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１．地域マイクログリッドの対象区域 

 

１．１．上士幌町の電力需要 

上士幌町の電力需要は、8月の麦乾時期の 18時頃に最大ピークが発生し、約 9,000kWと

推定される。（図 1-1） 

また、各月の最大・平均需要を推定した結果を図 1-2に示す。最大需要は麦乾時期である

7・8月が大きいが、平均需要を見ると 12～2月の冬季が高くなっている。 

 

 

図 1-1．上士幌町の電力需要(8月) 

 

 

図 1-2．上士幌町の電力需要（各月） 
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１．２．検討対象エリアの選定 

 上士幌町の電力需要は最大 9,000kW程度であり、バイオガス発電機の出力（300～450kW）

と比較して大きいことから、非常時には供給エリアを限定する必要がある。 

図 1-3 に示すとおり、現在稼働中または建設中のバイオガスプラントは、郊外に分布し

ている。一方で、電力の供給先候補となる防災上の重要施設は市街地に集中している。 

 

図 1-3．上士幌町の防災上の重要施設とバイオガスプラントの位置 

 

非常時に安定的に電力を供給するためには、需給バランスを保つ必要があるため、発電機

出力にあわせ、需要が 300kW程度となるような供給エリアを選定する必要がある。 

このため、プラントと防災上の重要施設との位置関係から、3案を選定し検討対象エリア

とすることとした。 

表 1-1 に選定した 3案の特徴を示す。また、各案の位置を図 1-4、各案の詳細図を図 1-5

～8に示す。 

 

表 1-1．検討対象エリア 

エリア 供給地域 特徴 

案①(①’） 市街地エリア（高校、小学校周辺） プラントと近く、系統線活用主体 

案② 市街地エリア（役場庁舎周辺） プラントと遠く、自営線と系統線の組合せ 

案③ 郊外（上音更地区） プラントと近く、系統線活用主体 
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図 1-4．検討対象３案の位置 

 

 

図 1-5．案①：高校周辺 供給案 
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図 1-6．案①’：高校、小学校周辺 供給案 

 

 

図 1-7．案②：役場庁舎周辺 供給案 
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図 1-8．案③：上音更地区 供給案 

 

１．３．各エリアの需要想定 

地域の需要特性を考慮し、各エリアの需要を想定した。 
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２．地域マイクログリッドで構築するシステム詳細 

 

２．１．マイクログリッドのための需給システム 

災害時に系統から解列し、マイクログリッドを構成し、バイオガス発電機より電力を供給

するシステムの検討を実施した。前提として以下の 3つの条件を設定した。 

 

（１）ブラックスタート対応 

既設のバイオガス発電機は非常用として設計されていないため、停電している状態から

起動（ブラックスタート）することができない。ブラックスタートができるようにするため

には、非常用発電機や蓄電池によりプラントの補機へ電力を供給する必要がある。今回の検

討ではバイオガスプラント近傍に蓄電池を設置することとする。 

 

（２）バイオガス発電機の追従特性 

検討したバイオガス発電機の追従特性は瞬時性に乏しく、速い負荷変動についてはバイ

オガス発電機の追従性を期待できないため、蓄電池にて負荷変動へ追従することとする。 

 

（３）バイオガス発電機の最低出力 

検討したバイオガス発電機は低出力による連続運転ができない。従って、常に出力 50%

以上で運転を行うこととする。 

 

以上 3 つの条件より非常時に発動するマイクログリッドにおいてはバイオガスプラント

近傍に設置する蓄電池にて負荷変動への追従を行い、バイオガス発電機はベースロードと

いう考え方でシステム検討を実施した。需要がベースロードを下回る場合は発電機の電力

を蓄電池へ充電、上回る場合は蓄電池より放電することにより補填する。ベースロードは一

定ではなく、段階制御とする。 

 

２．２．蓄電池システム 

2.1のとおり、災害時にバイオガス発電機により、マイクログリッドを構成し運用するた

めには蓄電池設備の導入が必要である。災害時のために導入した蓄電池システムを平常時

に有効活用することを考慮した場合、バイオガスプラントの構成案としては以下のモデル

が考えられる。 
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（１）蓄電池を負荷設備に併設し、平常時はピークカットに用いる場合 

図 2-1に FIT電源設備とは別の負荷設備へ蓄電池を設置するモデルを示す。この場合 FIT

電源の発電には影響がないものの、発電機の電力を直接蓄電池へ充電することはできず、系

統電力から蓄電池の充電を行うこととなる。 

また、当該系統では送電線の空き容量不足であるため、蓄電池から系統への逆潮流は行わ

ず、負荷設備のピークカットに使用する。 

 

図 2-1．負荷設備へ蓄電池を設置するモデル 

 

（２）蓄電池を非 FIT バイオガスプラントおよび負荷設備に併設し、平常時は余剰電力の

吸収とピークカットに用いる場合 

図 2-2 に蓄電池を非 FIT バイオガス発電機および負荷設備に併設するモデルを示す。発

電機の電力は自家消費し、その余剰または一部にて蓄電池を充電し、負荷の不足分の補填並

びにピークカットに使い、系統への逆潮流は行わない。 

 

図 2-2．非 FIT発電機による自家消費モデル 
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非常時の電源として、既設の FIT で売電運用しているバイオガス発電機を使用する場合

は（1）案、新設の非 FITバイオガス発電機を使用する場合は（2）案の構成となる。 

 

２．３．需給調整システム検討 

平常時と非常時とで必要とされる需給調整システムの機能が異なる。平常時は施設内で

のエネルギーマネージメントを行い、非常時はマイクログリッドの需給調整を行う。従って、

平常時と非常時との需給調整システムを切り替える運用とする。 

 

（１）平常時の需給調整システム 

平常時は設置する蓄電池から電力系統への逆潮流ができないことから、同一施設の負荷

調整にのみ使用することとなる。施設の受電端で計測した電力値、蓄電池の残容量(SOC)か

ら、蓄電池の充放電計画を作成し、施設のピークカットを実行する機能を有する。 

 

（２）非常時の需給調整システム 

非常時は、蓄電池をマイクログリッドの需給調整に使うことになるが、具体的には蓄電池

の残容量(SOC)に応じて、バイオガス発電機の出力を段階的に制御する機能を有する。蓄電

池の自立運転モードを使って応答の速い制御を行い、バイオガス発電機はベースロードと

して使う。 

 

現状の FIT 向けバイオガス発電機については、需給調整システムからの出力調整の指令

を受ける仕組みが実装されていない。 

従って、マイクログリッドに使用する発電機については、需給調整システムとのインター

フェースの追加が必要となる。バイオガス発電機を新たに設置する場合は、需給調整システ

ムとのインターフェースを予め実装しておくことが望ましい。 
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２．４．保護システム 

（１）配電線の事故検出に必要な設備 

 配電系統への発電設備連系においては、以下の理由から単独運転防止対策が必要である。 

 

【系統連系規程（JEAC9701）より引用】 

 

単独運転防止対策 

系統停止時（発電設備等が連系する系統またはその上位系統の事故時や、作業時または火

災などの緊急時）に、発電設備等が系統から解列されない状態で単独運転を継続していると、

本来無電圧であるべき系統が充電されることとなる。この場合、保安面・供給信頼度面から

次の問題点を生じるおそれがあるため、これを排除する必要がある。 

a．保安面 

・系統に事故が生じている場合には、事故点に電力を供給し続けることとなる。このため、

公衆感電のほか、事故点の被害拡大、需要家機器損傷のおそれがある。 

・停電区域であるべき線路が充電状態となるため、作業車（消防を含む）が感電するおそれ

がある。 

b．供給信頼度面 

・再閉路または他回線からの逆送電が行なえないため、健全区間であっても送電が大幅に遅

れる。 

c．その他 

・充電された系統内では、電圧・周波数が変動するおそれがあり、需要家機器の損傷が危惧

される。 

以上のことから、系統停止時における単独運転を確実に防止することが必要である。 

 

非常時にマイクログリッドを運用するためには、単独運転防止機能を解除しなければな

らないため、上記に示された問題点に対しての対策を行う必要がある。つまり、配電線事故

を検出し発電設備を停止する保護継電器設置、事故復旧における対応方法の整理、電力品質

の維持ができるシステムの構築が必要である。 

 

（２）現在の発電所側の保護機能 

平常時における需要家構内における事故は、変圧器の系統側にある計器用変流器(CT)と

計器用変圧器(PT)から得られる電気量を基に、過電流継電器(OCR)と短絡方向継電器(DSR)

で短絡事故を検出しており、零相電圧検出装置(ZPD)と地絡過電圧継電器(OVGR)の組合せ

によって地絡事故を検出している。地絡事故検出に用いられる地絡過電圧継電器は選択性

がないため、需要家構内の地絡事故は過電流ロック形地絡継電器機能付負荷開閉器(PAS)に

よって除去されている。 
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（３）マイクログリッドを想定した保護機能 

