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することを示した(2)．同資料によればわが国において

１．はじめに

も愈力禰要の10％までを風力のみで賄うことは十分
可能であるとの試算も示されている(3)．

自然エネルギーの開発利用にもっとも熱心救国の一

一方,風力発爾システムはその出力変動のために，
既存の電力系統に投入した鰯合,果たしてどの程度塵
での浸透が許容されるかが議篭を呼ぶところである．

つであるデンマークでは,1993年末までに総数３５４９

機,総容jiit約490000ｋＷの風力発趣機が鬮力系統に
連係運転され,その発愈鼠は10.2億ｋＷｈに遼した．

本輪文は，このような問題意識より，沖繩県宮古島

これは同国の総発電設備容愚の約5.6％,総発電愚に
対しても約3.3％にも相当している．デンマーク政府

に釘いてＮＥＤＯにより試験中の250ｋＷ２機よりな

はさらに2005年までに風力発爾システム150000ｋＷ

る系統連係風力発電システムについて,報告樹(41に基
づき運転状況報告と今後の検討課題について述べる．

を連成し,阿鳳の電力翻要の16％までを風力のみで
賄う叶画である《'１．

日本国内に股囲された風力発電機の容量はこれまで
のところ10000ｋＷにさえ及ばず,欧米賭国に比べ大

きく立ち後れているが,NEDO<新エネルギー･産業技

術総合開発檎榊)は最近の系統的な調査結果に基づい
て,わが国にも相当通豊富な風エネルギー資源が存在
、平成６年７月１４日沖側地方購演会において園萠,原稿受
付平成６年９月２１日．

．I正負,琉球大学エ学部(p903-01沖縄県中頭郡西原町字千凪
ｎ．

･2学生側.斑晶R大学大字扉

２．宮古島とその発送駐電力系統の概要

表１に宮古島と同地域をカバーしている沖縄鰯力宮
古第一,同第二発愈所の股備概要を示す．沖縄電力
(株)は同地域の人口56400人(世帯数18600戸)の電
力需要を，これまでは1500ｋＷから10000ｋＷのデ
ィーゼルエンジン発電磯計10台によって賄ってきて
いる．図１に宮古島(諸島)の地図を資料(`)によって示
す．図１には上述の既存発電所のほかにＮＥＤＯによ

る三つの新エネルギー実柾騨険プラントも示されてい

－２１２－
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る．同島は最高標高110ｍ程度のきわめて平たんな地
形であり，風力発電システムの立地には絶好の条件で

３．西平安名岬風況とＭ１号風車の実績
ウィンドファームが建設された西平安名岬は海抜

あるといえる．

図２に同島北部の西平安名岬(にしへんなざき)に股

10ｍ程度の砂州であり，ほぼ三方が海洋に開かれて

圏された集合形風力発電システムの完成予想図を示

いる．図３に同地点地上30ｍの年間風況を示す.図３

す．図２の手前側２機が国産250ｋＷ風力発電機で
1992年３月および93年３月までにそれぞれ設置ざれ

現在すでに系統連係稼動中である．図２の後方は今後
設置予定の100ｋＷクラス風車６機であり完成すれ

ば,合計１ＭＷクラスウインドファームとなる予定で
ある．
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以上の累積頻度は74.4％,年間平均風速８０ｍ/s(前年
は8.5ｍ/s)ときわめて優秀な値を示すことがわかっ
た．この風況は基本的には夏期は南ないし南西,冬期
は北ないし北東の季節風によるものでⅡ南西諸島全域

でほほ同様に期待されるが,上述の西平安名岬地形が
このような好記録につながったと理解される．

嚢Ｉ宮古島と発禰設備の概要
InE2qlioYU：１２５．１５．Ｅ

中棒グラフが風速階級別(年間)出現頻度で実線がその
累横度数曲線である．図３より同地点の風況は４ｍ/ｓ
より１０ｍ/sクラスの出現頻度が一様に高く，５ｍ/ｓ

ＴｍｕＩ４ＳＦ４００ｋＷ

なお同地点では並行してガストファクタの測定も行
っているが,台風襲来時の強風域も含めてその平均値
は約１．２０と全国の気象宮署の平均値(1.45～1.60)に

比べかなり低く，乱れ度の小さい海洋風の特性を示し
ていることがわかった｡、

図４に風況観測より得られた同地点の風力エネルギ
ー賦存愛を示す．図４中白抜きの棒グラフが各風速ご
との風の有している全エネルギーであり，その下のグ
ラブは全エネルギーに風力発電機の出力係数(･＝
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図１宮古島と電力系統線

