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「新揚水発電」

若手商社員・皆川豊を主人公としたストーリー仕立てで、低炭素社会戦略センター（LCS）が発行する提案書を読み解く連
載の第5回。前回、LCSの井上智弘客員研究員と古木真研究員から2050年の電源構成シナリオを学んだ皆川。今回はLCS
で電力貯蔵システムとしての新揚水発電について研究している浅田龍造主任研究員、河原崎里子研究員に再生可能エネル
ギーへの転換について聞いた。
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今後の揚水発電活用例
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太陽光発電の過剰発電時に揚水し、電力不足時に発電する。
出典：2022年度 ウェビナー「2050年 ゼロエミッションの社会像 ～シナリオとプラン～ 」
新揚水発電の提案－日本における電力貯蔵システムとして－（https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/
webinar20220624-7.pdf）図2より筆者編集
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新揚水発電の概要

下池として
既存の多目的ダムを
活用する

基本仕様

落差：200m
流量：7.3m3/s

直径100メートル
上池
配管
発電所

最大出力：12MW
上池貯水量：131,000m3

出典：日本における蓄電池システムとしての揚水発電のポテンシャルとコスト（Vol.4）
－気候変動に対応した提案－（fy2021-pp-04 表1・図1）より筆者編集
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出典：日本における蓄電池システムとしての揚水発電のポテンシャルとコスト（Vol.4）
－気候変動に対応した提案－（fy2021-pp-04 図3）より筆者編集
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貯水量の容量配分例
上池：揚水発電兼事前放流
（揚水兼治水）
上池増量：渇水時用（常時貯水）
下池（ダム）
サーチャージ水位
（洪水時最高水位）
有効貯水容量

利水容量
渇水時不足

かんがい
水道用水
工業用水
発電（一般水力）等
堆砂容量

揚水発電の上池に渇水時用貯水容量を設けた場合
利水/治水に有効

クションである。
（TEXT：岩崎茜、PHOTO：石原秀樹）

皆川：水を巡って争いが起こるくら
いですから、無駄にしたら利権者さ
んは怒るでしょうね。
浅田：その点、新揚水発電だと、洪水
が来るとわかればあらかじめポンプ
で上池に水を吸い上げておいて、終
わってからゆっくりと下池に流せば
いい。上げ下げするだけなので、水を
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再エネの主力電源化にはさまざまな調整力が必要であり、新揚水発電はこれに資する
ポテンシャルを持つ技術と考えられます。今後、費用と便益をより精緻なものとすると
共に、パイロットプラントなどの取り組みを通じて、運用面の深掘りや制度面の改善を
図っていくことが期待されます。
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