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はじめに 
 

本ガイドブックは、NEDO 技術開発機構が平成 15 年度～19 年度の 5 ヶ年にわたり実施し

た「新エネルギー等地域集中実証研究」の３プロジェクト（プロジェクトの概要は本編第 2 章、

および別冊に記載）の成果や知見をベースとして、新エネルギーを活用したマイクログリッド

システムを導入する際の手引きとしてとりまとめたものである。3 プロジェクトとは、 

・ 「2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市における新エネルギー等地域集中実証研究」

（以下、愛知プロジェクト） 

・ 「京都エコエネルギープロジェクト」（同、京都プロジェクト） 

・ 「八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト」（同、八戸プロジェクト） 

 である。 

 

本ガイドブックは本編と別冊の 2 部構成となっている。 

 

本編では、マイクログリッドシステムに関心を持ち、導入を検討したいと考える自治体等の

企画担当者、コンサルタント、メーカーやゼネコン等の技術者、大学等の研究者などを主要な

読者と想定し、主に新エネルギーを活用したマイクログリッド導入の際の手順に加えて、新エ

ネルギー導入拡大とマイクログリッドの意義や、国内外の 新のマイクログリッドの研究動向

を整理した。 

 

一方別冊は、本編だけではイメージしづらい実際のプロジェクトの進め方について、３プロ

ジェクトの計画、設計段階から、実際の工事、運転・研究、プロジェクトの終結までを、具体

的な事例に添って紹介した。こちらはマイクログリッドプロジェクトの進め方に関心のある方

や、プロジェクトの概要を知りたい方を主要な読者と想定した。 

 

 

 主な内容 想定読者 

本編 

・ 新エネルギー導入拡大とマイクログ

リッドの意義 

・ マイクログリッドの 新研究動向 

・ マイクログリッド導入の手順 

・ 自治体等の企画担当者 

・ コンサルタント 

・ メーカー、ゼネコン等の技術者 

・ 大学等の研究者 など 

別冊 ・ ３プロジェクトの事例紹介 

・ マイクログリッドプロジェクトの進

め方に関心がある方 

・ マイクログリッドプロジェクトの概

要を知りたい方 

 

 

なお、本ガイドブックの策定に際しては、有識者委員会を設立し、学識経験者や 3 プロジェ

クトの関係者等によって検討を行った。 
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第１章 新エネルギー導入拡大とマイクロ

グリッドの意義 
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1．新エネルギー導入拡大の意義と課題 

 

1-1．新エネルギー導入拡大の意義 

 地球温暖化問題への対応や、有限な化石燃料資源への依存度の低減、エネルギー輸入

依存の低減・自給率の向上、地域資源（太陽、バイオマス、風力など）の活用による未

電化地域の解消などの観点から、新エネルギーの導入が世界的に活発となっている。 

日本における新エネルギー導入は 200５年度 1,160 万原油換算 kl に達し、一次エネ

ルギー供給の約 2％を占めている。2008 年 5 月に発表された「長期エネルギー需給見

通し」によると、今後の新エネルギーの導入見通し（ 大導入ケース）としては、2020

年度に 2,036 万原油換算 kl、2030 年度には 3,202 万原油換算 kl と、それぞれ 2005

年度実績の約 2 倍、約 3 倍の導入が期待され、その結果、水力・地熱発電を加えた再生

可能エネルギーは 2030 年度には一次エネルギー国内供給の約 11％を占めると見通さ

れている。 

 

図表 １-1 我が国の新エネルギー導入の見通し 

 

出典：長期エネルギー需給見通し（経済産業省、2008 年 5 月） 
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1-2．新エネルギー導入拡大の課題 

このように導入拡大が期待されている新エネルギーではあるが、普及に向けてはいく

つかの課題が残っている。主には以下の点を挙げることができる。 

・ 高コストであること 

・ 出力が不安定であること 

・ 電力系統へ影響を及ぼす可能性があること 

コストに関しては、確かに現状では系統電源と比べて割高ではあるものの、技術開発

や導入普及により、着実に低下しつつある。今後も更なる技術開発や普及の促進により、

例えば太陽光発電に関しては、2010 年に 23 円/kWh（家庭用電気料金並み）、2020

年に 14 円/kWh（業務用電気料金並み）、2030 年に 7 円/kWh（火力発電原価並み）

と、従来電源と比較しうるコストまで低減する目標が掲げられている。 

太陽・風力などの自然エネルギーを用いた発電設備は自然まかせであることから出力

が不安定となり、単体での導入が拡大することで電力系統への負担が増加してしまう可

能性がある。たとえば電気事業連合会の試算では、風力発電は現在の約 3 倍にあたる 500 

万 kW 程度、太陽光発電は局所的な集中設置の場合を除いて、現在の約 7 倍の 1,000 万

kW 程度を超えると、大規模な系統設備対策等が必要になってくるとしている。このよ

うな自然変動電源の出力変動対策として、様々な方法が提案・検討されている。NEDO

技術開発機構による委託事業だけを対象としても、図表 １-3に示すような 

・ 商用系統運用者側で対策を行うもの 

・ 発電事業者が対策を行うもの 

・ 設置者側にて対策を行うもの 

などがあり、それぞれの観点から自然変動電源が商用系統に与える影響をいかに抑える

かについて調査・研究がなされ、課題の解決に向けた取組が進められている。 

 

図表 １-2 太陽光発電・風力発電の出力変動例 

太陽光発電の出力変動

合計設備容量：130kW

風力発電の出力変動

合計設備容量：20kW

 
出典：「八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト 成果報告書」(NEDO) 
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図表 １-3 自然変動電源の出力変動対策に係る NEDO 技術開発機構委託事業の概要 

 
系統運用者側 

自然変動電源設置者側 

発電事業者 自家発導入者 

プロジェクト名 

• 電力ネットワーク技

術実証研究 

（赤城） 

• 新電力ネットワーク

技術に係る総合調査 

• 風力発電電力系統

安定化等技術開発

（苫前等） 

• 大規模電力供給用

太陽光発電系統安

定 化 等 実 証 研 究

（稚内、北杜） 

• 新エネルギー等地

域集中実証研究（愛

知、京都、八戸） 

• 集中連系型太陽光

発電設備実証研究 

（太田） 

変動補償の範囲 ― • 自然変動電源出力
• 自然変動電源出力

および需要 

変動補償の目的 • 自然変動電源の集中導入による系統への悪影響防止 

変動補償対策 

• 配電系統のループ運

用による電圧適正化

（ループバランスコ

ントローラの適用） 

• SVR(Step Voltage 

Regulator) お よ び

SVC （ Static Var 

Compensator）によ

る電圧適正化 

• 電力貯蔵装置によ

る変動補償 

• 発電設備の制御に

よる変動補償 

• 電力貯蔵装置によ

る変動補償 

長所* 

• 導入者側の負担減 

• 個々の変動に対応す

るよりも、全体 適化

が図りやすい 

• 原因発生者と負担

者の関係が明確 

• 確実に変動を抑え

ることが可能 

• ｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ提供

など新たな付加価

値を加えることも

可能 

• 原因発生者と負担

者の関係が明確 

• 確実に変動を抑え

ることが可能 

• 電源や負荷制御に

よるｱﾝｼﾗﾘｰｻｰﾋﾞｽ提

供など新たな付加

価値を加えること

も可能 

課題* 

• 導入者と負担者の関

係が明確でなく、費用

負担方法など合意形

成が必要 

• 問題が起きた場合の

責任所在明確化が必

要 

• 充 放 電 ロ ス に よ

り、効率が低下 

• 変動補償対策に費

用や時間を要する

• 連系点潮流制御を

行う場合、需要変動

への対応も必要 

• 出力調整や運転予

備力確保により、効

率が低下 

• 変動補償の価値を

導入者に還元する

仕組みが必要 

*長所および課題については八戸プロジェクト実施者の見解 

出典：「八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト 成果報告書」(NEDO)をもとに、一部改 
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2．マイクログリッドとは 

 

2-1．マイクログリッドとは 

１．で述べたように、太陽光発電や風力発電といった自然変動電源が大量に普及する

と、電力系統に影響を及ぼす可能性がある。その課題解決を目指し、新エネルギー等地

域集中実証研究は、複数の自然変動電源（太陽光発電、風力発電）の出力変動や需要変

動を、ガスエンジンなどの制御可能な電源を用いることによって補償し、連系する商用

系統への影響を極力抑えることを目的に実施された。 

このように、ある一定の需要地内で複数の自然変動電源や制御可能電源を組み合わせ

て制御し、電力・熱の安定供給を可能とする小規模な供給網は「マイクログリッド」と

呼ばれる。マイクログリッドでは複数の需給設備を一つの集合体としてみなして、電力

系統に連系される。新エネルギー等地域集中実証研究のシステム形態も、マイクログリ

ッドの一形態と見なすことができる。 

 

図表 １-4 新エネルギー等地域集中実証研究システムの概念 

 

出典：NEDO ホームページ 

 

「マイクログリッド」は 1999 年に米国エネルギー省傘下のローレンスバークレー国

立研究所が中心となり、大学、電力会社、メーカー、公的研究機関等が参加する CERTS

（The Consortium for Electric Reliability Technology Solutions：電力供給信頼性

対策連合）によって提唱された。CERTS ではマイクログリッドを以下のように定義して

いる。 
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① 複数の小さな分散型電源と電力貯蔵装置、電力負荷がネットワークを形成す

