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1. はじめに
2008 年 3 月 22 日、スペインで国内の需要電
力に占める風力発電の発電電力[MW]比率が、過
去最高の 40.8％を記録した。これは、22 日夕
方の強風により風力の発電電力は 9,862MW に達
したが、イースター休暇の週末であり、電力需
要が少なかったことから、風力発電による電力
供給比率が 40.8％に達したものである(1)。
スペイン風力発電協会によると、21 日から
23 日の全需要電力量に占める風力発電電力量
の比率は平均 28％であり、風力発電による過去
最大電力は、3 月 4 日の 10,032MW であるが、平
日であったため電力需要が大きく、電力供給比
率は今回ほど高くなかった(1)。
スペインの風力発電設備容量は、2007 年に水
力発電設備容量と並び、政府は 2007 年 7 月、
EU 指令(European directives)に基づく再生可
能資源によるエネルギー供給を高めるために、
洋上風力発電施設を建設することを認める法
律を承認するなど、今後更なる風力発電の導入
を進め、2010 年までに 20,155MW、2016 年には
29,000MW まで拡大する計画である(2)。
ス ペ イ ン で は 、 2006 年 に CECRE(Control
Centre for Renewable Energies)を設置し、供
給電力に占める風力発電の比率が年間平均で
10%、最大で 40%に達したスペインの電力系統を、
大きなトラブルもなく運用・維持を可能として
おり、注目されている(2),(3)。
本稿は、主にスペインにおける風力発電と電
力系統制御について、海外の文献など(2)～(8)から
紹介するものである。
2. スペインにおける風力発電と電力系統
2.1 スペインの概要
スペインの面積は 51 万 km2（日本比 134%）
、
人口は 4,412 万人（日本比 35%）であり、2008
年末における発電設備容量は 89,944MW（日本の
10 電力会社合計設備容量比 45％）
、年間発電電
力量は、287,088GWh で自家消費・揚水動力・国
際送電を除く国内向け送電端電力量は、
263,961GWh（日本比 29％）である。
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2.2 発電設備容量と発電電力量
2008 年末における発電設備容量と、年間発電
電力量の構成を図 1 に示す(4)。
風力発電は、設備容量で 15,576MW(17.3%、日
本 比 892%) 、 年 間 発 電 電 力 量 で 31,102GW ｈ
（10.8%）に達している。
2.3 風力発電適地と電力消費地域
図 2 はスペインにおける風力賦存量分布の三
次 元 表 示 図 (5) で 、 適 地 は 、 東 部 か ら 北 西 の
Galicia 地方に偏在していることが分かる。
その他
再生可能
14.0%

その他
再生可能
14.0%

水力
18.5%

水力
7.4%
原子力
20.5%

風力
10.8%
風力
17.3%

原子力
8.6%

2008年
総発電設備容量
89,944ＭＷ

石炭
12.6%
コンバイン
ド
24.1%

石油・ガス
4.9%

2008年 年間
総発電電力量
287,088ＧＷｈ
コンバイン
ド
32.0%

石炭
16.1%
石油・ガス
0.9%

図 1 発電設備容量と年間発電電力量の構成(4)

図 2 スペインの風力賦存量分布(5)

図 3 スペインの電力消費地域(5)
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このシステムは、以前と比べて TSO（系統運
図 3 に電力消費地域の三次元表示図(5)を示す。
用者）と個々の WF 運用者とをより直接的に結
風力発電適地と電力消費地域は、一致しておら
びつけ、風力発電所の運用・維持・管理計画を
ず電力需要地域への電力供給は、メッシュ形の
より効率的にしている。
送電線（400 および 220kV）または高圧配電線
（132 または 110kV）で、行われている。
2.4 国際連系
スペインは、フランス、ポルトガルおよびモ
ロッコと連系しており、欧州の送電網の一部と
もいえる。
欧州の連系網を図 4(5)に、連系容量[MW]を図
(6)
5 に、また 2008 年における送電線別の国際送
電電力量[GWh]を図 6(4)に示す。
2008 年の国際送電電力量は、フランスからの
受電電力量が 2,862GWh、ポルトガルへの送電電
力量が 9,586GWh、モロッコへの送電電力量が
4,217GWh、
アンドラへの送電が 280GWh であり、
送電・受電合計で、11,221GWh の国際送電を行
っている。
図 4 欧州の連系網(5)