図３風速階級別出現頻度(1992.1.12）
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図２西平安名岬の典合形風力発矼システム
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0348)を乗じたものである．図４より，同地域の風力

均風速の増減によく対応しその振幅を増して増減する

エネルギーは風速12ｍ/s台にもっとも多く存在する

ことがわかる．特にこの月の中旬から下旬にかけて日

ことがわかる.13ｍ/s以上の風速では可変ピッチ制御

平均風速10ｍ/s以上の日が連続しているがこれは沖

により定格風速250ｋＷ以上の部分（図４中網目の

縄でミーニシ(新北風)とよばれる季節風によるもので

部分）はカットされるがそれが全体に占める割合は相
対的に小さい．その結果導入風車の予想設備利用率は

ある．10月２４日には日発電電力澱5730ｋＷｈすなわ

ち設備利用率95.5％を記録した．
表２に1992年10月より1993年９月の間のＭ１号

36.1％(平均出力90.2ｋＷ)にも達することがわかっ

機発電実綴を示す.表２より同機の92年度下半期]９３

た．

図５に同年の月別平均風速と250ｋＷ風車による月

年度上半期および合計発電愛はそれぞれ445440,

別推定(可採)発電通の推移を示す．同年７月の平均風

193560および639000ｋＷｈとなり，年間設備利用率は

速は6.3ｍ/sで10,11月の平均風速は10.7ｍ/ｓとい

29.2％となることがわかった．欧米諸国の風力発電機

ずれも十分良好な風況といえるが,図５より明らかな

の実繊によれば,年間設備利用率20％が一応の評価

ように,推定可採エネルギー麺でみると夏期季節風よ

基準となっており西平安名岬風車はこれを優に上回っ

りも冬期季節風のほうがかなり豊富であるということ

た．ちなみに同形風車５機が設置されている青森県竜

ができる．月別平均風速が同じであるにもかかわらず

飛(たつぴ)岬の資料Iｱ)は，同岬の年間平均風速が9.8

10月の推定値が11月よりも高いのは,両者の風速階

ｍ/ｓときわめて高いにもかかわらず設備利用率を19.1

級別頻度分布すなわち風況曲線の蓬によるものであ

％(1992年)と報告している．また沖縄電力(株)は本結

る．

果に基づきＭ１号機の発電原価を43.94円/kＷｈと計

Ｍ１号風車はこの年の４月に供用開始され約５箇月

算した．

の系統連係賦験の後，９月より本格運転に入っている

４．ウィンドファームの出力変動特性と

が,同10月には上記好風況に恵まれたため,早期月発

それが電力系統に及ぼす影響

電量111900ｋＷｈ,設傭利用率60.2％と正に驚異的な

前述のように西平安名岬では93年４月以来250

成私Iを収めている.図６に同１０月の日別平均風速と発

電電力量の推移を示す．図６より日発電電力鑓は日平

ｋＷ風力発電機２機が系統連係運転を継続している．
２機の出力合計500ｋＷは宮古島の既設ディーゼル発
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電設備容量45400ｋＷの約1％に当たり，その出力変
動が系統電力にどのような影響を及ぼすのか興味がも
たれている．

図７に今年３月１０日に現地計測で得られたＭ１号

機と２号機の出力およびナセル上風速の変動をそれぞ
表２Ｍ1号機風車の発電実繍
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れ示す．図７（ａ)の５：００－５：３０間の測定例は風速が
10～13ｍ/sの範囲で変動したため風車出力が定格以
下の150ｋＷから250ｋＷの範囲で大きく変動する場

合,図７（ｂ)は９：00-9：３０間の測定例で風速が１５

m/s前後で変動し,風車出力がほぼ定格出力250ｋＷ
前後で比較的に安定している場合を示している．次に
図８に，両風車の出力を１ｓごとにサンプリングして
合計した場合の変動曲線を示す．図７と図８を比較す