マイクログリッド発動時は配電系統が停電し、マイクログリッドと変電所が電気的に分

離されるため、変電所に設置している配電線の事故を検出するための保護継電器が使用で

きない状態である。 

このため、マイクログリッド内に保護継電器を設置し、配電線の保護を行い、事故検出時

には確実に発電設備を停止させる措置が必要となる。 

さらに、需要家における既存の設備形成では、バイオガス発電機から、需要家構内の変圧

器の系統側にある計器用変成器までの事故検出を期待できないことから、対策が必要とな

る。一つの対策として、バイオガス発電機は必ず 2台並列運転として、発電機近傍の短絡事

故に対して、もう一つの発電機を故障電流源とみなし、各発電機と 400V母線間に個別の計

器用変流器および保護継電器を設置することによって構内事故を検出することが可能にな

ると考えられる。 

その他、単独運転防止機能を解除する機構や元々発電設備に備わっている保護継電器に

ついても常時と非常時で整定変更が必要となる可能性があり、発電設備の改造も必要とな

る。 

 

２．５．自営線構築 

案②においては、ドリームヒルのプラントから役場エリアまで系統線を活用すると切り

離せない低圧需要を供給することになり、発電出力を超過してしまうため、自営線を敷設し、

発電所と役場庁舎周辺エリアを直接接続できる形態を検討した。 

敷設する自営線ルートを図 2-3に示す。 

自営線は電圧・電流他設備基準を満たす条件で設計し、既存配電柱への共架をせず全て新

設することを前提とした。 
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図 2-3．案②自営線ルート 

 

案①（①’）についても、上士幌集中バイオガスプラントの接続替えを実施するため、距

離は短いが自営線が必要となる。 

また、自営線は電気主任技術者の外部委託ができないことから、専任の主任技術者が必要

である。 

 

 マイクログリッド構築において、300～450kW 級のバイオガスプラントは「電気事業法

施行規則第五十二条の二」より電気主任技術者の外部委託が可能である。一方、自営線は

6.6kV配電線路であり、外部委託できないため、専任の電気主任技術者が必要である。 

なお、使用電圧が 6.6kVの設備であれば、必要な免状は第 3種となる。 

 その他に自営線の敷設方法・場所についても法令で制限されている。 

自営線は私有地を通過する場合、事故防止を目的に架空線では土地取得や策・堀の設置が
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必要である（埋設線では不要）。 

また、道路法による占有許可が必要となるが、緊急搬送道路に指定される一般国道（町内

では国道 241号線と 273号線）では、電柱の新規占有が原則禁止されている。 

 

２．６．マイクログリッド構築に係る費用まとめ 

マイクログリッド構築に必要な設備導入費用及びランニングコストを検討する。案①～

③において需給調整システム・保護システムは共通であり、蓄電池容量は表 2-1に示す必要

電源設備容量（詳細は後述の 3章）による。 

なお、案①’はバイオガス発電機容量不足のため、検討対象外とした。 

 

表 2-1．案①～③における必要電源設備容量 

 案① 案② 案③ 

蓄電池 

システム 

変換器容量[kW] 102 174 150 

蓄電池容量[kWh] 890 1330 1740 

バイオガス発電機容量[kW] 150 300 300 

 

 案①は上士幌集中バイオガスプラントの接続替えを実施するため、自営線が必要となる。

自営線は埋設線とし、蓄電池容量は 1.0MWhとして検討した。 

 案②はドリームヒルバイオガスプラントから役場庁舎周辺まで自営線を架空線とし、蓄

電池容量は 1.5MWhとして検討した。 

 案③は自営線を使用せず、蓄電池容量は 2.0MWhとして検討した。 

 以上の条件にて、案①～③で構築するマイクログリッドを図 2-4に、設備導入費用及びラ

ンニングコストを表 2-2にまとめる。 
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図 2-4．案①～③で構築するマイクログリッドエリア 

 

表 2-2．案①～③における導入及びランニングコスト 

 

 

案① 案② 案③

導入コスト[百万円] 335 597 400

ランニングコスト[百万円/年] 12.5 12.5 6.3
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３．地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細 

上士幌町地域マイクログリッドの構築において非常時の自立運転に必要となる追加設備

の機能・容量を明確化するため、選定した供給地域を対象とする解析を実施する。解析は需

給バランス計算、潮流計算及び瞬時値解析を行う。 

需給バランス計算では、対象供給地域の需要曲線から需給バランス維持に必要となる蓄

電池設備の変換器容量・蓄電池容量を明らかにする。 

潮流計算では、自立系統のモデルを対象に最大需要を想定した条件で電圧・電流を算出す

ることで、自立系統内の電圧変動の大きさを評価する。 

瞬時値解析では、マイクログリッド起動時及び負荷変動時のシミュレーションを実施し、

起動時の励磁突入電流（変圧器やコンデンサに電圧印加された瞬間発生する非常に大きな

電流）や平常時の負荷変動が非常時の自立運転に及ぼす影響を評価する。 

表 3-1 に解析項目と評価内容を整理した表を示す。 

 

表 3-1．解析項目と評価内容 

解析項目 評価する内容 

需給バランス計算 ・ 非常時の運用に必要な蓄電池設備の変換器容量・蓄電池容量 

潮流計算 ・ マイクログリッド内の電圧変動 

瞬時値解析 
・ マイクログリッド起動シーケンスの妥当性確認 

・ マイクログリッド起動時の突入電流の影響 

 

３．１．需給バランス計算による蓄電池容量検討 

（１）需要データの分析 

表 3-2 に示す 4 つの供給エリアを対象に需給バランス計算を実施した。使用した需要デ

ータは１章で想定したデータである。 

 

表 3-2．供給エリア一覧 

 案① 案①’ 案② 案③ 

電源 
上士幌集中 

バイオガスプラント 

上士幌集中 

バイオガスプラント 

ドリームヒル 

バイオガスプラント 

上音更集中 

バイオガスプラント 

供給地域 
市街地 

（高校周辺） 

市街地 

（高校・小学校周辺） 

市街地 

（役場庁舎周辺） 

郊外 

（上音更地区） 

重要施設 
下水処理センター 

上士幌高校 

下水処理センター 

上士幌高校 

上士幌小学校 

役場 

ふれあいセンター 

生涯学習センター 

上音更コミュニティ

センター 
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（２）供給エリア 案① 

案①の平均需要は150kW以下の日が占める割合が96%以上となっており、定格150kW、

最低出力 50%(75kW)のバイオガス発電機を 2台で運転した場合にはバイオガス発電機の最

低出力が需要を上回り、大幅な余剰電力が発生する。 

このことから案①のケースでは、余剰電力の発生を抑え必要な蓄電池容量を抑制するた

めには、定格 150kW のバイオガス発電機を 1 台のみで運転することが望ましい。 

ただし、その場合でもバイオガス発電機の最低出力 75kW を下回る平均需要の日が 30%

程度存在するため、余剰電力の発生は避けられない。 

 

（３）供給エリア 案①’ 

案①’の平均需要は 120kW～400kWの範囲に分布している。平均需要が 300kW を超過

する日も 20%強の割合で存在することから、定格 150kW のバイオガス発電機 2 台では常

時定格出力で運転した場合でも電力が不足するケースが発生する。 

このため、持続的に自立運転を行う場合には少なくとも 3 台のバイオガス発電機が必要

となり、現状のプラント（150kW×2 台）では対応できない。 

一方、最小平均需要は 150kW を下回っていることから、余剰電力の発生を回避するため

には、一部の期間でバイオガス発電機を 1 台のみで運転することが必要となる。 

 

（４）供給エリア 案② 

案②の平均需要は 80kW～300kW の範囲に分布している。最大平均需要は 300kW 以下

に収まっていることから、バイオガス発電機 2 台による供給が可能である。 

一方、平均需要が 150kWを下回る日が 20%強の割合を占めるため、常時バイオガス発電

機 2 台で運転すると余剰電力が発生する。 

ただし、最小平均需要は 80kW 程度であるため、70kW 程度の需要の底上げができれば、

余剰電力を発生させることなく常時バイオガス発電機 2 台で供給することも可能である。 

 

（５）供給エリア 案③ 

案③の平均需要は 140kW～340kW の範囲に分布している。常時バイオガス発電機 2 台

で供給が可能な平均需要 150kW～300kWの範囲から逸脱している日は数%程度である。 

このため、一部の日に一時的な需要の底上げあるいは抑制ができれば、常時バイオガス発

電機 2 台で供給が可能である。 

一方、1 日の最大需要と最小需要の差に関して注目すると、需要の変動幅は最大 300kW

に達するケースもある。 

ガスエンジンは負荷追従性が遅く、瞬時の出力変動には耐えられないことから、蓄電池で

こうした需要の変動を補償することが求められる。 
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（６）需給バランス計算による供給エリア毎の必要電源設備容量の算出 