3. スペインにおける風力発電の出力制御
3.1 CECRE
スペインにおける唯一の系統運用会社であ
る Red Electrica de Espana 社（以下 REE 社）
(6)
は、再生可能エネルギーによる電力の安定供
給を確保することを目的として、2006 年 6 月、
マドリッド北部近郊に CECRE(図 7)を立ち上げ
ている(7)。
CECRE は、風力、太陽光、小水力、バイオマ
スなどの再生可能エネルギーとコージェネレ
ーションを対象とし、電力需要に応じてその発
電電力を管理・調整することにあるが、再生可
能エネルギーのうち大半を占める風力発電の
制御に重点を置いている。
CECRE は、風力を含む対象発電設備の状態を
オンラインでモニタリングする遠隔監視・制御
システムを持ち、スペインの電力系統全体を制
御する CECOEL/CECORE に組み込まれている。
2007 年 6 月 30 日から、スペインでは、風力
に限らず、設備容量が 10MW を越える全ての発
電設備は CECRE により直接制御されなければな
らない、とされた。21 箇所に設置された WGCC
(Generation Control Center）は、中堅・大手
発電事業者や電力 Trader により設置・運用さ
れており、WF の発電電力量、運用パラメータ（有
効電力、無効電力、風速および気温など）の情
報を取得し、CECRE にその情報を伝達すると共
に、15 分以内に CECRE からの制御指令を実行可
能な能力を持つ（図 8(7)）。
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図 5 連系容量[MW] 運用値と最大値(6)

図 6 国際送電電力量[GWh](4)
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表 1 発電ロスの実測値および予測値の比較(7)

図 7 REE 社による CECRE(7)

図 9 2008 年 3 月 23 日における風力発電出力と電
力需要変動(7)

を越えているが、2008 年 3 月には 30%を越える
供給を記録している。図 9 は、2008 年 3 月 23
日における風力発電電力と需要電力の変動を
示しているが、風力発電電力がほぼ一定である
のに対して、需要電力が大きく減少したことに
より、風力の比率が 37%を越えている。また、3
月 22 日には、全電力需要に占める比率が 40.8％
を記録している(1)。

図 8 系統制御における CECRE および WGCC(7)

3.2 GEMAS（風力発電最大活用システム）
CECRE は、制御・監視システム GEMAS（Maximum
Admissible Wind Power Generation in System
のスペイン語表記の頭文字を取ったもの）と呼
ばれる計算プログラムを用い、リアルタイムで
監視・制御を行うことにより、風力発電の発電
電力を最大限に活用し、発電電力量の増大に寄
与すると共に、安定した系統運用を可能として
いる。
GEMAS は、20 分毎の発電電力・系統情報をリ
アルタイムで計測・解析し、各風力発電所の最
大発電可能電力を算出し、CECRE から WGCC 群へ
ICCP（クラスタ内通信プロトコル)リンクによ
り制御信号を送り、場合によっては発電電力抑
制（最大出力制限）を行うものである。
GEMAS のリアルタイム計算は、実計測結果を
用いて常にチェックされる（表 1）
。

3.4 発電電力抑制（最大出力制限）
CECRE により行われる WF の発電電力抑制
(power curtailment)の頻度は、事業者にとっ
て、極めて重要な問題である。風力の賦損量が
高い Galicia と Castilla y Leon 地域では、発
電電力抑制制御が行われる可能性が高いため、
WF の建設に対してその事業性が問題となる。
2008 年 3 月には低電圧対策により、発電電力抑
制制御がかなり行われたため、風力の発電電力
量の 1%が失われている。
電力系統に生じるこの問題を解決するため
に、REE 社(6)は 3.5 項に記載の low voltage fault
ride- through(以下、FRT)対策を含めて、イベ
リア半島における電力系統のピークおよびオ
フピーク時の風力最大許容発電電力を決める
ための過渡安定解析を行い、有効電力および無
効電力の許容値を決定している。