る一つの集合体 

② 集合体は系統からの独立運用も可能であるが、系統や他の「マイクログリッ

ド」と適切に連系することも可能 

③ 需要家のニーズに基づき、設計・設置・制御される 

マイクログリッドが持つ需給バランス調整機能、電圧・周波数の制御機能、電力系統

へのアンシラリーサービスの提供可能性などから世界中で高い注目を集め、日米欧を中

心に研究開発が進められている。 

一方、「マイクログリッド」という言葉は、システム規模や形態などまだ厳密には定義

されておらず、図表 １-5に示すように、マイクログリッド型のエネルギー供給システム

として捉えられている範囲は広い。例えば、無電化村や離島での電力供給を目的とした

もの（系統連系していないケースが多い）、太陽光発電や風力発電といった自然変動電源

の大量導入を目的としたもの、電力品質の向上を目指したものなど、多様な用途を含ん

でいる。また規模的にも蓄電池を除いた供給能力が数十 kW のものから数 MW のものま

で拡がっている。 

図表 １-5 マイクログリッドの分類と構造 

導入主体／ 

導入先 

電力会社 産業施設、商業施設 

未電化地域 都市ネット

ワーク 

地方のフィ

ーダー 
複数施設 単一施設 

用途 都市部 
計画的な 

自立運転 

工場団地、

大学、ショ

ッ ピ ン グ

センター 

商用ビル、

マ ン シ ョ

ン 

非電化村、孤立地域 

規模 数 MW～ 100kW～数 MW 数 kW～数十 kW 

主な動機 
供給停止対応、RES の導

入 

電力品質、信頼性、エネ

ルギー効率の向上 

遠隔地の電化と燃料

消費の削減 

利益 

・ 温室効果ガス削減 

・ エネルギー源の多様

化 

・ 混雑管理 

・ 設備更新の延期 

・ アンシラリーサービ

ス 

・ プレミアム電力品質 

・ サ ー ビ ス の 差 別 化

（信頼性のレベル） 

・ CHP 導入 

・ 需要マネジメント 

・ 供給可能性 

・ RES の導入 

・ 温室効果ガス削減

・ 需要マネジメント

運転モード 
・ 連系／自立運転 

・ 完全自立運転 

・ 連系／自立運転 

・ 完全自立運転 
・ 完全自立運転 

連系運

転と自

立運転

の切り

替え 

偶 発

的 

事故（隣接フィーダ上、

もしくは変電所） 

商用系統での事故、電力

品質の問題 
― 

計 画

的 
メンテナンス 

エネルギー価格（ピーク

時）、商用系統のメンテ

ナンス 

― 

出典：IEEE power&energy magazine（Vol.6、No.3、2008)をもとに(株)三菱総合研究所作成 
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2-2．マイクログリッド導入の意義 

マイクログリッド導入の意義については、各地の電力系統の特性の違いに応じて、日

米欧で異なる観点が強調される。 

例えば米国では、1996 年や 2003 年の大停電に象徴されるように電力系統の信頼性

が課題となっており、需要家自らが品質を確保する一手段としてマイクログリッドは捉

えられている。欧州では再生可能エネルギーの導入拡大や、ギリシャの離島などでの自

立したエネルギーシステムの構築が主な目的となっている。日本では再生可能エネルギ

ーの導入拡大や省エネルギー、省 CO2 などの観点に加えて、地域資源の活用の観点も重

要視されている。 

このように地域によって主目的はやや異なるものの、総合すると図表 １-6に示す意義

に基づき、各国でマイクログリッドの研究・導入が進められている。 

 

図表 １-6 主なマイクログリッド導入の意義 

意義 内容 

コスト 
・ エネルギーコストの削減の可能性、価格の

不安定性（乱高下）への対応 

信頼性・セキュリティー 

・ 供給信頼性と電力品質の向上 

・ 電源の分散設置や自立運転によるセキュ

リティーの向上 

環境・エネルギー効率 

・ 自然変動電源の不安定性を低減し、再生可

能エネルギーの導入を促進 

・ それによる温室効果ガス排出等の低減 

・ 高効率・低環境負荷の電源（CHP など）

の導入の促進 

電力システムへの貢献 

・ アンシラリーサービスの提供 

・ 需要家に応じた品質・価格での電力供給 

・ 適電力供給システムの構築 

・ ピーク負荷の削減などによる、電源等電力

システムの建設費用の低減 

・ 離島、未電化地域などでの電力供給 

地域資源の活用 

・ 未利用資源の有効利用 

・ 新たなビジネスの実施による地域振興効

果 

出典：各種資料をもとに(株)三菱総合研究所作成 
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（空白ページ） 

 



 

-13- 

第２章 マイクログリッドの導入事例 
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1．米国 

 

1-1．概況 

北米の電力供給における信頼性や品質が欧州や日本と比べると劣っている（日本の年間

平均予測停電時間は数分であるのに対して、米国では数時間にもなる。1）ことに起因して、

米国のマイクログリッド研究は電力の安定供給問題に対応することが 大の目的となって

いる。そのため、マイクログリッドの導入目的は、系統電力の中断または電力不足が起き

た場合に連続的に自立運転へ移行し、系統電力が復帰すれば再連系できるシステムの導入

であり、無停電電源装置（UPS）導入と同じものとなる。一方で、気候変動問題への関心

が高まる中で、米国でもマイクログリッドによる環境保全対策（例：再生可能エネルギー

発電の普及拡大）を目指すようになってきた。 

米国ではエネルギー省（DOE）を中心にマイクログリッドの開発支援が行われており、

CERTS が も有名な開発者である。CERTS は CEC（California Energy Commission：

カリフォルニア州エネルギー委員会）からも資金提供を受けており、オハイオに 60kW の

発電設備などをもつ実験設備を構築してソフトとハードを同時に開発しているということ

が特徴的である。その他、ノーザン・パワー・システムズ社や CEIDS（Consortium for 

Electric Infrastructure to Support a Digital Society）、GE（ゼネラル・エレクトリッ

ク社）などで研究が進められている。 

 更に DOE は新たに９つのマイクログリッドプロジェクトを立ち上げた。これは、昼間の

ピーク負荷の 15％以上を分散型電源で削減することを主要な目的としてスタートしたも

のである。 

米国の主な研究事例を図表 ２-1に、DOE 新規プロジェクトを図表 ２-2に示す。 

 

                                           
1 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
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図表 ２-1 米国におけるマイクログリッドの主な事例 

開発者等 概要 

CERTS 

・ 従来の広域電力網だけでは、高信頼性、高品質の電力供給に限界

があるとの考えに基づき研究がなされている。 

・ 2006 年 11 月からオハイオの AEP（American Electric 

Power）サイトで 60kW×3 台のガスエンジンと模擬負荷でマイ

クログリッドを構成し、自立運転試験などを実施している。主な研

究内容は以下の通り。 

 電力系統への制限のない分散型電源（DER）の導入 

 系統事故時に電力供給、電力品質面に影響を与えないシーム

レスな自立運転への切り替え。また系統復旧時にも自動的に

シームレスに連系する。 

・ ハードのみならず、DER-CAM という 適運用計画ソフトの開発

も同時に行っている。 

ノーザン・パワ

ー・システムズ社 

・ DOE 等の支援を受けて、2003 年に既存系統と連系した実証研究

を開始。通信制御により電力信頼性と品質向上を目指す。自立運

転機能も有している。 

CEIDS 

・ 米国電力研究所（EPRI）とその関連機関からなるコンソーシアム。

・ 今後の配電システムにおいて、高度配電自動化技術・通信制御技

術により、障害等からの自動回復ができる電力システムの開発を

目指している。 

・ 通信・グリッド制御の標準化の開発を行っている。 

GE 
・ エネルギー利用やコストの 適化、再生可能エネルギーの統合制

御を外部制御で解決する方法の開発を進めている。 

Hawaii Clean 

Energy 

Initiative 

・ ハワイ州政府と DOE、産業界などの共同プロジェクト。 

・ 2030 年までにハワイのエネルギー供給の 70％をクリーンエネ

ルギーとすることを目的としている。 

・ 各島をそれぞれ独立のマイクログリッドとする計画がある。 

出典：各種資料より(株)三菱総合研究所作成 
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図表 ２-2 DOE の新規マイクログリッドプロジェクト 

研究主体 概要 

City of Fort 

Collins 

・ 内容：Fort Collins 市にて、配電フィーダーのピーク負荷を DER により

削減する研究開発と実証を実施 

・ システム：太陽光発電、エンジン、蓄熱、マイクロタービン、熱回収器、

プラグインハイブリッド自動車、制御機能などで構成 

・ パートナー：InteGrid Lab、Adv Energy、Woodward、Brendle 

Group、New Belgium Brewing、Co State U など 

ATK Launch 

Systems 

・ 内容：複数分散型電源の自動運転の実証研究 

・ システム：圧縮空気発電、風力発電、太陽熱発電、汽力・水力発電、熱回

収、制御機能 

・ パートナー： Rocky Mountain Power、P&E Automation 

Chevron USA 

・ 内容：カリフォルニア州 Santa Rita Jail における、大規模エネルギー貯

蔵装置と再生可能エネルギーによる CERTS マイクログリッド実証研究

・ システム：太陽光発電（1.2MW）、燃料電池（1MW）、電力貯蔵装置

（7.2MWh）、制御装置 

・ パートナー: VRB Power Systems、SatCon Technology、Energy & 

Environmental Economics、NREL、LBNL など 

Illinois Institute 

of Tech. 

・ 内容：イリノイ工科大学への電力供給 

・ システム：太陽光発電、タービン、エンジン、電力貯蔵装置、制御装置 

・ パートナー： Exelon/ComEd、Endurant Energy、 

Electricity Initiative 、S&C Electric、AREVA、Siemens など 

Allegheny 

Power/ 

Monongahela 

Power Co. 

・ 内容：ウエストバージニアスーパーサーキット 

・ システム：太陽光発電、マイクロタービン、エンジン、電力貯蔵装置、需

要反応、制御装置 

・ パートナー：Augusta Systems、RDS/SAIC、 

Tollgate Communications、WVU、NC State Univ 

Consolidated 

Edison of NY 

・ 内容：需要反応源の相互協調性試験 

・ システム：需要反応、風力発電、ディーゼルエンジン、燃料電池、制御装

置 

・ パートナー：Verizon、Innovative Power、Infotility、ENernex 

San Diego Gas 

& Electric 

・ 内容：沿岸都市でのマイクログリッド 

・ システム：太陽光発電、電力貯蔵装置、需要反応、制御装置 

・ パートナー：Horizon Energy Group、Adv Control Systems、

Motorola、Lockheed Martin、PNNL、U. of San Diego 

University of 

Hawaii 

・ 内容：ピーク負荷削減とウインドファームのための分散マネジメントシス

テム 

・ システム：風力発電、需要反応、エンジン、制御装置 

・ パートナー：Hawaiian Electric Co、Maui Electric Co、Columbus 

Electric、Sentech、GE Global Research など 

University of 

Nevada 

・ 内容：サウスウエスト砂漠での劇的な家庭の需要削減 

・ システム：太陽光発電、バッテリー、需要反応、省エネ、制御装置 

・ パートナー：Nevada Power Co.、GE Ecomagination など 

出典：Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料より(株)三菱総合研究所作成 

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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1-2．CERTS2 3 4 