蓄電池によってバイオガス発電機出力と需要の差を補償する制御を行った場合の 1 日の

需給バランス計算を実施した。 

まず、バイオガス発電機の出力を以下の要領で決定した。 

① バイオガス発電機は最低出力𝑃BG_minと定格出力𝑃BG_maxの 2 値でのみ運転するものと仮

定した。各需要エリアのケースにおける最低出力𝑃BG_minと定格出力𝑃BG_maxは前述の供給エ

リア毎の平均需要の議論に基づき、以下のように定めた。 

 供給エリア案①… 運転するバイオガス発電機を常時 1 台とし、𝑃BG_min = 75kW、 

𝑃BG_max = 150kWとした。 

 供給エリア案①’, 供給エリア案② … 1 日の平均需要に基づき運転するバイオガ

ス発電機の台数を定め、以下の通りとした。 

 平均需要 150kW 未満: 𝑃BG_min = 75kW、𝑃BG_max = 150kW 

 平均需要 150kW 以上、300kW 未満: 𝑃BG_min = 150kW、𝑃BG_max = 300kW 

 平均需要 300kW 以上、450kW 未満: 𝑃BG_min = 225kW、𝑃BG_max = 450kW 

 供給エリア案③… 運転するバイオガス発電機を常時 2 台とし、𝑃BG_min = 150kW、 

𝑃BG_max = 300kWとした。 

 

② 需要が最も少ない時間帯にバイオガス発電機を最低出力で運転するものとして、バイオ

ガス発電機の出力変更時刻を決定。今回の需給バランス計算では、バイオガス発電機の

出力変更は 1日のうち、出力増加と出力減少をそれぞれ 1回に限定するものと仮定した。 

 

本検討で算出された供給エリア毎の必要変換器容量・必要蓄電池容量・必要バイオガス発

電機容量を表 3-3 にまとめる。必要バイオガス発電機容量は 150kW 刻みとしている。 

 

表 3-3．必要電源設備容量まとめ 

 案① 案①’ 案② 案③ 

蓄電池 

システム 

変換器容量[kW] 102 283 174 150 

蓄電池容量[kWh] 890 2,040 1,330 1,740 

バイオガス発電機容量[kW] 150 450 300 300 

 

（７）蓄電池容量削減可能性の検討 

(6)の需給バランス計算では、バイオガス発電機の出力値は最低出力と定格値の 2 値と仮

定し、また出力変更は 1 日の中で、出力増加と出力減少をそれぞれ 1 回に限定するものと

仮定したが、この制約を緩和することで必要となる蓄電池容量を削減できる可能性がある。  

そこで、供給エリア案②の場合を例として、バイオガス発電機の出力変更をより柔軟に行

った場合の必要蓄電池容量の検討を行った。 
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本検討では、(6)の需給バランス計算をベースとして、バイオガス発電機の出力値の決定

方法に関して以下の変更を加えた。 

 バイオガス発電機は定格 150kW 機が 2 台設置されるものとし、それぞれ定格出力

150kW・最低出力 75kW・停止の 3 つの状態を取り得るものとする。 

 バイオガス発電機の出力は蓄電池の充電量に応じて決まるものとする。蓄電池充電

量𝐸BESS(𝑡)に対して閾値𝐸Bandを定め、バイオガス発電機出力𝑃BG(𝑡)を場合分けによ

り 4 レベルで決定する。 

以下、上記の仮定に基づく制御を BG 多段出力制御と呼ぶ。 

検討結果から、BG 多段出力制御の適用により必要蓄電池容量の削減が見込める一方で、

蓄電池容量とバイオガス発電機の出力切替回数の間にはトレードオフの関係があることが

確認できた（表 3-4）。 

 

表 3-4．BG多段出力制御適用時の必要蓄電池容量とバイオガス発電機の出力切替回数 

充電残量（SOC）閾値[kWh] 100 200 300 400 500 

蓄電池 

システム 

変換器容量[kW] 213 288 213 213 213 

蓄電池容量[kWh] 777 852 964 1,039 1,201 

バイオガス発電機の 

出力切替回数平均値[回／日] 
33.98 26.03 18.99 15.14 12.94 
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３．２．潮流計算による電圧解析 

自立運転状態におけるマイクログリッド内の電圧変動の大きさを評価するために、自立

運転時の最大需要を想定した条件で潮流計算を行い、マイクログリッド内の電圧を計算し

た。 

 

（１）供給エリア案①’のケース 

供給エリア案①’のケースでは、上士幌集中バイオガスプラントから上士幌高校付近を

経て、上士幌小学校とその先の配電線まで電力を供給する。 

供給エリア案①のケースは供給エリア案①’の一部分を切り出した系統であり、負荷も

供給エリア案①’より小さいことから、電圧変動としては供給エリア案①’のケースより

緩和された結果となることが自明であるため、検討対象外とした。 

電圧はバイオガスプラントに設置された昇圧トランスの発電機側が 6.6kV に制御される

ものと見なして計算を行った。 

線路内に自動電圧調整器は設置されていないものとした。なお、本検討では 6.6kV の高

圧系統のみを解析対象とし、柱上変圧器を含む低圧系統は模擬していない。 

 

潮流計算の結果、供給エリア案①’のケースでは電圧が最も低いノードでも電圧低下幅

は約 2.10%に留まり、系統の運用に影響を及ぼすレベルの電圧変動は発生しないことが確

認できる。 

従って、バイオガスプラントの昇圧変圧器の発電機側の電圧を定格値に維持する電圧管

理機能を設けることで、マイクログリッド内の電圧は適正範囲に維持される。 

 

（２）供給エリア案②のケース 

供給エリア案②のケースでは、ドリームヒルバイオガスプラントから約 6km の自営線を

敷設し、役場近隣のエリアに電力を供給する。 

エリア内の高圧需要家は役場、ふれあいプラザ、生涯学習センターの 3 か所を想定し、そ

れぞれ需要は 25kW、25kW、20kW と想定した。エリア内の最大需要は 284kW であるこ

とから、高圧需要家の需要を除いた 214kW が低圧需要家の需要であるとみなし、これらは

エリア内の柱上トランスの容量に応じて分布するものと仮定した。負荷の力率は供給エリ

ア案①’と同様、高圧需要家・低圧需要家共に遅れ 0.98 と仮定した。 

電圧はバイオガスプラントに設置された昇圧トランスの発電機側が 6.6kV に制御される

ものと見なして計算を行った。線路内に自動電圧調整器は設置されていないものとした。 

解析の結果、供給エリア案②のケースでは電圧が最も低いノードでも電圧低下幅は約

1.19%に留まり、系統の運用に影響を及ぼすレベルの電圧変動は発生しないことが確認で

きた。 
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従って、バイオガスプラントの昇圧変圧器の発電機側の電圧を定格値に維持する電圧管

理機能を設けることで、マイクログリッド内の電圧は適正範囲に維持される。 

 

（３）供給エリア案③のケース 

供給エリア案③のケースでは、上音更集中バイオガスプラントから郊外の酪農需要家を

含むエリアに電力を供給する。 

エリア内には高圧需要家は存在せず、全ての需要家が低圧需要家であると想定した。エリ

ア内の最大需要 381kW が、エリア内の柱上トランスの容量に応じて分布するものと仮定し

た。負荷の力率は供給エリア案①’と同様、遅れ 0.98 と仮定した。 

電圧はバイオガスプラントに設置された昇圧トランスの発電機側が 6.6kV に制御される

ものと見なして計算を行った。線路内に自動電圧調整器は設置されていないものとした。 

解析の結果、供給エリア案③のケースでは電圧が最も低いノードでも電圧低下幅は約

2.04%に留まり、系統の運用に影響を及ぼすレベルの電圧変動は発生しないことが確認で

きた。 

従って、バイオガスプラントの昇圧変圧器の発電機側の電圧を定格値に維持する電圧管

理機能を設けることで、マイクログリッド内の電圧は適正範囲に維持される。 

 

 

３．３．瞬時値解析による起動シーケンス確認 

 

（１）モデル条件 

瞬時値解析モデルにて、蓄電池を用いてマイクログリッドの起動を行うシナリオの瞬時

値解析を実施する。 

なお、蓄電池は交流-直流変換を行うパワーコンディショナー(PCS)より交流側のみを模

擬対象とし、PCS は可制御電圧源として模擬している。 

 

（２）マイクログリッド起動のシーケンス 

マイクログリッドは以下のシーケンスに従って起動するものと仮定した。tはシミュレー

ション内での時刻を表す。 

① 初期状態においてバイオガス発電機は、1 号機・2 号機共に系統から切り離された状態で

速度 98％の無負荷運転を行う。 

② 蓄電池 PCS を定電圧・定周波数(CVCF)モードで t=0.5 秒に投入。その後、10 秒かけて

電圧を 0 から 100％に増加させる。 

③ 昇圧変圧器の励磁過渡電流の減衰を 10 秒間待った後に、蓄電池 PCS の定電圧制御(AVR)

を起動。 

④ t=26 秒で、バイオガス発電機 1 号機の補機を起動 
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⑤ t=27 秒でバイオガス発電機 1 号機を同期投入 

