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特集に際して，これまでの日本の電力システムの歩みを
概観し，将来の電力の安定供給と最適化を目指した電力シ
ステムについて考えてみたい。
日本の電力システムの黎明（れいめい）期では，電力シ

ステムは小規模で単純なシステムであり，需要の変動に応
じて手動で発電出力の調整を実施していた。その後，電力
系統の巨大化・複雑化に伴い，手動による系統全体の掌握
と効率的な運用が困難となり，1950 年代中頃には，アナ
ログのテレメータを活用した通信技術が導入され，1960
年代には，デジタル計算機を用いた自動給電システムのオ
ンライン実運用が始まっている。その頃までには，民営
10 電力会社体制の中，それぞれの電力会社において，中
央給電指令所と各地域給電連絡指令所による階層的な垂直
統合型のシステムが確立してきた。さらに 1970 年代後半
には，計算機技術や情報通信技術の進展に伴い，複数の変
電所をまとめて一つの制御所から監視制御する遠方監視制
御装置（テレコン）や，6.6 kV 電圧階級の配電系統にも
配電自動化システムが導入され，計算機による遠隔操作方
式やその後の自動制御方式が確立され，経済成長を支える
べく，高い信頼性のある電力システムが運用されてきた。
これらの電力システムがたどった道として，大規模電源の
開発，大規模需要地への電力輸送とそのための大規模送電
網の構築などを主軸に，信頼性のある電力の安定供給を達
成してきたといえる。また，それらの信頼性のある電力シ
ステムが確立したのは，システム運用者の下，電力設備に
関する適切なシステム仕様を介して，それを提供するメー
カからの設計・製造で成立されるシステムとコンポーネン
トとの両者の相互の協力関係によるものである。また，そ
のシステムの機能確立には，両者および学術のたゆまぬ研
究開発が後押しをしてきた。
次に，近年の電力システムの動向について述べる。

2005 年の「京都議定書」発効以前からも幾度となく地球
温暖化防止会議で環境問題が議論されてきたが，日本では，
2011 年の東日本大震災よる電力設備の被害や福島原発事
故を契機に，災害を踏まえた電力レジリエンスの強化や脱
炭素社会に向けて，電源のあり方や，さらには電力システ
ム改革の加速を受けて，複数の事業者間にまたがる電力シ
ステムの運用のあり方が大きく変化してきている。つまり，

再生可能エネルギーを含む分散型電源や，揚水発電を含む
さまざまな電力貯蔵装置の運用やそのための供給事業・ア
グリゲート事業などの新たな事業出現により，電力システ
ムにおける電源の役割分担や不確定性を考慮したシステム
運用などの新たなソリューションが望まれ，そのシステム
の実現が必要となってきている。具体的には，風力発電や
太陽光発電の変動電源の不確定性もさることながら，その
ための蓄電池や変動電源などで採用されるパワエレ機器は
高速な制御となるが故に，他の電源の協調分担や不確定な
ダイナミクスを考慮した運用制御が求められる。
さらに，複数の事業者の出現により，電源・送電線を含

む設備計画，運用計画，市場取引などの多くの不確定性を
考慮した最適計画・運用が求められる。これらの不確定性
の扱いにおいて，統計データなどを用いて不確定性を表す
ことができる Knownな課題，集合や幅でしか表現できな
い Unknownな課題，相反するシナリオや予見不可能な
事象に対する Unknowableな課題など，不確定性の異な
る構造分類に応じて効率的な最適性のある運用制御とその
コンポーネントとしての設備・機能の提供が必要となる。
このような課題や不確定性の解決に向けて，将来の電力

の安定供給と最適化について考えてみたい。元来，電力シ
ステムは，理想的な計画に従った運用は難しく，需要の挙
動やさまざまな偶発事故などの不確定性を多く含んでいる。
このため，当初の電力システムへの計算機導入時点でも，
電力システム運用に関して次のような三つの状態とその遷
移を前提としてシステム設計がなされてきた。つまり，予
防制御を含む安定した定常運用状態，事故などの発生とそ
の対応制御による緊急状態，緊急制御や輻輳（ふくそう）
した事象の結果として形成されつつ定常制御へ向かうため
の復旧状態の三つの状態を定義し，それに伴う機能をシス
テムに具備させてきた。このような統合的なシステムの設
計は，需要家を含む複数にまたがる事業者で構成される新
たな電力システムにおいても，システム全体および個別の
クラスターレベルで求められるものである。これからの新
たな制度設計下においても，三つの状態とその遷移に基づ
くシステム設計上の合意形成の下，その電力設備の設計と
機能開発が推進されることで，電力システムの信頼性が維
持され，電力の安定供給が達成されることを期待したい。

特集に寄せて

将来の電力の安定供給と最適化を目指して
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