① 目的 

CERTS マイクログリッド（CM）の研究は、分散型電源のプラグ＆プレイのための弾力

的なプラットフォームを提供し、排熱や自然変動電源を用い、ローカルな電力供給の強靱

性と信頼性を高めることにより、分散型電源の大量導入が可能な成熟したシステムアプロ

ーチを創造することを目的として行われている。 

 

② 内容 

CM は他のマイクログリッドと同様に、通常の電力供給が中断された場合には解列して、

受容可能なレベルに復旧するまで、重要負荷にはグリッド内の分散型電源から供給を継続

する。高価で高速な電気的制御や固有のエンジニアリングを必要とせず、比較的小規模（ピ

ーク需要 2MW 以下）のエリアに電力供給機能を提供する。中央制御方式ではなく、それ

ぞれの装置が Peer-to-peer でコントロールすることから、強靭なシステムを構築できる。 

CM の発電機の運転は、ローカルな周波数と電圧に反応するパワーエレクトロニクス（以

下、パワエレと略す）機器によって制御されており、直流電源などのインターフェースが

必要となる。品質別電力供給が可能な設計（それぞれの配電線回路により信頼性が異なる）

のため、系統の状態や経済性の事情によって負荷を分離できる非常に高速なスイッチが必

要となる。切り離された回路は、他の回路が許容された電力品質に復帰するまでは意図的

に自立運転を行う。1 箇所の PCC（Point of Common Coupling、系統接続点）を適応

しており、商用配電系統への逆潮流は行わない。 

2006 年 11 月からオハイオの AEP サイトで 60kW×3 台のガスエンジンと模擬負荷

でマイクログリッドを構成し、次のような試験を行っている。 

 シームレスな連系／自立運転の切り替え 

 高品質電力供給 

 システム保護 

 装置の応答速度試験 

 特異負荷状況での運転 

 自動負荷追従 

                                           
2 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
3 IEEE power&energy（Vol.6、No.3、May/June2008） 
4 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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図表 ２-3 AEP/CERTS Microgrid 試験設備と回路図 

 

 

 

またプロジェクト全体では、実際の電気機器だけでなく、マイクログリッドを普及する

ために必要なツールを研究しており、ジョージア工科大学が開発しているマイクログリッ

ド分析ツールやバークレー研究所と他の海外研究開発機構で使用されている DER-CAM

（Distributed Energy Resources Customer Adoption Model：分散型エネルギー資源

顧客採用モデル）がある。DER-CAM は施設のエンドユーザー向けエネルギーサービスの

ためのオンサイト電源の 適な組合せを導出でき、コージェネレーション、蓄電・蓄熱の

解析も可能で、更に電力品質と信頼性の問題の解析へと機能を拡張しつつある。 
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③ 今後の取組 

 AEP サイトでは、2008/2009 年にかけて、次のような試験を行う予定となっている。 

・ CM システムへの様々な種類の分散型電源の統合 

・ 産業部門での 2 つのフィールドプロジェクト 

・ 再生可能エネルギーと電力貯蔵装置の統合、逆潮流の検討 

 またカリフォルニア州 Santa Rita Jail で、大規模なエネルギー貯蔵装置と再生可能エ

ネルギーによるマイクログリッドの実証試験が行われる。 

 

図表 ２-4 Chevron USA（CERTS）の実証試験サイトと設備構成 
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1-3．IEEE での基準化5 6 7 

 IEEE（米国電気電子学会）規格調整委員会 21 は、設計・運用・電力系統と自立分散型

電源の統合化のための IEEE 1547.4 ガイドラインの草案作成を支援している。この検討

会の主査は NREL（The National Renewable Energy Laboratory：国立再生可能エネ

ルギー研究所）の研究者が務め、 新では 2008 年 7 月に 50 ページ超にわたる Draft5

が策定され、8 月に 終ミーティングが開かれている。 

このガイドラインは、地点や地域の電力システムに連系されたマイクログリッドまたは

自立分散型電源群を対象としており、マイクログリッドの設計・運用・統合化のための新

たな手法や事例を提供し、電力システム設計者・運用者・インテグレータ・機器メーカー

等に使用されることを目的としている。このガイドラインの実現によって、電力システム

信頼性が向上すると共に、IEEE1547-2003 の系統連系技術要件に基づいて、分散型電源

の利用価値が更に拡大することが期待される。 

 

注）日本ではすでに系統連系技術要件が整備されているものの、高圧連系の場合における

分散型電源の自立運転に関する技術要件は含まれていない。また、複数需要場所を自

営線を介して接続し一括して系統連系させる形態は、今のところ考慮されていない。 

 

 

 

                                           
5 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
6 IEEE power&energy（Vol.6、No.3、May/June2008） 
7 IEEE SCC21 Website

（http://grouper.ieee.org/groups/scc21/1547.4/1547.4_index.html） 



 

-21- 

2．欧州 

 

2-1．概況8 9 10  

EU では、エネルギーの上流から 終需要までのエネルギーチェーンを 適化するスマー

トグリッドプラットフォームの一環として分散型電源の活用が位置づけられている。分散

型電源は、欧州共通の統一電力市場を発展させる上でも重要な役割を果たしており、更に、

一部の電力系統に障害が起こった場合でも継続的に電力を供給することを可能にする。基

本的にマイクログリッドは配電系統と独立するのではなく、むしろ協調して将来の能動的

な配電系統の一部を構成する役割を期待されている。 

欧州におけるマイクログリッドの研究は、EU 加盟国内の企業、研究機関、及び大学等で

分散して実施されている。第５次フレームワークプログラム（FP）での「Microgrids: Large 

Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage Grids」プロジェクト

（2003-2005）、第６次 FP での「More Microgrids: Advanced Architecture and 

Control Concepts for More Microgrids」プロジェクト（2006-2009）で、ドイツや

ギリシャ、イタリア、オランダなどで実験サイトによる研究が進められている。 

第５次 FP での Microgrids プロジェクトは、二酸化炭素排出の削減、電力品質の向上、

安定供給、コストの削減などを目指し、分散型電源の低圧系統への大規模な統合を扱った

プロジェクトである。系統への連系運転を基本に、電力系統に障害が生じた場合には自立

運転も可能なシステムコンセプトである。 

第６次 FP での More Microgrids プロジェクトは、Microgrids プロジェクトの後継プロ

ジェクトとして実施されている。More Microgrids プロジェクトでの研究目的は以下のと

おりである。 

・ マイクログリッドの効率的な運転を可能とするマイクロ発電装置やエネルギー貯蔵、

ロードコントローラーの研究 

・ 代替制御方式の開発（集中 vs 分散、次世代情報通信技術の活用） 

・ 代替的なネットワークデザイン（ 新の保護機能、 新のインターフェース、可変

周波数での運用） 

・ 複数マイクログリッドの技術的・商用的な統合  

・ 代替制御方式での多くの実地試験（連系運転、自立運転、両者の移行時における実

験検証など） 

                                           
8  http://www.microgrids.eu/default.php 
9 http://cordis.europa.eu/ 
10 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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・ 技術的・商用的プロトコルやハードウェアの標準化（分散型電源のプラグアンドプ

レイを可能とするもの） 

・ 電力システム運用への影響分析（地域・EU レベルでの、信頼性、ネットワーク損

失、環境価値などのマイクログリッドの利点の定量化） 

・ 電力ネットワークインフラの開発の影響分析（マイクログリッドが、EU の老朽化

した電力インフラの補強／リプレイスに与える利点の定量化） 

 

MoreMicrogrids プロジェクトでは、地域、産業、商業施設といった計 7 つの様々な場

所に実際のマイクログリッドを導入し、異なる運転モードで試験をし、次の事柄を検証し

ている。 

・ 連系運転／自立運転の実証 

・ 連系運転と自立運転の移行の実証 

・ 集中制御方式と分散制御方式の評価 

・ 先進的な電力機器のインターフェース（知的負荷スイッチやスマートバッテリー貯

蔵装置）の実証 

 

図表 ２-5 MoreMicrogrids の実証試験サイト 

 

出典：MVV Energie 資料 
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2-2．MoreMicrogrids の実証試験事例11 12 13  

① LABEIN's Commercial feeder（スペイン） 

【概要】 

・ 様々な電力貯蔵装置を有する実証研究 

【目的】 

・ 系統連系下での、中央制御方式／分散制御方式の試験 

・ 電力取引も含む、通信プロトコルとコンポーネントのテスト 

・ エージェントソフトウェアによる制御戦略 など 

【設備】 

・ 1000 kVA、451kVA の変圧器を介して、30kV の系統に接続 

・ 太陽光発電 5.8kW、風力発電 6kW、ディーゼル２×55kW、マイクロタービン

50kW 

・ フライホイール 250kVA、電気二重層コンデンサ 2.18MJ（5kW×５分）、蓄電

池 1120Ah と 1925Ah 

・ 抵抗負荷 55kW、150kW 誘導負荷２×36kVA 

 

図表 ２-6 研究設備 

 
 

② Kythnos Microgrid（ギリシャ） 

【概要】 

・ Kythnos 島というギリシャの離島での、完全独立系統での実証 

【目的】 

・ 独立系統での実証試験、可能 大発電電力やシステム信頼性の改善のための出力複

数のマスターコントロール方法の開発が目的 

                                           
11 http://www.microgrids.eu/default.php 
12 Nagoya 2007 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
13 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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【設備】 

・ 太陽光発電 10kW、ディーゼル 9kVA、鉛蓄電池 53kWh（さらにモニタリングと

通信用に太陽光発電 2kW と蓄電池 32kWh を別置） 

・ 12 軒の別荘に電力供給 

【研究内容】 

・ 自立運転モードの厳しい条件をクリアするため、次世代インバーターを導入 

・ 5kW の風力発電の導入 

・ システム性能の 1 年間のモニタリングと分析 

・ 分散制御のためのソフトウェアの導入 

・ 知的ロードコントローラーの機能の実証 

 

図表 ２-7 プロジェクト全景 

 
出典：Microgrids; An Overview of Ongoing Research, Development, and 

Demonstration Projects, IEEE, July/August 2007 

 

③ EDP's Microgeneration facility（ポルトガル） 

【概要】 

・ スイミングプールを有するビルでの、ポルトガル初のマイクロガスタービンを接続

した実証研究 

【目的】 

・ マイクロコージェネレーションを連系した低圧のマイクログリッドの試験、連系運

転、自立運転試験とその切り替え試験 

【設備】 

・ マイクロガスタービン 80kW 
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④ Continuon's MV/LV facility（オランダ） 