⑥ 同期投入後、25 秒かけてバイオガス発電機 1 号機の出力を 150kW まで増加させる 

⑦ t=55 秒で、バイオガス発電機 2 号機の補機を起動 

⑧ t=56 秒で、調相リアクトルを追加で連系 

⑨ t=57 秒でバイオガス発電機 2 号機を同期投入 

⑩ 同期投入後、25 秒かけてバイオガス発電機 2 号機の出力を 150kW まで増加させる 

⑪ t=85 秒で、自営線を課電 

⑫ t=90 秒で、負荷に給電 

 

（３）マイクログリッド起動シミュレーション結果 

自営線路長を 5.832km とした場合と 0.5kmとした場合について解析を実施した。図 3-1

及び図 3-2 に各ケースの起動シミュレーションにおける PCS 出力端の電圧・電流波形を示

す。 

また図 3-3 及び図 3-4 に PCS 出力端の有効・無効電力を、図 3-5 及び図 3-6 に自営線に

流れる有効・無効電力を示す。図 3-1 及び図 3-2 から、PCS の起動直後、バイオガスプラ

ントの補機起動直後、柱上トランス・負荷投入直後は一時的な過渡電流が流れているものの、

それ以外の期間では電圧・電流共に自営線の長さに依らず安定的に運転できていることが

確認できる。 

柱上トランス・負荷投入直後の過渡電流ピーク値は自営線路長 5.832km の場合に

2,219A(PCS定格電流の 163％相当)、0.5kmの場合に 2,614A(PCS 定格電流の 192％相当)

となった。 

ただし、この過渡電流の値については変圧器の詳細パラメータ値によって左右されるた

め、システム構築の際には実機ベースのパラメータを組み込んだ詳細なシミュレーション

により再評価する必要がある。 
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図 3-1．起動シミュレーション結果 (PCS 端電圧・電流 自営線路長 5.832km) 
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図 3-2．起動シミュレーション結果 (PCS 端電圧・電流 自営線路長 0.5km) 

 

 

図 3-3．起動シミュレーション結果 (PCS 端有効・無効電力 自営線路長 5.832km) 
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図 3-4．起動シミュレーション結果 (PCS 端有効・無効電力 自営線路長 0.5km) 

 

 

図 3-5．起動シミュレーション結果 (自営線有効・無効電力 自営線路長 5.832km) 
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図 3-6．起動シミュレーション結果 (自営線有効・無効電力 自営線路長 0.5km) 
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４．町内全域供給検討と事業ステップ 

 

４．１．上士幌町内全域供給検討 

本節では、上士幌町の将来のあるべき姿（非常時に生活に必要な最低限の電力を町内全

域に供給）を実現するために必要となる発電設備、蓄電池設備の規模を検討した。 

 

（１）マイクログリッド構成条件 

マイクログリッドの構成方法として、町全体を大きな一つのマイクログリッドとするケ

ースと小さなマイクログリッドを多数組み合わせるケースが考えられる。 

大きなマイクログリッドは、小さなマイクログリッドと比較して、以下のとおり、実現

に向けた課題が多いものの、蓄電池容量を小さくすることができ、全体のコストを下げる

ことができる。 

・グリッドの立上げ時に、励磁突入電流対策等のため、系統を徐々に広げながら、順

次、発電機を立ち上げていくような複雑なオペレーションが必要である。 

・複数発電機を協調させる高度な運用スキルが要求される。 

・系統事故時に全系が停電してしまい、事故区間の限定が困難となる。 

・以上の対策を人間系で行うのは不可能であり、これらの対策となり得る高度な制御シ

ステムは、現状存在していない。 

今回は、将来を見据えた検討であり、技術課題は多いものの、より効率的である大きな

マイクログリッドを構成するケースで検討した。 

 

（２）系統条件 

上士幌町を含む道東エリアでは、電源接続案件募集プロセスが開始されている状況にあ

り、現時点では、系統の空き容量がないが、ノンファーム接続等の適用により、系統連系

できるものと仮定した。 

 

（３）町内最大需要（節電なし）ケース 

上士幌町全域の想定需要の一例として 9 月のグラフを図 4-1 に示す。 

また、上士幌町全域の平均需要、最大需要、最小需要、最大需要と最小需要の差の分布を

ヒストグラムで表した結果を図 4-2～5 に示す。 
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図 4-1．上士幌町全域の想定需要 (9 月) 

 

 

図 4-2．日間平均需要の分布 (上士幌町全域) 
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図 4-3．日間最大需要の分布 (上士幌町全域) 

 

図 4-4．日間最小需要の分布 (上士幌町全域) 
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図 4-5．最大需要と最小需要の差の分布 (上士幌町全域) 

 

図 4-2 より、上士幌町全域の平均需要は 3.2MWから 6.8MWの範囲に分布していること

が確認できる。 

従って、最大平均需要に対応する電力を供給するためには定格 150kWのバイオガス発電

機が 46 台以上必要となる。 

3.1 の個別供給エリアの検討と同様に、バイオガス発電機を最低出力𝑃BG_minと定格出力

𝑃BG_maxの 2 値でのみ運転するものと仮定し、需給バランス維持に必要となる蓄電池設備の

変換器容量と蓄電池容量を算出した。 

今回の検討では、44 台のバイオガス発電機を常時運転させるものとし、𝑃BG_min = 3300kW、

𝑃BG_max = 6600kWの条件で検討を行った。 

上士幌町全域供給の検討ケースについて、9 月のバイオガス発電機出力波形を図 4-6 に、

蓄電池出力波形を図 4-7 に、蓄電池充電量推移波形を図 4-8 に示す。 
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図 4-6．バイオガス発電機出力 (上士幌町全域供給 9 月) 

 

 

図 4-7．蓄電池出力 (上士幌町全域供給 9 月) 
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図 4-8．蓄電池充電量 (上士幌町全域供給 9 月) 

 

上士幌町全域供給の需給バランス計算の結果得られた、全期間の蓄電池充電量の日間推

移の波形を図 4-9 に示す。 

全期間の蓄電池充電量の日間推移における充電量最大値と最小値の差から必要電池容量

を算出すると、35.6MWh となった。 

 

図 4-9．蓄電池充電量の日間推移 (上士幌町全域  全期間) 
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（４）需要削減の検討 

自立運転を行う状況は上位の電力系統が停電した非常時であると想定されることから、

節電や酪農家の非常用発電機を考慮した需要に基づく検討を行うことで、より合理的な必

要電源設備容量を算出できると考えられる。 

本節の検討では、生活に必要な最低限の需要として、暖房等の必須需要が増える冬季

で、かつ、経済活動が少なく、需要が低くなる年末年始の需要ピークの最低値、約

7,300kWを節電した場合の電力需要をベースとし、更に町内に存在するバイオガスプラン

ト以外の発電設備も活用したケースを検討する。 

 

（５）バイオガスプラント以外の発電設備の考慮：太陽光発電 

上士幌町の 12～2 月と 8 月の各代表日の需要と太陽光発電量を図 4-10 に示す。 

需要ピークは朝夕の搾乳時間帯に発生し、日中の需要は低い。一方、太陽光発電のピー

クは日中に発生し、搾乳時間帯はほとんど発電されない。 

このように、需要と太陽光発電は逆の特徴を示していることから、太陽光発電は需要ピ

ーク時の供給には寄与できないことが確認できる。 

また、需要規模が小さくなると相対的に太陽光発電の出力変動の影響が大きくなり、マ

イクログリッド内の発電設備の安定運転に悪影響を与えることが懸念される。 

このため、太陽光発電は考慮しないこととする。 

 

 

図 4-10．上士幌町の電力需要と太陽光発電量 
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（６）バイオガスプラント以外の発電設備の考慮：非常用自家発 

酪農家では停電時に搾乳を継続するために、非常用自家発の導入が進んでいる。自家発

導入済みの酪農家の牛舎需要は約 2,000kW あり、この発電機を非常時に稼働することを

考慮する。 

牛舎の需要曲線を簡易化したモデルを使用し、最大負荷が 2,000kW になるように調整

した需要曲線を自家発による供給分として考慮する。 

 

（７）必要電源設備容量の検討 

代表日 1 日分の町内全域の需要曲線を想定し、必要な電源設備容量を算出した。 

節電+自家発利用ケースの需要曲線における平均需要はそれぞれ 4,481kW、4,640kW で

あった。 

そこで、バイオガス発電機容量を 4,800kW(150kW 機 32 台分)と仮定し、節電なしケー

スと同様の需給バランス計算を 1 日分の需要曲線に対して行った。 

この結果、必要変換器容量と必要蓄電池容量は、2,299kW、3.93MWh であった。 

ただし、ここで示した必要設備容量は想定した 1 日分の需要曲線に基づくものであるた

め、年間を通した需要曲線を想定した場合にはこの値より大きな設備容量が必要となる可

能性がある。 

表 4-1 に上士幌町全域供給に必要な変換器容量・蓄電池容量・バイオガスエンジン（発電

機）容量をまとめる。表 4-1 では、比較のため個別供給エリア毎の必要設備容量も再掲して

いる。 

一般に蓄電池システムはその電池容量の上端と下端のそれぞれ 10%程度をマージンとし

て保持するため、実際の設備として必要な容量はここに示した値より 20～25%程度大きく

なることに注意されたい。 

また、現在のバイオガス発電機の総容量は 2,000kWであり全町供給のためには 2,800kW

不足しており、更に現在の家畜糞尿の賦存量はバイオガス発電機 4,000kW 分であり、賦存

量では 800kW分不足している。 

 