ることによって風力発電機２機の合計出力の変動率
は，１機の場合に比べて明らかに減衰していることが

分布であり破線が１，２号機合計出力のそれである．
図９より破線はつねに実線の下方に存在し，実線のお
およそ１/2程度に減衰しているといえる．

表３は,各データ1800点(30ｍｍ)ずつの統計処理
によって得られた,風力発蹴機の30ｍｍ平均出力と
変動の標準偏差である．これにより２機合計風力発電

機の標準偏差(率)は定格以下運転時13.3％,定格運転
時3.1％となり，Ｍ１号機単独運転の変動率に対して，
それぞれ0.739と0.756へ減衰することがわかった．

わかる．

複数台風車の出力変動はもし各風車の変動が互いに独
立であれば〃台風車の変動率は1/毎に減衰すると

図９に，それをさらに解析的に確かめるために作成
した,風力発電機出力変動のパワースペクトルを示
す．図９中実線が１号機風車のパワースペクトル密度

(Ｗロー)0.707にこそ達しないがほぼそれにちかいこ

推定され,かつそれを支持するデータがアメリカにお

いて報告されている(0)．今回の解析も，理論減衰率
とがわかった．

次に図１０に1994年３月１０日３：００より翌１１日
３：００に至る宮古島の全系統電力需要の推移と周波数
および発電所端電圧の変動を示す`図１０より当日の電
力需要は深夜の約11000ｋＷの最低電力から午後７

Ⅱ【

Ｍ１

時台の23500ｋＷの最高電力の範囲(発電所設備利用
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表３風力発電機の出力変動
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ｂ〕風車力E定格出力で発煎している鰯合

(ｂ）両風ﾕ![が定格出力で発電してI,､る場合

図８風力発電機２機の合計出力変動

図９風力発電機出力変動のパワースペクトル
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50000ｋＷ規模発送麺電力系統への風力発電システムの浸透可能性について
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図１０宮古島全系統の負荷電力,周波数および発麺所端電圧の変化(1994.3.10-11）
（下段に風力発電機２機の時間平均出力を配入）

表４築合形風力発髄機システムの出力変動予測
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図１１負荷電力,周波散および電圧変動の詳細
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ろ．すなわち’図10でみる限り，10000～20000ｋＷ