【概要】 

・ ホリデーパーク内の 108 のコテージに設置された合計 315kW の太陽光発電を用

いた実証 

【目的】 

・ 太陽光発電と負荷（コテージ）とのアンバランスにより生じるフィーダー末端での

電圧上昇や電圧ひずみの解消 

・ 電力貯蔵システムの容量分析 

・ 制御や調整要因が蓄電池の寿命や充放電効率などに与える影響分析 

・ 24 時間の自立運転、連系／自立運転の自動切り替え 

・ ブラックアウトスタートの実証 など 

【設備】 

・ 太陽光発電（315kW）、蓄電池、ピーク負荷 150kW 

 

図表 ２-8 導入システムと系統図 
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⑤ Residential Area „Mannheim-Wallstadt“（ドイツ） 

【概要】 

・ 住宅地での配電系統への太陽光発電他の多数台連系を想定した研究。需要家の意識

変化や、社会経済的な分析も実施 

【目的】 

・ マイクログリッドの社会経済的分析、各機器による分散制御、自立運転試験などが

目的 

【設備】 

・ 太陽光発電 23kW、60kW×3 時間の鉛蓄電池、マイクロコージェネレーション

（1.2kWe、8kWth）、10kW 程度の暖房負荷 

 

図表 ２-9 導入設備 

 

 

⑥ CESI RICERCA DER Test Facility (DER-TF)（イタリア） 

【概要】 

・ 800kVA の変圧器で中圧系統に接続された、低圧系統でのマイクログリッド 

・ 直流マイクログリッドの研究を含む 

【目的】 

・ 動的挙動の試験、定常状態での計画的な自立運転での電力品質の分析、発電機特性

のテスト（異なる系統トポロジーが可能）など 

・ 2008 年末までに、低圧の直流マイクログリッドが導入され、メインのマイクログ

リッドに連系される 
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【設備】 

・ 発電出力は合計 350kW、熱出力は 250kW 

・ 発電機：太陽光発電 24kW＋鉛蓄電池、ディーゼル 7kVA、風力 8kVA、太陽熱

駆動スターリングエンジン 10kW、バイオマス燃料でのコージェネレーション

（10kWe、90kWth）、マイクロガスタービン 105kW 

・ 電力貯蔵：レドックスフロー電池（42kW、2 時間）、鉛蓄電池（100kW、1 時間）、

高温ゼブラ電池（64kW、30 分）、フライホイール（100kW、30 秒） 

・ 負荷：誘導・抵抗負荷（100kW、70kVAR）、容量性負荷（15０kVAR） 

 

図表 ２-10 設備概要 

 

 

⑦ Bornholm Microgrid（デンマーク） 

【概要】 

・ デンマークの Bornholm という離島での島全体を使ったマイクログリッドの実証 

【目的】 

・ マルチマイクログリッドのコンピュータモデルの確立 

・ 需給の予測関数の確立 

・ マルチマイクログリッドの運転シミュレーション 

・ 無効電力制御方法の研究 

・ シミュレーションと計測結果の評価 

・ 連系／自立の移行手順の実証 など 

【設備】 

・ 風力発電 30MW、ディーゼル発電 39MW、汽力発電 76MW、ピーク負荷 55MW、

スウェーデンと海底ケーブルでつながっている 
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図表 ２-11 実証研究サイト 

 

 

図表 ２-12 需給カーブ 

 

出典：Technical University of Denmark 資料 

 

⑧ Kozuf Microgrid（マケドニア旧ユーゴスラビア共和国） 

・ 羊舎への再生可能エネルギーによる電力供給プロジェクト 

・ バイオガスと太陽光による発電を行っている 

・ 現状は系統から独立しているものの、35kV の電線が 2007 年夏にできる予定であり、

その後羊舎は系統に接続される 
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3．日本 

 

3-1．概況 

国内においては新エネルギー等地域集中実証研究事業の３プロジェクトが主なマイク

ログリッドプロジェクトとして挙げられるが、それ以外にも NEDO 技術開発機構が太陽

光発電システム等高度化系統連系安定化技術国際共同実証開発事業においてタイや中国

で実施している事例、清水建設、東京ガス、産業技術総合研究所、大学などでの研究事

例がある。 

新エネルギー等地域集中実証研究事業の 3 プロジェクトは、その公募段階で事業形態

として、「ケース１：一需要場所での電気のやり取り（コンビナート等）」「ケース２：発

電した電気を一般電気事業者が買い上げ、需要家は一般電気事業者から供給を受ける」

「ケース３：特定供給による供給」のいずれかに該当することが求められたが、愛知、

京都、八戸プロジェクトはそれぞれ以下の事業に該当する。 

 

図表 ２-13 ３プロジェクトの事業形態 

電気事業形態 該当プロジェクト 

ケース１：一需要場所での電気のやり取

り（コンビナート等） 

2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市におけ

る新エネルギー等地域集中実証研究 

ケース２：発電した電気を一般電気事業

者が買い上げ、需要家は一般電気事業者

から供給を受ける 

京都エコエネルギープロジェクト 

ケース３：特定供給による供給 八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト14 

 

また、新エネルギー等地域集中実証研究は、その公募段階において以下のような実施

条件が提示されていた。そのため、３プロジェクトの設備規模や設備構成等においては、

これらの条件を踏まえた検討がなされた。 

●主な実施条件 

・ 風力発電または太陽光発電は必須 

・ バイオマス発電または燃料電池は必須 

・ 大需要電力のうち、新エネルギーによる供給（電力貯蔵施設による電力を含む）

が 500kW 以上であること。また、自然変動電源の 大容量が、これの 10％以上

であること 

                                           
14 プロジェクトでは電力の供給において料金授受が発生しないことから、電気事業法の対象範

囲外と考えられるため、電気事業法上の特定供給には当てはまらないと考えられる。ただし、

仮に電気料金の授受を行ったと考える場合は、この中ではケース３に も近いと考えられる。 
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・ バイオマス発電設備または燃料電池の合計の 大容量が 大需要電力（電力貯蔵設

備による電力を除く）の 50％以上であること 

・ ケース１、ケース３の場合、負荷追従分を外部電力（既存の新エネルギー以外の自

家発電を含む）に頼らないこと。但し、負荷追従及び自然エネルギーによる出力変

動に対する調整に極力寄与しない範囲で外部電力の使用は可能である 

・ 電気供給者は区域内の需要量を超えて発電してはならない 

・ 全体の需給制御システムから独立したローカルシステムによる単体の電源および熱

源から単独の負荷への供給は認めない 

・ 電気事業法・熱供給事業法等の現行法規にのっとり事業を行うこと 

・ 商用系統と連系すること 

など 

 

図表 ２-14 国内事例の概要 

研究件名/研究主体 概要 

愛知プロジェクト

「2005年日本国際

博覧会・中部臨空都

市における新エネル

ギー等地域集中実証

研究」 

・ 愛知万博会場内の日本館等において、メタン発酵ガスや高温ガス

化ガスを活用した燃料電池を主体とし、太陽光発電、NaS 電池

を用いたシステムによるマイクログリッド供給の実証研究 

・ 万博終了後には中部国際空港近接部の中部臨空都市に移設し、実

証研究を継続 

京都プロジェクト

「京都エコエネルギ

ープロジェクト」 

・ 電力会社の既設の電力系統を使用した仮想マイクログリッド上

において、太陽光発電、風力発電の出力変動分を、バイオガス発

電（ガスエンジンと燃料電池）及び二次電池により補う電力需給

バランス制御技術の開発・実証 

・ 自立運転試験や設備拡張による影響度解析が可能な仮想マイク

ログリッドシミュレーションの開発 

・ 日本のどの地域でも利用可能な、一般回線を利用したデータ転送

システムにより、電力需要量にあわせて供給が可能なシステム

（同時同量システム）を構築 

八戸プロジェクト

「八戸市 水の流れ

を電気で返すプロジ

ェクト」 

・ 下水汚泥消化ガスを燃料としたガスエンジンを主体として、太陽

光発電、風力発電及び二次電池を用いた、再生可能エネルギーの

みによる発電で構成されるシステム構成 

・ 公道に敷設した自営の電線路（自営線）を用いて電力供給を行う

ことにより、高精度の制御、連系する商用系統との保護協調など

の知見を得た 

・ 電力需要地は市庁舎及び小中学校等、熱需要地は終末処理場と分

散しており、熱と電力を分離供給することにより、需要と供給に

おける熱電比のミスマッチを回避 
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図表 ２-14 国内事例の概要 （続き） 

研究件名/研究主体 概要 

マイクログリッド高

度化系統連系安定化

システム実証研究

（タイ） 

・ 四国電力などがタイのナレスアン大学 再生可能エネルギー技術

学部に120kWの太陽光発電と100kWのディーゼルエンジン、

150kW／200kWh の蓄電池を設置して行うマイクログリッド

・ 連系点における送受電電力を 30 分間一定値に保持する需給制

御技術の開発や自立運転時の制御技術の開発 

マイクログリッド

（高品質電力供給）

高度化系統連系安定

化システム実証研究

（中国） 

・ 清水建設などが中国の杭州電子科技大学（Hangzhou Dianzi

大学）にて 120kW の太陽光発電と 120kW のディーゼルエン

ジン、二次電池や電気二重層コンデンサを設置して行うマイクロ

グリッド 

・ 連系運転時、自立運転時における電力供給の安定性の検証とし

て、需給制御装置や二次電池、電気二重層コンデンサを用いた負

荷追従の評価や、自立運転時に人工的な変動による電力品質の評

価を実施 

清水建設 

・ 技術研究所の実験棟に太陽光発電、マイクロガスタービン、ガス

エンジン、二次電池を設置し、マイクログリッドの実験を開始 

・ 商用系統からの買電一定運転、自立運転、出力変動電源の比率を

50％程度までに高めた運転を実証 

東京ガス 

・ 横浜研究所内に、ガスエンジンコージェネレーション、太陽光発

電、風力発電、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、三重効用吸収式冷

温水器などを設置し、実負荷と実験用の模擬負荷を用いて実証試

験を実施 

・ これまで「受電電力一定制御（同時同量評価）」「電圧制御による

系統貢献」「自立運転時の電力品質評価」などの試験を実施 

産業技術総合研究所

・ 住宅を対象とした電気・熱・水素エネルギーネットワークに関す

る取組の一環として、2007 年度より大阪ガスと共同で、燃料

電池などによる NEXT21 での実負荷を用いた試験を実施 

・ 戸建住宅、集合住宅別に実証試験を実施しており、今後様々な制

御アルゴリズムによる評価を行っていく予定 
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3-2．愛知プロジェクト15 