表 4-1．必要電源設備容量まとめ (上士幌町全域供給) 

 

 

 

 

供給エリア① 供給エリア①’ 供給エリア② 供給エリア③ 上士幌町全域
上士幌町全域

（節電+自家発）

変換器容量[kW] 102 283 174 150 3734 2299

蓄電池容量[MWh] 0.89 2.04 1.33 1.74 35.57 3.93

バイオガスエンジン

容量[kW]
150 450 300 300 6600 4800
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（８）事業ステップの検討 

（7）の検討から上士幌町全域へ供給するためには蓄電池システムだけでなく、今後の

計画的なバイオガス発電機の増設が前提となる。 

また、（1）で示した各課題の解決も必須であることから、図 4-11 に示す概念図のよう

なステップを踏んだマイクログリッドの拡張が好ましいと言える。 

 

図 4-11．全域供給までのステップ例 
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４．２．事業ステップ（第Ⅰ期）の検討 

（１）町内 6 箇所のバイオガスプラントによる重要施設への供給 

 1～3 章で検討した個別エリアの検討結果に基づき、上士幌町内で稼働中及び稼働予定の

全 6 箇所のバイオガスプラントで供給可能な重要施設を含むエリアを検討する。 

検討内容を表 4-2 に示す。まずは、市街地の重要施設に供給するため自営線敷設を含むパ

ターンを含めて、検討した。各エリアの概算需要は 300kWで、需要、配電線条件等は別途

詳細検討が必要である。 

なお、ドリームヒルのバイオガスプラントを活用する案については、ドリームヒルの施設

需要が大きく 300kW を超えるため、施設需要は自家発電機で賄い、バイオガスプラントの

電力を重要施設に供給する形態で検討した。 

 

表 4-2. 各バイオガスプラント（BP）から重要施設への供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、マイクログリッド構築および運転維持にかかる費用は、1～3 章の検討結果から、

系統線主体か長距離の自営線があるかで分類することができ、概算額は表 4-3 に示すとお

りとなる。 

 

表 4-3. マイクログリッド構築および運転維持にかかる費用 

分類 構築費用 運転維持費用 

系統線主体（バイオガスプラン

ト周辺への供給） 
約 3.5 億円/箇所 年間 約 6 百万円/箇所（※） 

自営線あり 

（市街地への供給） 
約 6 億円/箇所 年間 約 13 百万円/箇所 

※：自営線が全くないケース 

 

（２）費用対効果を考慮した供給案の再検討 

 非常時の最重要施設である役場庁舎や病院等がある市街地中心部においてマイクログリ

ッドを構築する場合は、長距離の自営線が必要であり、費用が高額となる。また、マイクロ

グリッド発動までに数時間～数十時間要すると想定され、発動までの間の停電対策も課題

  供給先 重要施設 

上士幌集中 BP 周辺 下水管理センター、上士幌高校 

上音更集中 BP 周辺 上音更コミュニティセンター 

北門集中 BP 周辺 北門コミュニティセンター 

ドリームヒル BP 市街地 役場庁舎、ふれあいプラザ、生涯学習センター 

萩ヶ岡集中 BP 周辺 萩ヶ岡コミュニティセンター 

居辺集中 BP 市街地 上士幌クリニック、スポーツセンター 
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となることから、当面は、マイクログリッドではなく、これらの施設は、施設側で停電対策

をすることが望ましいと考えられる。 

このため、第Ⅰ期として、現実的と考えられる系統線主体で各バイオガスプラントの周辺

へ供給する案について検討した。 

各エリアの概算需要は 300kW で、需要、配電線条件等は別途詳細検討が必要である。ま

た、ドリームヒルのバイオガスプラントを活用する案については、施設需要は自家用発電機

で賄い、バイオガスプラントの電力を重要施設に供給する形態で検討した。 

検討結果を表 4-4 に示す。 

 

表 4-4．各バイオガスプラント（BP）から重要施設への供給 

（費用対効果を考慮した供給案） 

 

 

（３）実施エリア選定の考え方 

 （2）で述べたとおり、第Ⅰ期として、実施するエリアについては、系統線主体で供給で

きるバイオガスプラント周辺に供給するパターンから選定する。 

 具体的に、どのエリアから実施するかについては、費用対効果を比較検討のうえ決定する。 

 

 

 
供給先 重要施設 

上士幌集中 BP 周辺 
下水管理センター、上士幌高校 

 ※短距離であるが、自営線あり 

上音更集中 BP 周辺 上音更コミュニティセンター 

北門集中 BP 周辺 北門コミュニティセンター 

ドリームヒル BP 

     or 

萩ヶ岡集中 BP 

周辺 萩ヶ岡コミュニティセンター 

居辺集中 BP 周辺 北居辺コミュニティセンター 
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５．地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制 

 

５．１．平常時運営モデル 

 本事業において、平常時における蓄電池運用を前提とした事業運営モデル（例）を、図

5-1に示す。 

本モデルでは、マイクログリッド事業者が蓄電池を所有し、平常時は、バイオガスプラン

トに隣接する牛舎等の施設のピークカット等に活用するもので、設備導入に必要となった

建設費および保守・運営にかかる費用をプラント所有者からは蓄電池利用料として、上士幌

町からは事業継続計画（BCP）対策費として徴収する。 

プラント所有者は牛舎等の施設の電気料金を軽減することができるが、施設のピークカ

ット等に蓄電池を利用するため、蓄電池の利用度合いに応じた利用料をマイクログリッド

事業者に支払う。 

なお、事業化可能性の検討については、第 10章「地域マイクログリッド構築における

事業化可能性」に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1．マイクログリッドの平常時運営モデル（例） 

 

５．２．非常時の実施体制 

 非常時の実施体制については、第 6章「非常時の対応マニュアル」に記載。 

【プラント所有者】 

バイオガスプラント+牛舎等の施設 

【マイクログリッド事業者】 

蓄電池＋需給調整システム 
【上士幌町】 

蓄電池利用料 

事業継続計画 

（BCP）対策費 
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６．非常時の対応マニュアル 

 

６．１．非常時の役割分担 

非常時（マイクログリッド運用時）の役割分担を表 6-1に、連絡体制を図 6-1に示す。 

 

表 6-1．非常時の役割分担 

担当 役割 

MG事業者 蓄電池・需給調整システム管理、需給調整・系統監視（非常時） 

北海道電力 送配電業務 

発電事業者 発電業務 

上士幌町 地域住民への周知 

※MG事業者：マイクログリッド事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1．連絡体制（案） 

 

６．２．マイクログリッド発動の基本的な考え方 

非常時のマイクログリッド運用の実施は、北海道電力が大規模停電時の復旧作業に準じ

て判断する。具体的には、停電の長期化が想定され、移動発電機車などによる仮送電が必

要と判断される場合が対象となる。 

また、マイクログリッド運用は、各事業者の設備および配電設備に被害がないこと、北

海道電力とマイクログリッド事業者間の連絡体制が確保されていることも条件になる。 

なお、非常時のマイクログリッド運用開始までには、グリッド内の設備状態確認、系統

側の開閉器操作、ブラックスタート等、数～十数時間程度を要すると想定される。 

 

 

 

 

 

北海道電力 

MG事業者 

発電事業者 上士幌町 
MG対象需要家 

（民家） 

MG対象需要家 

（施設・工場等） 
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６．３．マイクログリッド運用開始・停止手順 

 マイクログリッド運用開始・停止の手順を以下に示す。 

 

（１） 運用開始手順 

①  マイクログリッド運用判断（一般送配電事業者） 

②  各設備の健全性確認（各事業者） 

③  マイクログリッド実施判断 （一般送配電事業者） 

④  マイクログリッド内需要家周知（マイクログリッド事業者、上士幌町） 

⑤  開閉器操作 （一般送配電事業者） 

⑥  発電設備起動（発電事業者） 

⑦  需給調整・系統監視（マイクログリッド事業者） 

 

（２） 運用停止手順 

①  復旧見込み確定（一般送配電事業者） 

②  マイクログリッド停止準備（各事業者） 

③  マイクログリッド内需要家周知（マイクログリッド事業者、上士幌町） 

④  マイクログリッドの電源側まで復旧（一般送配電事業者） 

⑤  マイクログリッド運用停止判断（一般送配電事業者） 

⑥  発電設備停止（発電事業者） 

⑦  開閉器操作 （一般送配電事業者） 

⑧  マイクログリッド内復旧、マイクログリッド以降の系統復旧（一般送配電事業者） 

⑨  発電設備運転、系統連系（発電事業者） 
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７．地域マイクログリッド構築スケジュール 

 