3.3 2008 年 3 月における風力発電電力
スペインでは、全発電設備の年間発電電力量
に対して、風力による発電電力量の比率は 10%
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これは、最近の風力発電機が無効電力制御機
能を有しており、この機能を最大限活用するイ
ンセンティブを与えると共に、電力系統に設置
する専用の無効電力補償装置（電圧調整装置）
の容量削減（＝コスト削減）が目的といえる。

3.5 系統事故による電圧降下時の風力発電
スペインの電力系統は、強固なメッシュ網で
構成されており、電力の需給バランスを果たし
ているが、逆に重要系統の短絡事故などが発生
すると、電圧降下の範囲も広くなる。
図 10 は電圧降下の拡大範囲を示したもので
あり、400kV 系統システムの殆どが 10%以上の
電圧降下を生じている(7)。また、図 11 は 2007
年 3 月 7 日における風力発電電力の時間的推移
であるが、この日は数回の系統事故が発生して
いることが分かる(7)。
スペインの WF の殆どは、送電線（400 および
220kV）または高圧配電線（132 または 110kV）
に直接連系されており、風力発電所の系統連系
点で 10%以上の電圧変動が生じた場合、瞬時に
風力発電を系統から解列（遮断）させる方式が
取られていた。
風力発電の系統連系量が少ない場合は、上記
方式で問題が生じなかったが、風力発電の連系
量が増大するに伴い、系統事故に伴う電圧低下
および系統事故点除去（数百 m sec.程度）後の
系統電圧回復動作が問題となってきた。電圧回
復には、有効電力および無効電力の早期供給が
必要であるが、系統事故発生前に連系していた
風力発電所が解列（遮断）されていると、供給
電力不足になり、他の発電設備からの緊急融通
が必要となる。
このため、スペインでは、2008 年から新規の
WF には、電圧低下中も系統から解列せずに、風
力発電所の運転を継続させる要件である、FRT
対策が義務づけられており、既設の風車には 4
年を目処に対策を施すこととなっている。図 12
にスペインの系統運用規則(以下、grid code)
を、図 13 に主要国の grid code を示す(5)。
REE 社は、FRT 対策を行うことにより、風力
の設備容量は 60,000MW まで系統連系可能であ
るとの試算を行っている。

図 10 電力系統事故による電圧降下の例(7)

図 11 2007 年 3 月 7 日における風力発電電力(7)

図 12 スペインの Grid code(5)

3.6 無効電力追加金
スペインは、固定価格による売電と、自由市
場による売電を選択することができるが、2007
年政令第 661 号にて、
種々の見直しが行われた。
この中に、FRT 対策設備に対する追加金や無
効電力に対する追加金および罰金がある。具体
的には、ピーク負荷時における発電機力率は発
電機側から見て遅れ（無効電力供給）で、オフ
ピーク時は進み（無効電力吸収）で運転するこ
とにより、最大で電力標準価格の 8%を加算し、
逆の場合は最大で 4%を減算する制度である。
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3.7 発電電力量予測システム（気象予測）
RED Elactrica 社は、2001 年に開発し翌年か
ら運用を開始した風力発電所の発電電力量予
測システム[SIPREOLICO]の適用範囲を広げて
いる。
これは 48 時間以内の 1 時間単位における風
力発電電力量を予測するもので、15 分ごとに予
測値を更新している。現在の平均予測誤差は 24
時間先で 20%以内、二乗平均誤差で 5%以内であ
り、更なる精度向上に向けて気象観察ステーシ
ョン数の増加や予測プログラムそのものの改
良を行っている。図 14 に予測時間と誤差の関
係を示す(5)。
また、固定価格による電力量販売を選択した
風力発電事業者は、当日に先立つ 30 時間前に
当日の 1 時間単位の発電電力量予測値を通知し
なければならない。但し電力調整市場が開始さ
れる 1 時間前に予測値の修正を行う事が可能で
ある。
通知した予測値と実際の発電電力量との差
が許容範囲を超える場合は、差分に基づく費用
（インバランス費用）の負担が求められる。
一方、自由市場を選択した風力発電事業者は、
代理人を通じての電力販売が認められており、
また、代理人は複数の発電所電力を一括して販
売することが可能であることから、個別の風力
発電所の予想値と実際値の差分も複数の風力
発電所で合計することにより、ある程度は相殺
することが可能といえる。
3.8 電力需給調整
電力系統全体を制御する CECOEL/CECORE は、
CECRE による風力発電所制御に加えて、火力・
水力・原子力発電所の制御、国際連系制御を実
施している。
図 15 に、風力発電電力が少なかった 2008 年
2 月 24 日から 3 月 1 日の供給電力構成を、図
16 に、風力発電電力が多かった 2008 年 4 月 13
日から 4 月 19 日の供給電力構成を示す(5)。
下から、風力、他の再生可能エネルギー、原
子力、石炭火力、コンバインド火力、石油・ガ
ス火力、水力、揚水（発電運転）の順での積み
上げ図であり、マイナス側に表示されている線
は、揚水（ポンプ運転）と国際送電電力である。
4. 欧州における電力系統対策
4.1 系統運用規則(grid code)
系統運用は、grid code による電圧低下時の
対策が行われており、欧州の系統運用者により
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図 14 発電電力量予測システムの精度(5)