① 正式名称 

「2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市における新エネルギー等地域集中実証研究」 

 

② 実施事業者 

中部電力、トヨタ自動車、NTT ファシリティーズ、日本ガイシ、三菱重工業、京セラ、

日本環境技研、愛知県、財団法人 2005 年日本国際博覧会協会 

 

③ 特徴 

愛知万博会場内の日本館等の一定地域において、メタン発酵ガスや高温ガス化ガスを活

用した燃料電池を主体とし、太陽光発電を組合せ、二次電池には NaS 電池を用いたシステ

ムによるマイクログリッド供給の実証研究を実施。万博のテーマの「自然の叡智」やサブ

テーマの「循環型社会」を具現化する取組であり、実証研究の内容を全世界へと発信した。 

また、地域内における万博の理念継承として、万博終了後には中部国際空港近接部の中

部臨空都市に移設し、実証研究を継続した。 

 

④ 場所 

2005 年日本国際博覧会会場（愛知万博）、万博終了後は愛知県常滑市の中部臨空都市 

 

⑤ システム構成 

(ア) 博覧会会場 

 供給施設 

・ メタン発酵ガス利用溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）：発電容量 270kW 

・ 高温ガス化ガス利用溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）：発電容量 300kW 

・ りん酸形燃料電池（PAFC）：発電容量 800kW（200kW×４基） 

・ 固体酸化物形燃料電池（SOFC）：発電容量 25kW 

・ NaS 電池（蓄電池）システム：入出力容量 500kW 

・ 太陽光発電システム１（アモルファス型）：発電容量 100kW 

・ 太陽光発電システム２（多結晶シリコン型）：発電容量 200kW 

・ 太陽光発電システム３（単結晶シリコン型両面受光）：発電容量 30kW 

・ メタン発酵システム（原材料 生ごみ）：処理能力 4.8t/日 

・ 高温ガス化システム（原材料 木質・廃プラチップ）：処理能力 20kg/h 

・ エネルギー需給制御システム 

 

                                           
15 2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市における新エネルギー等地域集中実証研究に係る委

託業務 実証研究報告書（NEDO） 
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 需要施設 

・ 電力供給：長久手日本館、コモン 5（NEDO パビリオン等） 

・ 熱供給：コモン５（NEDO パビリオン等）、西管理棟 

 

図表 ２-15 博覧会会場のプラントのシステムフロー（上）と全体配置（下） 

 

 

 

(イ) 中部臨空都市 

 供給施設 

・ メタン発酵ガス利用溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）：発電容量 250kW 

・ 高温ガス化ガス利用溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）：発電容量 270kW 

・ りん酸形燃料電池（PAFC）：発電容量 800kW（200kW×４基） 

・ 固体酸化物形燃料電池（SOFC）：発電容量 25kW 
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・ NaS 電池（蓄電池）システム：入出力容量 500kW 

・ 太陽光発電システム１（アモルファス型）：発電容量 100kW 

・ 太陽光発電システム２（多結晶シリコン型）：発電容量 200kW 

・ 太陽光発電システム３（単結晶シリコン型両面受光）：発電容量 30kW 

・ メタン発酵システム（原材料 生ごみ）：処理能力 4.8t/日 

・ 高温ガス化システム（原材料 木質・廃プラチップ）：処理能力 20kg/h 

・ エネルギー需給制御システム 

 需要施設 

・ 電力供給：常滑市役所、常滑浄化センター 

・ 熱供給：プラント内、常滑浄化センター 

 

図表 ２-16 中部臨空都市のプラントのシステムフロー（上）と全体配置（下） 
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⑥ 主な成果 

(ア) 実証研究区域内に新エネルギー等集中実証研究システムを構築 

 実負荷を対象としたマイクログリッド設備を構築 

・ 博覧会会場の展示施設などの実需要に対応し、供給側と需要側をネットワーク化

し、自然エネルギーを含む発電設備・熱供給設備により地域内の電力や熱を供給

するマイクログリッドの供給システムを構築 

 エネルギー制御による系統への影響を極小化するシステムを構築 

・ 太陽光発電の発電電力変動や需要家の負荷変動に対応し、NaS 電池による充放

電や燃料電池制御を行い、系統への影響を極小化するシステムを構築 

 地域循環型のエネルギーシステムを構築 

・ 博覧会会場や、地域から発生する生ごみ・廃プラなどからバイオマス燃料を作り、

燃料電池を活用して、地域内の施設へ電力・熱を還元する地域循環型のエネルギ

ーシステムを構築 

 

(イ) 自然変動電源を含むマイクログリッドの制御技術の検証 

 系統連系時の需給制御の検証 

□30 分同時同量（図表 ２-17参照） 

・ 中部臨空都市にて 30 分時間帯別平均・契約電力相当比±3%（計測周期 60 秒）

を滞在率 99.6%で実現（万博：99.5%） 

・ 10 分、15 分と同時同量評価時間を短縮しても、概ね 30 分の評価と同程度の

制御精度（±3%の滞在率 99%以上）を実現 

・ 1～2 週間に 1 回の頻度で実施する NaS 電池完全充電実施日において、同時同

量偏差が拡大する傾向にあることを確認 

□マイクログリッド連系点潮流（図表 ２-18参照） 

・ マイクログリッド内で各発電設備の出力を適切に制御することで、太陽光発電の

出力に起因する変動をマイクログリッド連系点で抑制。連系点潮流をほぼ一定に

することで商用系統の負荷平準化に貢献することを実証 

・ 負荷変動と太陽光発電出力変動を重畳した変動（マイクログリッド化しない場合

の変動）に対して、マイクログリッド連系点潮流の変動は、変動周期約 60 秒以

上の時間領域で縮小することを確認 

・ マイクログリッド連系点潮流の短時間の変動（数十秒未満）は燃料電池等のプラ

ント補機電力に起因することを確認 

 自立運転試験の検証（図表 ２-19、図表 ２-20参照） 

・ 自立運転試験期間：20 日間（万博：H17.9.30～10.19）、約 6 時間（臨空：

H19.9.17 の 10：30～16：00） 



 

-36- 

□設備容量 330kW の全太陽光発電を連系（万博：10kW 分のみ） 

・ 大発電電力は 220kW（3 システム合計）を記録 

・ 自立運転において、PV1（約 70kW 発電中）のパワーコンディショナーシステ

ムの on/off による出力変動を PAFC と NaS 電池で吸収することを確認 

□電圧調整能力の向上 

・ NaS 電池による PAFC 送電端変動抑制制御を実施。また、連系用 PAFC の無

効電力調整による電圧調整を実施、検証 

□ソフトスタート時間を２秒に短縮（万博：15 秒） 

□起動時に外部電源を使用せずに、自立運転を開始 

 

図表 ２-17 同時同量偏差に関する基本統計量と滞在率 

 

 

図表 ２-18 マイクログリッド連系点潮流の変動抑制効果（2006 年 9 月 21 日） 
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図表 ２-19 NaS 電池による PAFC 送電端変動抑制 

 

 

図表 ２-20 自立系統電圧の相対度数分析 

 

 

(ウ) バイオマス・燃料電池技術等の 新エネルギー技術の実証運用 

 生ごみ利用のメタン発酵と、木くず・廃プラの高温ガス化技術の検証 

・ 地域の生ごみをメタン発酵によりメタンガス化。ペットボトル等を高温ガス化に

より燃料転換を行い、循環型エネルギー技術の実証運用・検証を実施 

 都市ガス・バイオマス製造燃料を活用した MCFC 技術の実用検証 

・ 上記のバイオマスガスを活用する MCFC では、発電出力やバイオマス燃料の利

用検証、各種運用試験を実施。この結果、国産 MCFC の運転時間記録を更新し、

このクラスの発電設備として非常に高い発電効率を達成。PAFC は負荷変動に合

わせた追従運転を実施し、調整用電源として同時同量制御・自立運転に貢献。

SOFC は次世代型燃料電池として実用検証 
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図表 ２-21 バイオマス設備（上）と燃料電池等（下）の実証データ 

 

 

 

(エ) 新エネルギーシステムの環境性評価 

・ 博覧会会場では実績データおよびシミュレーションによる評価、中部臨空都市で

は、冬期・夏期に環境性試験期間を設け、新エネルギープラントの環境性（CO2

削減効果）を確認 

・ 燃料電池の技術的課題（安定性・信頼性・耐久性）から全期間を通じた環境性に

は課題を残した 

 

図表 ２-22 環境性評価の実証データ 
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(オ) 新エネルギー、環境に関する社会への普及・ＰＲに貢献 

・ 博覧会会場では、プラントの見学ツアー参加者は 30,290 名にのぼった。中部

臨空都市における見学者も 4,410 名となり、内外へのＰＲに貢献 

・ 講演会、シンポジウム、雑誌や新聞記事などを通じ、新エネルギーや環境に関す

る社会への情報発信を実施 

 

図表 ２-23 博覧会会場ＮＥＤＯパビリオンにおける展示（左）と 

新エネツアーの様子とデータ展示システム（右） 
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3-3．京都プロジェクト16 

① 正式名称 

「京都エコエネルギープロジェクト」（KEEP） 

 

② 実施事業者 

富士電機システムズ、アミタ、日新電機、大林組、野村総合研究所、京都府、京丹後市 

 

③ 特徴 

電力会社の既設の電力系統を使用した仮想マイクログリッド上において、太陽光発電、

風力発電の出力変動分を、バイオガス発電（ガスエンジンと燃料電池）及び二次電池によ

り補う電力需給バランス制御技術の開発・実証を行った。仮想マイクログリッドシミュレ

ーションにより、各新エネルギー設備拡張時の同時同量制御の可能性や、マイクログリッ

ドとしての自立運転の可能性などを実証した。また、日本のどの地域でも利用可能な、一

般回線を利用したデータ転送システムにより、電力需要量にあわせて供給が可能なシステ

ム（同時同量システム）を構築した。需要家は、一般家庭（団地）や公民館、病院などの

実需要を対象とした。 

 

④ 場所 

京都府京丹後市弥栄町 

 