4月に開始した場合のマイクログリッドの構築スケジュールを図 7-1に示す。蓄電池設備

と受変電設備は案①～③で共通しており、蓄電池の納期が約 8 ヶ月と長いことから、冬前

までに土木工事を終わらせ、納入後すぐに試験を開始し年度内に運転開始するスケジュー

ルとする。 

参考として、案②における自営線の構築スケジュールも記載した。 

 

 

図 7-1．地域マイクログリッド構築スケジュール 

（2020年 4月に実施設計を開始した場合） 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

蓄電池設備

＞基本設計

＞詳細設計

＞土木工事

＞設置工事

＞蓄電池 　 発注 納入

＞試験

＞稼働

受変電設備

＞調査設計

＞基礎工事

＞配管工事

＞既設受変電設備改修

＞新設受電盤据付

＞工事・管理業務

配電線路設備(※案②)

＞検討・計算

＞現地調査

＞基本設計

＞許認可申請図書作成 　 提出  許可

＞詳細設計

＞工事・管理業務

設備項目
2020年 2021年
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８．地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策 

 

８．１．単独運転の実施可否 

分散型電源の運転方法は、系統連系（系統電源あり）か自立運転のいずれかであり、既

設配電線を介して電気を直接需要家へ供給する運転は保安面や供給信頼度面から現状では

認められていない。 

マイクログリッドでは、非常時に分散型電源を単独運転する必要があることから、電気

設備の技術基準に抵触すると判断された場合、本事業を成立させることができない。 

本事業では、系統連系規程に示されている保安面、供給信頼度面およびその他の課題に

ついての技術面での対策については検討を実施したが、法解釈等の観点から本課題につい

ての整理が必要である。 

 

電気設備の技術基準第 229条 

高圧の電気電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に

解列するための装置を施設すること。 

一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること 

（中略） 

ハ 分散型電源の単独運転 
 

系統連系規程（JEAC9701） 

単独運転防止対策 

系統停止時（発電設備等が連系する系統またはその上位系統の事故時や、作業時または火災などの

緊急時）に、発電設備等が系統から解列されない状態で単独運転を継続していると、本来無電圧である

べき系統が充電されることとなる。この場合、保安面・供給信頼度面から次の問題点を生じるおそれがあ

るため、これを排除する必要がある。 

ａ．保安面 

・系統に事故が生じている場合には、事故点に電力を供給し続けることとなる。このため、公衆感電の

ほか、事故点の被害拡大、需要家機器損傷のおそれがある。 

・停電区域であるべき線路が充電状態となるため、作業車（消防を含む）が感電するおそれがある。 

ｂ．供給信頼度面 

・再閉路または他回線からの逆送電が行なえないため、健全区間であっても送電が大幅に遅れる。 

ｃ．その他 

・充電された系統内では、電圧・周波数が変動するおそれがあり、需要家機器の損傷が危惧される。 

以上のことから、系統停止時における単独運転を確実に防止することが必要である。 

 
 
用語の解説：系統連系規程（JEAC9701） 

並 列 ： 発電設備を系統に接続すること 

解 列 ： 発電設備を系統から切離すこと 

連 系 ： 発電設備等が系統へ並列する時点から解列する時点までの状態 

単独運転 ： 発電設備等が連系している一部の系統が事故などによって系統電源と切離された状態に

おいて、この線路内に存在している発電設備等だけで発電を継続し、線路負荷に電力供

給している状態。 

自立運転 ： 発電設備等が系統から解列された状態で、当該発電設備等設置者構内の負荷のみに電

力を供給する状態のこと 
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８．２．平常時の蓄電池運用に関する課題 

 非常時に既存の再エネを活用し、マイクログリッド内に電力を供給するには、蓄電池や需

給調整システムなどの設備を追加する必要がある。 

これらの設備の構築および運転・維持費用を回収し、事業化を実現するには、平常時に蓄

電池を活用し収入を得るスキームの確立が必須となる。 

 現状、上士幌町を含む道東エリアは、送電線に空き容量がない状況であり、蓄電池は放電

時に逆潮流しないように運用する必要がある。 

 このため、バイオガス発電機に蓄電池を併設して、発電機の停止指令を回避する図 8-1の

ような運用については、蓄電池に充電した電力を放電できないため、実施することができな

い。 

 

  

 

図 8-1．バイオガス発電機に蓄電池を併設する形態 

 

 また、図 8-1 で放電する代わりに隣接する施設負荷で逆潮流しないように自家消費する

図 8-2 についても、電気事業法施行規則により FIT 電源と他の設備の電気的接続ができな

いため、実施できない。 
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図 8-2．蓄電池の電力を施設負荷で消費する形態 

 

 以上から、現状、逆潮流を伴わない平常時の蓄電池運用としては、施設負荷のピークカッ

ト以外に、経済メリットのある運用方法を見出すことが困難である。 

 

８．３．その他マイクログリッド構築に関する課題 

 本節では、マイクログリッド構築において、法・制度面以外の解決しなければならない課

題についてまとめる。 

 

（１）マイクログリッド構成時の開閉器操作要員の確保 

 配電線の開閉器は自動開閉器と手動開閉器の 2 種類があり、自動開閉器は、停電すると

自動的に開放し、加圧されると自動的に投入される。 

開閉器はこのような動作をするため、マイクログリッド構成時は図 8-3 に示すように系

統との切離し箇所において、自動開閉器が加圧されても投入しないよう解放状態でロック

する操作、手動開閉器は解放する操作を現地で行う必要である。また、復旧時はこの逆の操

作が必要である。 

人間系でこれらの現地操作が必要であるため、マイクログリッドの構成・復旧には一定の

時間を要する。マイクログリッド数の増加に伴い、人間系の対応が難しくなるため、将来的

には操作の遠隔化・自動化を目指す必要がある。 
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図 8-3．マイクログリッド構成時の現地操作 

 

（２）マイクログリッド構成の考え方 

 図 8-4 に示すように配電線の途中部分を中抜きしてマイクログリッド構成した場合、マ

イクログリッド以降の末端側は系統から分断される。 

このため、停電復旧においてマイクログリッドよりも変電所側のエリアは事故復旧に伴

い送電されるが、マイクログリッドよりも末端側のエリアは、マイクログリッド内の復旧作

業を待つため、送電が遅れる可能性がある。 

従って、マイクログリッド内の復旧操作を速やかに行うための手順整理・訓練や、マイク

ログリッドにより極力系統分断しないようなエリア構成が必要である。 

 

 

図 8-4．マイクログリッド構成時の系統分断 
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（３）マイクログリッド内負荷・発電設備の新設・変更などへの対応 

 マイクログリッド構築において、マイクログリッド内の発電機出力と需要のバランスが

とれるように検討を行っているが、現時点の状況しか考慮していない。 

このため、将来に亘ってもマイクログリッド内の需給バランスを保てるよう管理するた

めに、グリッド内負荷・発電設備の新設・変更等の情報共有が都度必要である。 

また、場合によっては、検討したマイクログリッドが構成できなくなる可能性があるため、

継続してマイクログリッド構築の検討を行える体制が必要である。 

 

（４）その他、技術的な課題 

その他、実施断面で詳細に検討すべき課題を以下に示す。 

・単独運転時における配電系統の保安の確保と、マイクログリッド運用中の電力品質の維持

について、技術的な検証が必要である。 

・発電機並列時の柱上変圧器を含む変圧器の励磁突入電流の影響について、詳細検討が必要

である。 

・系統内の太陽光発電等は単独運転防止装置を有しているが、マイクログリッド運用中は平

常時の系統状況と異なるため、単独運転防止装置動作による解列・並列を繰り返す現象が

発生することがあり、発電機等の運転に影響を与えないか、検討が必要である。 

・地絡検出方法の検討が必要である。 

  

また、自営線を活用する場合は、以下の課題がある。 

・自営線を活用する場合、専任の電気主任技術者が必要である。また、占有が禁止されてい

る道路もあり、道路管理者と協議の上、供給ルートを検討する必要がある。 

 

８．４．課題まとめ 

8.2で述べたとおり、マイクログリッドの設備構築および運転・維持費用を回収し、事業

化を実現するには、平常時に蓄電池を活用し収入を得るスキームの確立が必須であるが、現

状は、施設負荷のピークカット以外に、経済メリットのある運用方法を見出すことが困難で

ある。 

将来的なものも含めると、平常時の蓄電池活用には、以下の方策が考えられる。 

① 施設負荷のピークカット（現状） 

② 熱容量や下げ代不足対策による再エネ発電の制約回避（数年後：ノンファーム型接続ス

キーム整理後） 

※ノンファーム型接続：系統に空きがある時に発電し、混雑時は出力制御することを前提とした接続。 

③ 再エネ電源の市場を利用した経済運用（FIT終了後） 

 

しかし、数年後、大きな収入源になると想定される②の施策について、送電線に空き容量
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がない地域でノンファーム型接続スキームが整理された後であっても、蓄電池は同一受電