図 15 2008 年 2 月末 1 週間の供給電力構成(5)

図 16 2008 年 4 月中旬 1 週間の供給電力構成(5)

その導入が進んでいる。grid code は風力の導
入量を拡大するためには必要であるが、各国で
その規則が異なるため、発電事業者および風車
メーカは個別に対応しなければならない。
このため、EWEA では、grid code の早急の共
通化を目指しており、規則間の不整合を取り除
くことを目標としている(8)。
これにより、風車メーカは、共通のハードお
よびソフトウェア提供が可能となり、風力事業
者にとってもコスト削減にむすびつく。また、
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系統運用者にとっては、既存の枠組みを利用す
るだけで良いという利点がある。
EWEA の究極の目標は、風力発電が他の発電所
と同様に運用されることであり、grid code の
統一化は重要な戦略の一つである。
4.2 電力系統安定化（調整電源、国際連系）
大規模 WF が系統から解列された場合や急峻
な風速変動に起因する発電電力変動に伴う、不
可避な電圧・周波数変動の対策として、調整電
源の新増設および国際連系強化による電力系
統安定化が検討されている。
風速変動に起因する発電電力変動は、地域的
分散を含めた風力発電導入量増加により、ある
程度解消（平滑化）される。スペインでは、調
整電源として、主にコンバインド火力と水力・
揚水が組み合わされており、更なる再生可能エ
ネルギー導入量増加に対応する調整電源とし
て、揚水発電所（現在 4,800MW）の新増設を行
うべく、複数の建設計画が進行中である。
電力系統安定化対策によるコスト増は避け
られないが、スペインの場合、そのコストは
2004 年の 5€cents/kWh から 2007 年には 1.4€
cents/kWh にまで低減しており、予想されたコ
スト増ではないとされている。
他の安定化対策として、欧州の巨大冷蔵庫
（6GW～7GW）による調整法も考えられている。
これは、風力発電の発電電力に応じて昼夜にお
ける冷蔵庫の設定温度（＝消費電力）を変える
もので、オランダで実証研究が行われている。

5. おわりに
スペインにおける風力発電および電力系統
制御と欧州の関連する対策についてその概要
を述べた。
欧州はメッシュ形の系統であり、系統運用規
則や政府の政策・支援制度も異なることなどか
ら、我が国と異なる系統対策を検討・実施して
いるが、スペインは、CECRE を導入することに
より、再生可能エネルギーの導入比率拡大の可
能性を示唆している。
風力発電の最大出力制限運転は、スペインに
おいても事業者から見れば損失であり、これを
解決すべき課題などが残されているものの、
CECRE の制御システムは、我が国においても検
討に資する制御システムと考えられる。
RED Electrca 社のホームページでは、リアル
タイムで、風力発電電力、需用電力、需給バラ
ンスおよび計画値と実際値を、また UCTE 社の
ホームページでは、リアルタイムで系統周波数
を表示しているので、スペインおよび欧州の運
転・制御状況などを知ることができる。
以下にアドレスを示す。
http://www.ree.es/ingles/home.asp
http://www.ucte.org/
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