⑤ システム構成 

■供給施設：合計 850kW 

・ バイオガスエンジン：400kW（80kW×５台） 

・ 燃料電池（MCFC）：250kW 

・ 鉛蓄電池：100kW 

・ 風力発電装置：50kW 

・ 太陽光発電装置：50kW（30kW＋20kW） 

■需要施設：合計 1,041.9kW 

・ 電力供給：溝谷・吉野地区処理場（100kW）丹後あじわいの郷（100kW）、京

丹後市弥栄庁舎・公民館（178kW）、京丹後市弥栄病院（592kW）、風のがっ

こう京都（55kW）、京丹後市立堤団地（9.4kW）、京丹後市営和田野団地

（7.5kW） 

・ 熱供給：バイオマスプラント（メタン発酵槽と加温用熱交換器、管理室の給湯器

や暖房機等）、残さ処理設備 

                                           
16 京都エコエネルギープロジェクト 成果報告書（NEDO） 
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図表 ２-24 実証研究システムの全体構成（上）とバイオガスプラント（下） 

 

 

 

⑥ 主な成果 

(ア) 同時同量システムの高速・高精度目標である５分３％を ISDN、ADSL といった

汎用通信回線にて実現及び、系統への制御影響の低減実現 

・ 以下の条件で、５分３％の同時同量制御実現 

 分散配置の需要家負荷： 大 1,000kW（昼夜変動 大 500kW，短周

期定常変動 200kW） 

 太陽光・風力発電施設変動発電： 大 100kW 

 食品残さによるバイオガス発生 大 4,500m3/日 

・ 制御システムは、汎用通信回線、汎用ＰＣにて、発電計画・各制御指令を出力す

る同時同量制御システムを構築 
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図表 ２-25 同時同量試験時の発電機応答、連系点潮流 

青色： 総負荷需要ピンク： 発電電力＋外部
購入電力

赤色： 5分同時同量誤差率[%]

需給誤差率[%]＝需給差÷発電電力×100

＝(発電電力+購入電力-負荷)÷
発電電力×100

黒色: 仮想連系点潮流

 

 

図表 ２-26 同時同量制御周波数分析 

 

 

(イ) 仮想マイクログリッドシミュレーションモデルの開発 

・ 需要家負荷、太陽光・風力発電、バイオガス発電所内発電・二次電池、同時同量

制御システムのモデル・定数の同定 

・ 実測値を使用した同時同量システム制御シミュレーションモデルの実現 

・ 自立運転シミュレーションモデルの実現 
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図表 ２-27 自立運転シミュレーション結果 

 

青色： 需要家負荷端電圧ピンク：ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電所端電圧

 

注：需要家負荷の立上時（6 時～10 時）における仮想マイクログリッドの自立運転での追

従結果（周波数±0.1Hz，発電端電圧±2.5%内の範囲で運転） 

 

(ウ) 連続して安定なバイオガス発生のための原料調達マネージメントの確立と運用実

現（原料調達の申請、原料選定、運用手法） 

・ 残さ処理方法の検討と有効利用方法の確立 

 

(エ) バイオガス発電施設の早期立上げ（3 ヶ月）と２．５年間連続運転の実現 

 

図表 ２-28 バイオガス発生量とメタン濃度 
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3-4．八戸プロジェクト17 

① 正式名称 

「八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト」 

 

② 実施事業者 

三菱総合研究所、三菱電機、八戸市 

 

③ 特徴 

下水汚泥消化ガスを燃料としたガスエンジンを主体として、太陽光発電、風力発電及び

二次電池を用いた、再生可能エネルギーのみによる発電で構成されるシステム構成。公道

に敷設した自営の電線路（自営線）を用いて電力供給を行い、高精度の制御など多くの知

見を得た。 

電力・熱供給を集中制御・調整する技術を開発し、６分３％同時同量を達成。需要家は、

電力は市庁舎及び小中学校等、熱は終末処理場と分散しており、熱と電力を分離供給する

ことにより、一需要家内では起こりがちな需要と供給における熱電比のミスマッチを回避

した。 

 

④ 場所 

青森県八戸市 

 

⑤ システム構成 

■供給施設：合計 

・ 太陽光発電設備：130kW（10kW×3、50kW×２） 

・ 風力発電設備：20kW（4kW、8kW×２） 

・ ガスエンジン：510kW（170kW×３） 

・ 二次電池：出力±100kW 容量 1,440kWh 

・ 木質バイオマスボイラ：1.0t/h 

・ 消化ガスボイラ：4.2t/h（既設） 

■需要施設：合計 603kW 

・ 電力供給：八戸市庁舎本館（契約電力 360kW（推計））、江陽小学校（契約電力

50kW）、江陽中学校（契約電力 49kW）、小中野小学校（契約電力 47kW）、

小中野中学校（契約電力 59kW）、水道企業団旧庁舎（契約電力 38kW） 

・ 熱供給：東部終末処理場（下水処理場）消化槽の加温 

 

                                           
17 八戸市 水の流れを電気で返すプロジェクト 成果報告書（NEDO） 
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図表 ２-29 実証研究システムフロー（上）と設備写真（下） 

水道企業団水道企業団旧庁舎旧庁舎

東部終末処理場東部終末処理場

小中野中学校小中野中学校 小中野小学校小中野小学校 江陽中学校江陽中学校 江陽小学校江陽小学校

消化消化ガスタンクガスタンク
分離槽分離槽

汚泥汚泥消化槽消化槽

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

バークバーク
（樹皮）（樹皮）

商用電力

自営線（電力供給
および通信）

全長5.4km

消化ガス
供給

仮想連系点仮想連系点
（潮流評価地点）（潮流評価地点）

八戸市庁舎別館

木質バイオマス木質バイオマス
ボイラ（ボイラ（1t/h)1t/h)

風力発電風力発電
( 8 kW )( 8 kW )

風力発電風力発電
( 8 kW )( 8 kW )

排熱

熱供給

消化ガスボイラ消化ガスボイラ
（既設）（既設）

太陽光発電太陽光発電
( 50 kW( 50 kW××2 )2 )

二次電池二次電池
( 100 kW )( 100 kW )

ガスエンジンガスエンジン
( 170 kW ( 170 kW ××3 )3 )

八戸市庁舎本館八戸市庁舎本館

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

風力発電風力発電
( 2 kW( 2 kW××2 )2 )

水道企業団水道企業団旧庁舎旧庁舎

東部終末処理場東部終末処理場

小中野中学校小中野中学校 小中野小学校小中野小学校 江陽中学校江陽中学校 江陽小学校江陽小学校

消化消化ガスタンクガスタンク消化消化ガスタンクガスタンク
分離槽分離槽

汚泥汚泥消化槽消化槽

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

バークバーク
（樹皮）（樹皮）

商用電力

自営線（電力供給
および通信）

全長5.4km

消化ガス
供給

仮想連系点仮想連系点
（潮流評価地点）（潮流評価地点）

八戸市庁舎別館

木質バイオマス木質バイオマス
ボイラ（ボイラ（1t/h)1t/h)

風力発電風力発電
( 8 kW )( 8 kW )

風力発電風力発電
( 8 kW )( 8 kW )

排熱

熱供給

消化ガスボイラ消化ガスボイラ
（既設）（既設）

太陽光発電太陽光発電
( 50 kW( 50 kW××2 )2 )

二次電池二次電池
( 100 kW )( 100 kW )

ガスエンジンガスエンジン
( 170 kW ( 170 kW ××3 )3 )

八戸市庁舎本館八戸市庁舎本館

太陽光発電太陽光発電
( 10 kW )( 10 kW )

風力発電風力発電
( 2 kW( 2 kW××2 )2 )
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⑥ 主な成果 

(ア) 連系点潮流制御 

・ 「連系点における潮流の計画値と実績値の誤差を、6 分移動平均で当該時刻需要

に対して±3%以内にする」という目標に対し、 高月で 99.98%の滞在率を達

成 

・ 経済性も考慮した 3 階層での需給制御も良好に機能し、二次電池の反応速度やガ

スエンジンの経済性など、各機器の特徴を生かした変動補償を実施 

・ 滞在率での評価に加え周期別での変動分析を実施。特に自然変動電源（太陽光発

電）の変動が大きくなる周期における変動残留率（連系点潮流変動／システム内

変動）の低さから、自然変動電源の出力変動補償効果の高さを確認 

 

図表 ２-30 連系点潮流の目標数値滞在率 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

6分移動平均誤差［%］

頻
度

［
%
］

H18/04～H18/09：98.96%

H18/10～H18/11：99.95%

H18/12～H19/05：99.89%
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H18/10～H18/12：99.98%

目標範囲（±3%）

期間別の目標範囲内滞在率

 

 

図表 ２-31 周期別の変動 
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影響している可能性がある

 

   注）平成 18 年：ただし 8～9 月は平成 19 年データを代用 
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(イ) 自立運転 

・ 平成 19 年 11 月 3 日午後から 10 日午前に渡り、自立運転を実施。周波数、電

圧、逆相電流、高調波電圧歪率という各目標を、いずれも余裕をもって達成 

・ 10msec 周期で需要変動に対応する「ローカル制御」、ガスエンジンの逆相電流

による損傷を防止する「逆相電流補償機能付きパワーコンディショナ」はじめ、

自立運転用の諸対策が機能。なお高調波については分析の結果、無対策で実施可

能と判断 

 

図表 ２-32 自立運転結果 
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(ウ) 省エネルギーおよび CO2 削減 

・ 年間で省エネ率 71.3%、CO2 削減率 68.9%を達成。 も高い月ではそれぞれ

が 95%以上を記録 

・ 導入した設備には全て再生可能エネルギーを用いているため、汚泥消化ガス不足

時の購入電力分と、木質バイオマスボイラの運転トラブル時等の代替燃料（A 重

油）分のみがエネルギー消費および CO2 排出量とカウント 

・ 冬期は需要が電熱共に高く、汚泥消化ガスが不足がちになること、燃料であるバ

ーク（樹皮）の含水率が高いこと、含水率の高さから木質バイオマスボイラのト

ラブルが多くなることなどから省エネ・CO2 削減率共に低下 
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図表 ２-33 省エネ・CO2 削減効果（平成 18 年 10 月～平成 19 年 9 月） 
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(エ) 連系点潮流制御精度とコストの関係分析 

・ 様々な運転ケースを実施し、連系点潮流変動残留率（連系点潮流変動／システム

内変動）と制御関連ランニングコストの関係を評価 

・ 自然変動電源の出力変動補償対策に、どの程度の社会的価値を認めるかという議

論に、有益な示唆を提供可能 

 

図表 ２-34 連系点潮流精度とコストの関係 
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3-5．マイクログリッド高度化系統連系安定化システム実証研究（タイ）18 19 20 