点下にある発電設備にしか利用できない状況にある。 

蓄電池の平常時活用を更に進めるため、課題解決が必要であるが受電点が異なる蓄電池

と発電設備を連動して調整することが可能となれば、平常時の蓄電池運用の収入増につな

がる。 

さらに将来的には、上位系統に重潮流が発生した際に、地域内のエネルギーリソース全体

で需給調整を行うことが可能となり、送配電事業者に対する新たなサービスが生まれると

ともに、地域の再エネを最大限活用できるため、社会コストの最小化につながるものと考え

られる。 

このため、本実証を行うに際しては、上記の検証ができるよう国においても、検討をお願

いしたい。 
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９．平常時における需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画 

 

９．１．平常時の需給シミュレーション 

3.1にて示した需給シミュレーションは検討時に収集した電力需要データを元に需給調

整システムの動作を模して検証したものである。従って、電力需要の傾向に変化があった

場合は、設置した蓄電池の容量が不足することが考えられる。例えば年に一度、非常時に

マイクログリッドを発動するエリアの電力需要データを想定し 3.1と同様のシミュレーシ

ョンを行い蓄電池容量の妥当性を継続的に検証する。 

例： 

・ 毎年 9月に該当のマイクログリッドの過去 1年分のデータを想定 

・ 需給シミュレーションの実施 

・ 非常時マニュアルへの反映 

負荷施設の増加等で電力需要の増加/減少が発生し、設置済の蓄電池の容量が不足する場

合には、マイクログリッド発動時の電力供給エリアを変更する、復電する施設の選定を行

う等の対策を関係者で協議、決定し非常時のマニュアルへ反映させることとする。 

 

９．２．災害対応訓練の実施計画 

 

（１）実施方針 

訓練においては、実際に系統を遮断する等によりマイクログリッドの発動を実証するこ

とは非常に大きなリスクが伴うことから、設備点検及び電力供給手順を確認するレベルと

する。 

 

（２）訓練計画の策定・実施 

マイクログリッド事業者が主体となり、災害対応訓練計画を策定し、毎年１回実施する。 

 

（３）訓練計画の内容 

訓練計画は、以下の項目を網羅する内容とする。 

・マイクログリッド運用開始・停止フローを確認できること。 

・全ての関係者の連絡体制を確認できること。 

・全ての関係者が各自の役割分担を確認できること。 

・機器操作は、可能な範囲で、実設備を活用した訓練を行うこと。（需給調整

システムの操作などを想定） 
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１０．地域マイクログリッド構築における事業化可能性 

地域マイクログリッド構築によって導入される蓄電池を平常時に運用することで、経済

的なメリットが発生すると考えられる。以下では、蓄電池の当面の活用方法から、将来的に

考えられる活用方法まで、時間軸で区分して考察する。 

 

１０．１．当面の活用方法  

（１）平常時にピークカットを行う場合の事業性評価 

 平常時にピークカットを行う場合の電気料金低減メリットは、年間で数十万円程度であ

り、これを考慮した事業性評価を行った。 

地域マイクログリッド構築によって導入される蓄電池は、経済産業省「地域マイクログリ

ッド構築支援事業」を想定し、補助金（補助率 2/3）活用を前提条件とした。 

 

ａ．蓄電池導入（自営線なし）モデル 

地域マイクログリッド構築（自営線なし）によって導入される蓄電池を、平常時は、牛舎

等のバイオガスプラント隣接施設のピークカットに活用するモデルを想定し、試算を行っ

た。 

蓄電池 2.8億円に加え、需給調整システム等を加えた導入費用総額を 3.4億円、年間の運

転維持費を 625万円／年と想定した。 

ただし、初期の投資額は補助金を利用することで 1.1億円まで低減される。その他、蓄電

池の償却年数を 6 年、需給調整システムは 5 年としたほか、事業運営期間を 20 年とした。 

上記前提のもと、蓄電池の投資額および 20年間の運営コストの回収に必要な金額を試算

すると、約 1,600万円／年となる。 

 

ｂ．蓄電池導入（自営線あり）モデル 

地域マイクログリッド構築（自営線あり）によって導入される蓄電池を、平常時は、牛舎

等のバイオガスプラント隣接施設のピークカットに活用するモデルを想定し、試算を行っ

た。 

蓄電池 2.8 億円に加え、自営線および需給調整システム等を加えた導入費用総額を 6 億

円、年間の運転維持費を 1,245万円／年と想定した。 

ただし、初期の投資額は補助金を利用することで 2億円まで低減される。その他、蓄電池

の償却年数を 6年、自営線は 20年、需給調整システムは 5年としたほか、事業運営期間を

20年とした。 

上記前提のもと、蓄電池の投資額および 20年間の運営コストの回収に必要な金額を試算

すると、約 2,800万円／年となる。 
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（２）自家消費を前提とした新設バイオガスプラントを組み合わせた運営モデル 

前述のとおり、単純に蓄電池を導入しても、収入を得る手立てがない状況である一方、当

該地域は飼育頭数増加を計画しており、糞尿処理に必要な新設バイオガスプラントの増設

が望まれている。 

しかし、FIT制度を前提とした場合、現時点では送電線に空き容量がなく、新設バイオガ

スプラントの系統接続が不可能となっている。 

これらの課題を解決するため、平常時の運用として FIT 制度を活用しない自家消費型の

新設バイオガスプラントと蓄電池の運営モデルを検討する。その事業性評価のため、前段で

蓄電池を導入しない新設バイオガスプラントのみのケースも比較対象として検討する。 

これらのモデルについては以下の経済メリットが挙げられる。 

・施設に必要な電力をバイオガスプラントから送ることによる電気料金負担の削減効果 

・FIT制度を利用しないため、国からの補助金を利用することによる建設費の圧縮 

一方で以下の費用増が考えられる。 

・バイオガスプラントの保守等によって生じる不足電力を供給する自家発補給契約相当 

・マイクログリッド事業者への蓄電池利用料の支払い（蓄電池を組み合わせたモデル） 

上記内容を踏まえ、2つの運営モデルについて事業性を試算し、考察を行う。 

 

ａ．非 FIT自家消費バイオガスプラント単独新設ケース 

バイオガスプラントを単独で新設し、FIT を適用せずに発電全量をプラント所有者の施

設（牛舎等）で自家消費するケースを想定し、試算を行った。 

本ケースでは、プラントの新設に、農林水産省「畜産バイオマス地産地消緊急対策事業」

の補助金（補助率 1/2） を想定し、活用することを前提条件とした。 

バイオガスプラントの発電出力は 300kW、稼働率 90％と想定し、建設費および年間の運

転維持費は、資源エネルギー庁の調達価格等算定委員会の資料（建設費 211.1万円/kW、運

転維持費 9.8 万円/kW/年）より、それぞれ 6.3 億円、2,940 万円／年とし、耐用年数は 15

年、事業継続期間は 20 年とした。建設費については補助金を利用することで、3.2 億円ま

で低減される。 

発電量は全量プラント所有者の持つ施設にて消費されるものとする。これにより小売電

力事業者からの電力購入費用分を削減できることから、その分を収入とみなすことができ

る。単価は北海道電力の高圧電力（一般）の標準単価を使用。 

建設費の償却費として、償却期間 15年間で定額法により計上し、運転維持費は、期間中

に年率 1％で上昇するものと仮定する。 

メンテナンス時等において必要となる電力の確保のため、小売電気事業者と自家発補給

契約を結ぶ必要があると考えられるが、今回は、その費用については織り込んでいない。 

上記前提のもと、20年間の平均収支をみると 75万円／年のマイナスとなった。 
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ｂ．非 FIT自家消費バイオガスプラント新設+蓄電池導入（自営線なし）による地域マイク

ログリッド構築ケース 

地域マイクログリッド構築事業としてバイオガスプラント新設、蓄電池導入、バイオガス

プラントの発電全量をプラント所有者の施設（牛舎等）で自家消費するケースを想定し、試

算した。 

本ケースでは、バイオガスプラントおよび蓄電池に、経済産業省の補助金（補助率 2/3）

を活用することを前提とした。 

試算条件は、バイオガスプラントに関しては、（2）aのケースと同様、蓄電池については、

（1）aのケースと同様とする。 

経済産業省の補助金（2/3適用、上限 6億円）を利用するが、蓄電池への充当を優先した

場合、3.4億円が 1.1億円まで低減される。 

バイオガスプラントは補助金の上限額である 6億円から蓄電池補助分（2.3億円）を除い

た 3.7億円が補助されるとして、6.3億円が 2.6億円まで低減される。 

上記前提のもと、蓄電池とバイオガスプラントを合わせた場合、投資額の回収と 20年間

の運営に必要な金額は平均で 1,100万円／年となる。 

 

１０．２．将来の活用方法 1 

今後の数年程度で、ノンファーム型接続スキームが整理されると想定され、その際に、蓄

電池を活用することによって生じるメリットについて、以下で考察する。 

上位系統の制約による発電機停止指令中に発電した電力を蓄電池に蓄え、系統制約がな

い時間に放電できれば、出力抑制を回避することが可能となり、その制約時間分だけ経済メ

リットが生じることとなる。 

そのメリットは、バイオガス発電の出力が 300kWであれば、年間百万円程度となり、将

来、その時間が延びれば、更に経済メリットは拡大することとなる。 

 