クラス系統電力に対しリデイーゼル発電システムに系
統連係された500ｋＷクラス風力発電システム(最大

浸透率5％)の出力変動は,系統の固有変動に対しほと
率0.242～0.518)で変化している．また図11に,図１０

んど影響を与えないといえる．

と同じグラフより１５：00前後の詳細変勤曲線を示す．

５．今後の浸透可能性について

図１１より電力変動の鰯は約500ｋＷすなわち平均値
を中心に約±250ｋＷの範囲で変動することがわか

ＮＥＤＯと沖縄電力は，今後西平名安岬ウィンドフ

る．周波数変動には奇妙なひげ状の突起がみられるが，

ァームを1000ｋＷにまで増設する計画である．また，

これは周波数変換器のノイズと思われるので，これを

宮古島における各種の計画は,例えば農業用かんがい

無視するとほぼ60±0.05Ｈｚの範囲で変動している．

用水供給事業のように，それによって増大する鬮力需

発電所端電圧は6650～6750Ｖの範囲で階段状に変

要に対し,風力発電等自然エネルギー発電に対する期

化するが,刻々の変動は数Ｖの擾鯛で十分に小さい，

待がかなり商いということができる．そこでⅢこれま

階段状の電圧変化は小形ディーゼル発電機の台数制御

での計測値をもとに今後ウィンドファームが増般きれ

によると思われる．

た場合の出力変動を予測することを試みた．

図10の下方で階段状に変化しているのは，当日運

試算結果を表４に示す．表４はウィンドファームの

転中の250ｋＷ機２機の時間平均出力を示したもので

合計容量を5000,10000ｋＷおよび20000ｋＷとし１

ある．風車出力は風速の増減によって変動するが,図

風力発電機の単機容量を500,250ｋＷおよび100ｋＷ

11中12:00~16：00にみられる出力減少はｌ当日試

の場合にわけて計算した．その際各単機風車の出力変

験的ＩＥＭ１号機またはＭ２号機をシャットダウンさせ

動振幅を定格出力のそれぞれ20％とかなり高めに設

たことによっている．風車出力が増加すれば,発電所

定し,風車台数〃によって合計出力変動の標準偏差が

側はそれを電力需要の減とみなして供給電力を減少さ

1/偏に減衰するとしたものである.その結果,表４よ

せるように制御される．ただし,図１１より明らかなよ

り明らかなように,lOOOOkWウィンドファームを建

うに,風力発電機の出力変動はシャットダウン変動も

設した場合,250ｋＷ機40機の出力変動は±316ｋＷ

含めてたかだか250ｋＷの範囲でありＩ宮古島系統の

で図11で観察した宮古島の系統需要変動±250ｋＷ

電力需要変動の範囲に収まっているということができ
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結論として,現状の宮古島電力系統において浸透率
20％Ⅲ10000ｋＷクラスのウィンドファームを建設す

とほぼ同程度であることがわかった．同規模容斌を
500ｋＷ機20機で構成すると±447ｋＷでかなり問

ることは技術的に十分許容されることがわかった．た

題になると思われるが,100ｋＷ機100機で構成する
とその変勤は±200ｋＷにまで減衰し，まったく問題

だしⅢ今後増設される風車群に対してその変動特性等
を常時計測し，さらに詳細な解析を行うことは今後の

はないと予想することができる．

課題である．

表４によって，宮古島のウインドファーム容量を

本研究のために貴重な資料を提供くださった
ＮＥＤＯと沖縄電力(株)に厚くお礼申し上げる.本研究
の一部は93年度科学研究饗(一般Ｂ)によって補助さ

20000ｋＷにまで増設した場合でも出力変動を±500

ｋＷ程度以下に抑えることは十分可能であることがわ
かった．ただし，図１０でみたようにＩ宮古島系統の冬

れた．また本稿をまとめるに当たり喜納芳洋君と仲嵩
貴君に手伝ってもらった．記して謝意を表する．

期深夜電力の需要は10000ｋＷ程度であり，これを超
えるウインドファームの容璽は，良風況時に文字どお

り過剰設備投資になるといわざるを得ない．農業用電
力等深夜電力需要の開拓は，別途考慮すべき課題であ

文献
（１）

る．

(２）

なお,著者らは宮古島におけるウィンドファーム建
設の立地可能性についても並行して検討している．例
えば西平名安岬のウインドファームは長さ約600ｍ
の直列状に風車８台を設置し，合計約1000ｋＷの発
電システムとなる予定である．同様に,宮古島を北西
から南東にかけて脈理状に走る尾根すじおよび北東側

NEFNews,1-3(1994-1ハ２`新エネルギー財団．
大型風力発軍システムの開発(風況観測)付属資料(全国

風況マップ),（1993-3),千代田デイムズ｡アンド・ムーア；
朝日新聞,（1993-8-30)．
３４

ｊｊ

Ｉく

（５）
（６）

海岸線に直列状に1000ｋＷ/kｍのウィンドファーム

を建設することは十分可能であろう．ちなみに西平名
安岬から東平名安岬に至る北東側海岸線のみでも直線

清水,第１５回風力エネルギー利用シンポジウム,（199311ハ77,日本風力エネルギー協会．
ＮＥＤＯニューサンシャイン叶画成果報告書,集合型風力

発冠システムの制御技術の開発,<1994-3),沖縄駐力(株)．
ＮｅｗＥ鵬rgy,パンプレツト，（1991-10〕，沖縄町力(株)．
永井,風力エネルギー,15-2u99L2),32．

(７）

土星，第15回ｉｎ力エネルギー利用シンポジウム，（1993-

(８）

McNemey1GandRiChaTdsonoR.，Ｉ区ＥＥ/ＰＥＳＷＭ

11),54,日本風力エネルギー協会．
(1992-1ＬＬ

距離で30ｋｍあり，優に30000ｋＷのシステムの立
地は可能といえる．

－２１７－