このプロジェクトは、NEDO の太陽光発電システム等高度化系統連系安定化技術国際共

同実証開発事業により実施されているものである。 

 

① 実施主体 

四国電力（再委託先：四国総合研究所、四電エンジニアリング） 

 

② 実施場所 

  タイ王国  ピサヌローク県  ナレスアン大学  再生可能エネルギー技術学部（SERT） 

 

③ プロジェクト概要 

SERT のアカデミックセンターの負荷（20～100kW）を対象に、400V 系統において、

太陽光発電（120kW）とディーゼル発電（100kW）、蓄電池（150kW/200kWh）の設

備を設置し、太陽光発電の比率を全電源容量の 50％以上に高めたマイクログリッドを構築。

連系用遮断機を開閉することで、マイクログリッドの自立運転/連系運転を切り替えること

ができる。 

連系運転時の系統影響（電圧・電力潮流の変動など）を極力抑制し、連系点における送

受電電力を 30 分間一定値に保持するよう需給制御を行う（潮流の設定値は一定時間前に通

告して変更できるものとしている）運転技術の開発や、電力系統の事故等による自立運転

時における、マイクログリッド内の需要先に安定した電力を供給できる制御技術の開発な

どを実施。 

 

④ 需給制御方法 

(ア) 自立運転 

・ 昼間は太陽光の発電に応じ余剰電力を蓄電池に充電。蓄電池が満充電となると太

陽光を出力抑制し、充電レベルが正常になるまで蓄電池による AFC 運転を行う。 

・ 夜間などに蓄電池の充電レベルが下限に達した場合、ディーゼル発電機を起動し、

低出力以上で AFC 運転を行う。低負荷の際には余剰電力を蓄電池に充電。 

(イ) 連系運転 

・ 大学構内との連系線潮流設定値を 30 分毎に変更し、蓄電池の充電レベルが目標

値に近づくよう管理。蓄電池の充電レベルが許容範囲を逸脱する場合の太陽光発

電の出力抑制およびディーゼル発電機の起動制御は、自立運転の場合と同じ。 

                                           
18 四国電力プレスリリース（http://www.yonden.co.jp/press/re0709/j0ypr007.html） 
19 NEDO ホームページ（http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p05016.html） 
20 「マイクログリッドの需給制御シミュレーションについて」瀧川他、平成 20 年電気学会電

力・エネルギー部門大会 
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図表 ２-35 マイクログリッドのシステム概要 
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3-6．マイクログリッド（高品質電力供給）高度化系統連系安定化システム実

証研究（中国）21 22 

このプロジェクトは、NEDO の太陽光発電システム等高度化系統連系安定化技術国際共

同実証開発事業により実施されているものである。 

 

① 実施主体 

清水建設株式会社（再委託先：株式会社明電舎、中国電力株式会社） 

 

② 実施場所 

中国浙江省 杭州電子科技大学（Hangzhou Dianzi 大学） 

 

③ プロジェクト概要 

中国の杭州電子科技大学（Hangzhou Dianzi 大学）の構内に、太陽光発電（120kW）

とディーゼル発電（120kW）を電源として太陽光発電の比率を全電源容量の 50％に高め、

また電力品質向上のために二次電池（50kWh）、電気二重層コンデンサ（100kW×±2s）、

品質補償装置（100kVA）、瞬低補償装置（100kVA）を採用したシステムを構築してい

る。 

電力系統に連系した場合において、連系運転時、自立運転時における電力供給の安定性

の検証として、需給制御装置や二次電池、電気二重層コンデンサを用いた負荷追従の評価

や、自立運転時に人工的な変動による電力品質の評価を行う。 

 

④ 需給制御方法 

連系運転時の運転目標は、連系点潮流を一定に保つことである。このため、各分散型電

源を用いて応答領域に応じたに出力制御を行う。具体的には、ディーゼルエンジン発電機

は、長期的な負荷変動に追従するように、需給制御システムからの指令によって出力調整

を行う。電気二重層コンデンサは急峻な変動のみを補償、二次電池は、ディーゼルエンジ

ンと電気二重層コンデンサの補償領域の間の変動を補償する。 

 

                                           
21 NEDO ホームページ（http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p05016.html） 
22 江崎他、「太陽光発電システムを導入したマイクログリッド需給制御のシミュレーション」、

平成 20 年電気学会電力・エネルギー部門大会 



 

-52- 

図表 ２-36 マイクログリッドのシステム概要 
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3-7．清水建設における研究事例23 24 

① 目的  

 実用規模のマイクログリッドにおける自立運転時の需給制御システムの開発により、商

用電力停止時にも、マイクログリッドからの自立電力供給により電力品質を維持した電力

供給を継続できる電源制御技術の実用化を目指す。 

 

② システムの概要 

2004 年 1 月より同社技術研究所にて実証運転開始。太陽光発電、マイクロガスタービ

ン、ガスエンジン、二次電池を組み合わせた合計 大出力 79kW のシステムで、統合カス

ケード制御による負荷追従運転を実現した。2006 年 7 月末からは、さらに天然ガスエン

ジンコージェネレーション（発電容量合計 440kW）を主電源とした発電出力 600kW 級

の都市型マイクログリッドの実用運転を開始している。 

 

図表 ２-37 清水建設マイクログリッドの全体のレイアウト 

 

 

③ 構成要素 

自立運転を行う対象は、図表 ２-37の青色の実験棟 5 棟。分散型電源から各実験棟への

電力幹線は 6.6kV 系で構成され、通常時は商用系統に連系して技術研究所内の全実験棟

（12 棟、総延面積 16 千 m2）に、電力供給を行っている。自立供給範囲の電力需要は平

均的には 400kW であり、各種実験装置の起動/停止に伴う 50-100kW 程度の負荷変動

が含まれる。 

 

【設備】 

ガスエンジン 350kW および 90kW、ニッケル水素電池 40kW×10 時間、電気二重

層コンデンサ 100kW×充放電 2 秒、太陽光発電 10kW。 

 

                                           
23 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
24 沼田他、「都市型マイクログリッドの構築と自立運転制御の開発」、平成 20 年電気学会全国

大会 
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【需給制御システム】 

需給制御は、図表 ２-38に示すシステム構成で行っている。運転計画を需要予測結果

に基づき、一日のガスエンジンの発電計画ならびに買電電力を毎日立案、当日の電力負

荷の状況を計測しながら運転計画を修正して経済負荷配分制御により発電計画を決定。

各計測情報ならびにローカル制御をする電源以外の電源への制御指令は、LAN を利用し

て 1 秒周期で転送される。 

 

【電源制御方式】 

統合カスケード制御と個別自立制御を開発している。両制御方式ともに、各電源の容

量を効率的に利用するため、応答の速さに応じて制御対象となる負荷変動の時間帯域を

分担させている。具体的には、負荷変動に対する即時の応答は電気二重層コンデンサに、

数秒～数百秒オーダーの対応をニッケル水素に、それ以降をガスエンジンにそれぞれ出

力を分担させている。特に統合カスケード制御（図表 ２-38）の開発に力を注いでおり、

自立運転に適用した結果、系統周波数の安定化に大きな効果があるなど効果が実証され

ている。しかし、LAN による情報伝達の時間遅れが生じるため、負荷変動成分の補償に

ついて自立運転で検証している。 

 

図表 ２-38 需給システム（左）と統合カスケード制御（右）の概要 

  

 

④ 自立運転試験 

 LAN を利用した情報伝送の時間遅れによる早い負荷変動成分の対応として、応答特性に

優れた分散型電源にローカル制御させた統合カスケード制御のシミュレーションおよび実

験で有効性を確認している。これを需給システムに実装し、無瞬断で連系→自立への運転

移行、約 5 分間の自立運転、そして連系復帰を試験した。その結果、周波数変動を 50±

0.2Hz の範囲に抑制することができ、電力品質を維持しながらの自立電力供給が実証され

た（図表 ２-39）。 
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 今後は、太陽光発電などの自然条件により大きく変動する電源の導入割合を 50%程度に

まで高めたマイクログリッドでの安定した自立電力供給の実証が行われる予定である。 

 

図表 ２-39 デジタル通信網を利用する場合の統合カスケード制御と自立運転結果 
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3-8．東京ガスでの取組事例25 26 27 28 

① 目的 

ガスエンジンや燃料電池などの高効率エネルギー変換効率の導入に加え、太陽光・バイ

オマスなどの再生可能エネルギーを天然ガスと組み合わせて安定的に利用し、クリーンエ

ネルギーである水素を含む多種のエネルギーを地域内で面的に融通しながら 適に活用す

る「ホロニック・エネルギーシステム」を提唱し、その実現に向けて東京大学と連携して

検証している。また、東芝と集合住宅用マイクログリッドの実証試験も行っている。 

 

② システムの概要 

2006 年 10 月より東京ガス横浜研究所にて実証実験を開始している。すべての分散型

電源がインバータによる系統連系方式であり、充放電コンバータと無停電電源装置は直流

リンクで同一の蓄電池を共有している。また、電力負荷を高品質／中品質／一般と 3 種類

に分類し、変災時を想定した品質別電力供給も検証可能なように配慮している。負荷は電

灯、空調機、エレベータ。 

図表 ２-40 マイクログリッド実証試験設備 

 

 

③ 構成要素 

【設備】 

自立運転対応小型ガスエンジンコージェネレーション 25kW（GE2）、自立非対応型

小型ガスエンジンコージェネレーション 25kW（GE1）・9.9kW（GE3）、太陽光発電

10kW（PV）、風力発電 6kW×2 台、鉛蓄電池 196Ah、ニッケル水素電池 392Ah、

                                           
25 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
26 田上他、「負荷及び多種分散電源の統合制御手法を用いたマイクログリッド自立運転時の電

力品質評価」、平成 20 年電気学会全国大会 
27 宮崎他、「集合住宅用マイクログリッドの実証試験と評価」、平成 20 年電気学会全国大会 
28 塚田、「東京ガスにおけるホロニックエネルギーシステムへの取り組み」、日本水素エネルギ

ー産業会議第 7 回会議、平成 19 年 8 月 
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充放電コンバータ 71kVA（PCS）、無停電電源装置 50kW（UPS）、デマンドサイトコ

ントローラー（DSC）、三重効用吸収式冷温水器 

 

【制御システム】 

需給計画機能を担うオフラインサーバと需給監視制御を担うオンラインサーバの 2 台

のサーバで構成され、需要予測→運用計画→監視制御の工程を毎日行っている。オフラ

インサーバは、過去の需要データから翌日の需要予測を行い、翌日の分散型電源の運用

計画を策定する。 

 