１０．３．将来の活用方法 2（FIT適用期間経過後） 

卸電力市場を利用した電力取引によるビジネスモデルについて、以下で考察する。 

FIT 適用期間を経過した後には、バイオガスプラント自家消費以外の部分を蓄電池に充

電し、卸電力市場において電力価格が高い時間に売ることで収益を上げるビジネスモデル

が考えられる。 

ただし、バイオガスプラントの FIT 適用期間は 20 年となっており、20 年後の卸電力市

場の状況、バイオガスプラントの稼働状況および自家消費を勘案しつつ売電を実施する運

用方法等について、現時点で見通すことは困難なため、定量的な試算はできなかった。 
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１０．４．まとめ 

 蓄電池のみ導入するケースは、ピークカット効果が年間数十万程度であり、蓄電池の建

設費・運転維持費を回収するには、蓄電池利用料や事業継続計画（BCP）対策費用の形

で受益者（施設所有者・町）が、20 年間の平均で、自営線なしの場合は 1,600 万円／

年、自営線ありの場合は 2,800万円／年のコストを負担する必要がある。 

 蓄電池とバイオガスプラントをそれぞれ単独で設置、運営した場合、コストの合計は 20

年間の平均で 1,600+75＝1,675万円／年（20年間では約 3.3億円）となる。 

 地域マイクログリッド構築事業として、蓄電池とバイオガスプラントをまとめて導入

した場合のコストの合計は 20 年間の平均で約 1,100 万円／年（20 年間で約 2.3 億円）

となり、各々を単独で設置した場合に比較し 1億円程度のメリットがある。 

 バイオガスプラントを設置した場合、さらに糞尿処理に伴う費用低減、発生する熱の有

効利用、消化液や再生敷料販売による収入増などが期待でき、コストの負担を軽減する

ことが可能になる。 

 町全体としてみた場合、災害時の電力の確保に加えて、温室効果ガスの発生量の軽減、

臭気の軽減による観光収入へのプラス寄与、プラントの運営・糞尿の輸送等に伴う町内

での雇用の増加など、大きな経済効果が生じるものと想定される。 

 地域にあるリソースを活用するメリットは大きく、将来を見すえた町全体の循環型エ

コシステムの確立について合理的に検討していくことが重要である。 
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１１．再生可能エネルギー賦存状況の調査 

 

１１．１．上士幌町の再生可能エネルギー賦存量 

町内の酪農・畜産農家から排出される家畜糞尿量の検討にあたり、家畜飼育頭数調査を

実施した。また、家畜頭数から糞尿排泄量を乳牛 65kg/日、育成牛・肉牛 23kg/日として

想定した。結果を表 11-1に整理する。2018年度の家畜飼育頭数は 38,734頭、糞尿発生量

は 504,732t、2023年度には家畜飼育頭数は 41,334頭、糞尿発生量は 547,899tまで増え

る見込みである。これはプラント原料換算で 300kW級バイオガスプラント 15.5基分の処

理量に相当する。 

 

表 11-1．上士幌町の畜産牛飼育頭数と発生する糞尿量 

 

 

１１．２．上士幌町バイオガスプラント導入状況 

上士幌町は農業・林業などの第一次産業が主産業である。地域発展に向け、酪農部門で

は乳量生産量 100,000tを目標としていた。生産量増大には家畜飼育頭数の増頭が必要で

あったが、家畜糞尿処理が課題となった。そこで、糞尿処理対策として家畜糞尿バイオガ

スプラントを導入し始めた。町内のバイオガスプラント導入状況を表 11-2に整理する。現

在 5基のバイオガスプラントが稼働中で、今後 1基が新設され計 6基、定格出力合計

1,950kWの稼働が予定されている。 

 

表 11-2．上士幌町内のバイオガスプラント（BP） 

 

飼育頭数[頭 ] 糞尿量[t/年] 飼育頭数[頭 ] 糞尿量[t/年]

経産牛 65 11,713 277,891 13,105 310,916

育成牛 23 6,383 53,585 7,089 59,512

肉牛 23 20,638 173,256 21,140 177,470

合計 ー 38,734 504,732 41,334 547,899

乳牛糞尿量

[kg/日]

2018年 2023年

定格出力[kW] 処理能力[t/日] 処理能力[t/年] 稼働状況

上士幌集中BP 300 100 36,500 稼働中(2018年2月～)

上音更集中BP 300 100 36,500 稼働中(2018年2月～)

北門集中BP 300 100 36,500 稼働中(2018年5月～)

ドリームヒルBP 300 100 36,500 稼働中(2018年3月～)

荻ヶ岡集中BP 450 150 54,750 稼働中(2019年12月～)

居辺集中BP 300 100 36,500 未稼働(2020年度稼働予定)

合計 1,950 650 237,250 ー
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１２．当該地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方法

等に係る調査 

 

１２．１．町内重要施設調査 

非常時の防災拠点等となる重要施設の受変電設備について、施設図面および現地確認に

て調査した。 

マイクログリッド立ち上げ時に、変圧器やコンデンサに生じる励磁突入電流が発電機容

量を超過すると、発電機が停止してしまうことから、励磁突入電流の影響についても検討

する必要がある。 

このため、各施設の励磁突入電流値についても整理した。 

 

１２．２．バイオガスプラント以外の発電設備 

 

（１）非常用発電機 

非常用発電機は、通常、電力系統と切り離して運転するものである。その使用目的から、

表 12-1～2 に示すように防災用と保安用の大きく 2 つに分けられる。防災用は法令で設置

が義務づけられた消火設備等の防災設備に供給する発電機であり、保安用は自主設置の防

災用以外のコンセントや照明等に供給する発電機である。 

 

表 12-1．非常用発電機種類による規定 
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表 12-2．非常用発電機の一般負荷への使用可否 

 

 

ａ. 重要施設の非常用発電機 

町内の重要施設に設置されている発電機は 1箇所を除き、防災用、防災用・保安用共用機

である。 

これらの発電機は、長時間運転する仕様になっておらず、長くても数時間程度しか発電を

継続することができない。また、発電機容量も契約容量と比べて小さく、供給先も防災設備

と施設の一部照明やコンセントに限定される。 

一方、保安用発電機は、長時間運転に対応しており、施設負荷全体に供給可能である。 

 

ｂ．酪農家の非常用発電機 

町内 56 戸のほぼ全ての酪農家に保安用の発電機が導入されている (発電機容量 37～

550kW、総発電容量 4,444kW) 。 

よって、aのすずらん荘と同様に、長時間停電時にも、自立運転を継続することができる。 

ただし、酪農家の設備構成によっては復電時に自動で系統側に切替わるものがあるため、

マイクログリッド運用時にも自立運転を継続するためには、自動で切替わらないようにす

る必要がある。 

 

（２）太陽光発電設備 

上士幌町内にある高圧連系の太陽光発電設備を表 12-3に整理する。 

 

表 12-3．上士幌町内の太陽光発電設備 

 

 

 

 

 

導入箇所 発電機容量[kW] 総発電機容量[kW]

太陽光発電設備 5 300～2,000 4,845



54 

 

１２．３．重要施設の需要測定 

重要施設のうち、一部施設（役場庁舎、ふれあいプラザ、生涯学習センター、上士幌小

学校、上士幌高校）の電力需要を測定した。 

 

 

１２．４．発電機ブラックスタート機能・負荷追従性・運転持続性検討 

 

（１）発電機ブラックスタート機能 

停電時、系統電力が使用できない環境において、バイオガス発電機を起動させるために

は発電機の補機類へ電力を供給することが必要となる。設置する蓄電池に自立運転モード

を実装し、停電時に蓄電池より補機類へ電力が供給できるシステムとする。発電機のブラ

ックスタートの手順を確認した。 

 

（２）負荷追従特性 

使用するバイオガス発電機の追従特性は瞬時性に乏しいため、負荷の変動時に、周波数

の低下が発生し、保護回路が動作することから、蓄電池によるサポートが必要となる。 

 

（３）運転持続性検討 

需給調整のシミュレーション結果より、現状の需要カーブにおいては、マイクログリッ

ド発動中に、蓄電池容量が不足し、マイクログリッドの運転が停止する事象が発生しない

設計にすることが可能である。従って、蓄電池容量を十分に確保した上でバイオガスプラ

ントへ糞尿が定期的に投入されれば、マイクログリッドの持続的な運転が可能である。 

一方、平常時は常時バイオガス発電機より 300kW出力し、FIT売電を行っており、こ

れにより 100t/日の糞尿を処理している。マイクログリッド発動時には需給調整システム

により出力の調整が行われるため、発電に必要な糞尿の量が減り、糞尿の投入量を抑制し

た場合、糞尿の処理が平常時より鈍化することとなる。または、糞尿の投入量を抑制せず

に処理を行った場合、発生したバイオガスが余剰することとなり、これらの処理が必要と

なる。 
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