1.③a＋1.③b 万円
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（参考５-1） オンライン化の費用・メリット想定について

以下、イメージ例を記載したもの。想定費用合計を想定メリット合計が上回る場合には、
メリットが出る可能性がある。（ただし、将来は不確実であり、最終的には事業者判断。）
なお、下の例の場合、想定費用合計が3300万円であり、メリット想定が3466万円であること
から、改造後4年の運転期間がある場合にはメリットが費用を上回る可能性があることと
なる。（なお、金利については評価していない。）

1.（費用）＜ 2.（メリット）⇒実施メリットがある可能性

メリット想定は、各社異なる可能性もあるが、上の表は、
サンプル発電所を想定して数値を想定記入したものであり、
系統WGの最新情報や公開情報等を参考に、事業者自らが
想定し、算定する必要がある。

１．費用想定

・既設CDT機器改造/更新費①a 400 万円

　　（通信制御装置業者問い合わせ）

・盤内回線　構成変更・CDT警報接点増設盤設置①b 250 万円

　　（通信制御装置/制御装置業者問い合わせ）

・一般送配電事業者側改修費等（発電事業者負担金）② 500 万円

　　（一般送配電事業者問い合わせ）

・風車制御装置（SCADA）改造費③a 1,500 万円

　　（風車メーカ問い合わせ）

・その他③b 650 万円

　　（費用の区分が難しいものがあれば記入。）

想定費用合計(1.①a＋1.①b＋1.②＋1.③a＋1.③b) 3,300 万円

２．メリット想定

・制御時間短縮などによるメリットの想定金額⑱ 806 万円

・管理費・人件費などの削減想定金額⑳ 60 万円

・その他 万円

・継続運転年数 4 年

想定メリット合計((2.①＋2.②a＋2.②b)×継続運転年数) 3,466 万円

＜メリット想定バックデータ＞

　・出力④ 20,000 kW 接続容量

　・利用率⑤ 20 % 発電所の利用率

　・年間発生電力量⑥ 35,040,000 kWh ④×⑤/100×8760時間

　・年間出力抑制発生日数⑦ 30 回 将来想定（もしくは過去実績から推定）

　・オフラインによる平均抑制時間⑧ 8.0 時間 1日8時間か9時間の為、平均する。

　・オフラインによる年間抑制時間⑨ 240 時間 ⑦×⑧

　・オフラインによる抑制率⑩ 2.7 % ⑥/8760*100

　・オフラインによる想定最大逸失電力量⑪ 960,000 kWh ⑥×⑩/100

　・オンラインによる平均抑制時間⑫ 4.8 時間 1日の抑制時間想定

　・オンラインによる抑制率⑬ 1.6 % ⑦×⑫/8760*100

　・オンラインによる想定最大逸失電力量⑭ 576,000 kWh ⑥×⑬/100

　・オンラインによる減少想定⑮ 40 % 想定もしくは、(⑧-⑫)/⑧*100

　・オンライン化による逸失抑制電力量⑯ 384,000 kWh ⑪×⑮/100

　・単価⑰ 21 円/kWh 発電所のFIT単価を記載

　・メリット想定（年間）⑱ 8,064,000 円 ⑯×⑰

　・抑制１回あたりの人件費⑲ 2 万円/回 発電所で想定される人件費

　・人件費削減想定金額⑳ 60 万円 ⑦×⑲

メリット想定例



17

（参考５－２） CDT装置の設置・調整試験費用
一般送配電事業者側設備（CDT・通信回線等）の追加改造費（負担金工事）

風力オンライン化費用 一般送配電事業者側の改修費等
（発電所側CDT装置の設置・調整試験費用含む：費用負担ルール）

発電事業者の負担金：300～800万円 （これまでの実績金額）

※一般送配電事業者殿にヒアリング確認した金額 (2022/3）
設備実態により、この限りでない、個別に確認が必要
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６．今後について

◼ 再エネ導入の拡大に伴い、今後とも出力制御は増加していく方
向にあると考えられます。

◼ JWPAとしては、風力導入拡大に向けては、今後参入する事業
者・発電所を含めた風力全体の出力制御量を低減する必要が
あり、そのためには、出力制御オンライン化が必須と考えており
ます。

◼ 事業者の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほど、よろし
くお願い申し上げます。



19出典：再エネ出力制御の見通し等について ２０２２年４月１２日 資源エネルギー庁 系統WG 資料４

（参考６－１） 2022年度 各エリアでの
太陽光発電の出力制御見通し
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（参考６－２） 出力制御の長期見通し

出典：第３６回 系統WG（2022年3月14日） 資料2-1～2-10 に記載データよりJWPA作成

エリア

2021年9月
①供給計画
2030導入量

出力制御見通し

連系線活用0％ 連系線活用100％

導入量 50％追加導入 制御率 制御
時間

制御率 制御
時間

PV 風力 PV 風力 総合 PV 風力 総合 PV 風力

万kW 万kW 万kW 万kW % % % 時間 % % % 時間

北海道 203 56 22 61 65.6 80.9 55.7 5,833 38.9 55.0 28.5 3,225

東北 705 170 150 230 39.6 42.9 36.7 4,068 20.7 30.0 12.1 1,673

東京 1686 43 177 211 1.9 2.2 1.8 172 - - - -

中部 994 38 95 11 2.4 2.7 0.8 60 - - - -

北陸 112 16 40 70 51.1 51.4 50.6 4,803 2.0 3.2 0.7 76

関西 635 17 32 1 1.4 1.5 0.6 15 - - - -

中国 597 36 105 35 33.5 42.9 9.1 968 6.3 8.1 1.6 163

四国 301 28 50 30 22.3 22.3 - 472 0.0 0.0 - 1

九州 1060 60 225 130 57.0 57.0 12.0 1,976 20.0 20.0 3.0 954

沖縄 36.6 1.2 3.5 0.05 0.2 0.2 0.0 9 - - - -

制御時間は、PV・風力のそれぞれの大きい値を記載

実績ベース方式 2018～2020年度平均（至近３カ年実績を基に算定）

2021供給計画での2030年太陽光・風力導入見通しの50％が導入された場合
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（北海道NW・東北NW・四国送配電）
（参考６－３）制御(抑制)について (2022年度）

※オンライン代理制御の適用は太陽光発電のみ
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（参考６－４）制御(抑制)について (2022年度九州送配電）

・太陽光発電では、オンライン代理制御も導入される予定であり、その際、以下のようにオン
ライン制御のみで、制御量が不足する場合に、旧ルール500kW以上オフラインの実制御を行う。

・オンライン制御のみで制御量が十分な場合には、旧ルール500kW以上オフラインの実制御は
行わない。