【実証試験】 

これまで「受電電力一定制御（同時同量評価）」、「電圧制御による系統貢献」、「自立運

転時の電力品質評価」などの実証試験が行われている。 

受電電力一定制御の試験では、平日の５日間連続運転した結果、ガスエンジンと蓄電

池（PCS）の併用により、評価時間 1 分において概ね±3%の同時同量精度を達成した。

電圧制御による系統貢献に関する試験では、マイクログリッド試験設備の無効電力制御

による配電線電圧の変動抑制効果が、実験およびシミュレーションにより確認された。

自立運転時の電力品質評価については、PV および電力負荷の変動に対して GE が十分な

追従性能を発揮し、電圧・周波数の品質に問題なく運転可能であることが実証された。 

また、出力変動の大きい自然エネルギーを自立運転に有効に活用する手法として、分

散型電源制御とデマンドサイド制御（負荷制御）を組合せた自立運転制御手法を提案し、

実証試験を行っている。提案手法は３つの制御ロジックから構成されており、それらは

「複数電源パラレル制御」、電力需要状況に応じて特定負荷の運転の ON-OFF を行う「デ

マンドサイド制御」、「蓄電池 SOC マネジメント制御」である。これらの３つの制御ロジ

ックを組み合わせた統合制御ロジックに基づく自立運転試験の結果、いずれのロジック

も正常に作動し、良好な試験結果が得られている。 

 

図表 ２-41 統合制御ブロック図 
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3-9．産業技術総合研究所での研究事例29 30 

① 目的 

個別分散型システムや小規模エネルギーネットワーク（ローカルエリアネットワーク）

と基幹系統との協調の実現を目指して、集合住宅を対象として大阪ガスと共同研究を行っ

ている。 

 

② システムの概要 

2007 年度より、大阪ガスの実験住宅 NEXT21（集合住宅、18 戸）の一部にて燃料電

池コージェネレーションおよび電気・熱・水素によるエネルギーネットワークによる実証

試験を行っている。2007 年度の春、夏、秋、冬の各季節の一定期間（1 週間ないし 10

日間）、集合住宅の一部（6 戸、3 階 2 戸、4 階 4 戸）を戸建住宅と集合住宅とに想定して

実験を行っている（図表 ２-42、図表 ２-43）。 

 

図表 ２-42 戸建（左）と集合住宅（右）実証実験のシステム構成 

  

 

図表 ２-43 実証試験のシステム構成の概念の違い 

 

 

③ 構成要素 

【設備】 

純水素駆動の PEFC（定格発電容量 700W、定格時の発電効率・排熱回収効率共に

                                           
29 エネルギー・資源（Vol.29、No.1、2008） 
30 安芸他、「住宅地における分散型エネルギーネットワークの構築」、平成 20 年電気学会全国

大会 
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40%）と貯湯槽の組合せを 3 台（3 階 1 台、4 階 2 台）設置。屋上に都市ガス改質に

よる水素製造装置を設置し、パイプシャフト内に PEFC 用水素配管を敷設。集合住宅内

に水素配管を敷設し燃料電池を設置してネットワークを構成し、エネルギー融通を行う。 

 

【実証実験】 

比較のために燃料電池を用いない状態（電気事業者からの購入電力+ガス給湯器）にお

ける一定期間のエネルギー需要を計測し、次に、戸建住宅、 後に集合住宅を想定した

試験をそれぞれ一定期間行った。戸建住宅を想定した試験では 2 台の燃料電池は各々特

定の 2 戸の住宅に電力と温水とを供給するものとして、燃料電池は各 2 戸の電力需要に

追従するよう制御し、集合住宅を想定した試験では 3 台の燃料電池で 6 戸の電力需要合

計に追従するよう制御した。各住宅の電力消費と給湯需要（温水流量と温度）を 2 秒間

隔で需要計測している。 

電力需要が燃料電池の発電容量（合計 1.4kW）以下である時間帯には、燃料電池はほ

ぼ電力需要に追従して制御されており、秋季に行った実験結果（図表 ２-44）では電力

需要全体の約 70-80%が燃料電池から供給されている。給湯需要については、2 台の貯

湯槽のうち 1 台の貯湯レベルおよび当該貯湯槽から供給される 2 戸の住宅の給湯需要と

ガス給湯器による供給量を示しているが、戸建住宅を想定した試験で給湯需要の約 80%

が燃料電池からの排熱で賄われたが、集合住宅を想定した試験では給湯需要が大きかっ

たため約 50%に留まり燃料電池からの排熱では不足する。 

集合住宅向けシステムは戸建住宅向けシステムと比較して配管ネットワークの敷設工

事が容易なため、より早期の実用化が可能と考えられている。戸建住宅向けシステムは、

技術開発と平行してシステムの導入・管理・運営を行うためのビジネスモデルを構築す

る必要があるとしている。 

 

図表 ２-44 戸建住宅実験結果の例（秋期のある一日） 

左：電力需給（4 戸分）、右：給湯需要（2 戸分） 
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4．その他の地域 

 

4-1．カナダ31 

 カナダのマイクログリッド研究は、土地が広大で島も多いという地域特性から、特に遠

隔地での電力供給への適応に重点が置かれている。 

カナダでは数百ものディーゼルエンジンを用いたミニグリッドがあるが、燃料が高騰し

ているため、その代替技術が至急必要とされている。そのため、マイクログリッドによる

制御可能な化石燃料電源と、制御できない再生可能電源の組合せによる自立的なシステム

運用技術の開発が進められている。技術開発テーマは、システムの安定性、電力品質の確

保、再生可能エネルギーの導入規模と制御方式の検討である。 

この実証研究事例を以下に示す。 

 

●Nemiah Valley Mini-Grid 

・ 既存のディーゼル発電を再生可能エネルギーで置き換える 

・ 終的に 40kW 程度の太陽光発電（現状 27kW 程度）まで導入する予定で、その

ため、知的ロードコントローラーも導入する計画 

・ 現在は、モニタリングと分析を実施中 

 

図表 ２-45 システム概要 

 
                                           
31 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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●Ramea island wind-diesel mini-grid 

・ 既存のディーゼルエンジンと風力発電からなるミニグリッド系統で、ディーゼルエ

ンジンの利用を 小にするための研究 

・ 研究課題は、ディーゼルエンジンサイズの 適化、負荷制御、自立運転の分析とシ

ミュレーションのためのソフトウェアの改良、風力発電のマネジメントのための電

力貯蔵の研究 

 

図表 ２-46 システム概要 
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4-2．韓国32 

 韓国では、2007 年に相次いで研究センターとプロジェクトを立ち上げた。 

2007 年 6 月に設立された Research Center for Intelligent Micro-Grid では主に直

流マイクログリッドを扱い、7 月設立のプロジェクトである Development of integrated 

energy management system for Micro-Grid では、交流マイクログリッドを扱う。 

 

① Research Center for Intelligent Micro-Grid 

 センターの目的は、直流給電による分散型電源の連系とデジタル需要への高品質の電力

供給のためのコア技術の開発であり、そのために配電技術の開発、電力変換技術の開発、

制御／通信技術の開発、知的マイクログリッドのためのシミュレーションモデル開発、そ

してハードウェア開発を行う。研究は産学連携で行われ、大阪大学も名を連ねている。研

究グループは目的に添って、配電技術、電力変換技術、そして制御／通信技術の 3 つのグ

ループに分かれて進められ、 終的に統合される。 

 プロジェクト期間は 2007 年 6 月～2011 年 5 月までの 4 ヶ年で、全体予算は、

US$2.72 百万（約３億円）（そのうち政府から US$1.84 百万、約２億円）である。 

 

図表 ２-47 コア技術の開発 

 

 

 

 

                                           
32 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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図表 ２-48 プロジェクト体制 

 

 

図表 ２-49 直流マイクログリッドの概要 

 

 

② Development of integrated energy management system for Micro-Grid 

 プロジェクトの目的は、高い信頼性と効率の電力系統のための技術開発と、都市・地方

システムのためのキーデバイスの開発、及びパイロットプラントの開発である。研究項目

は大きく 3 つあり、モジュラー／標準デバイス開発、運用システムの開発、パイロットプ

ラントの建設と性能評価である。 

 プロジェクト期間は 2007 年７月～2012 年 6 月までの 4 ヶ年で、全体の予算は、

US$14.65M 百万（約１６億円）（そのうち政府から US$7.3 百万、約８億円）である。 
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図表 ２-50 交流マイクログリッドのパイロットプラントシステム 

 

 

図表 ２-51 研究項目 
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4-3．シンガポール33 

 シンガポール科学技術庁（Agency for Science, Technology & Research ：

A*STAR）の科学技術研究カウンシルは、知的エネルギー分配システム（Intelligent Energy 

Distribution Systems：IEDS）プログラムを定め、マイクログリッドプロジェクトに資金

を配分している。IEDS の資金は 10Million シンガポールドル（約 7 億円）で、マイクログ

リッドを含む 10 のプロジェクトを実施している。 

 マイクログリッドプロジェクトは、Microgrid Energy Management System という題

名で NTU（Nanyang Technological University）がリーダーである。研究の概要は以下

の通りである。 

 

【マイクログリッドの研究施設】 

・ Jurong 島に、マイクログリッドと分散型電源の実験施設を設置する 

・ 自立運転、もしくは連係 モードのテストを可能とする 

・ 2009 年第 4 四半期までに完成の予定（第 1 フェーズ） 

・ 2010 年半ばまでに追加の設備導入（第 2 フェーズ） 

 

【設備構成】 

・ 総容量は約 1MW 

・ 様々な燃料電池を導入（様々な規模、燃料）･･･PAFC、PEMFC、SOFC、MCFC 

・ 燃料／太陽熱によるスターリングエンジン 

・ 様々な種類の太陽光発電 

・ ハイブリッド自動車／電気自動車･･･Vehicle to Grid 

・ 大規模バッテリー、電気二重層コンデンサ 

・ 内燃エンジン（従来型、バイオ燃料） 

・ マイクロタービン 

                                           
33 Kythnos 2008 Symposium on Microgrids 資料

（http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm） 
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（空白ページ） 
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第３章 マイクログリッド型の新エネルギー

等地域集中導入技術の事業計画手順 
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1．事業計画手順の全体像 

 

マイクログリッド型の新エネルギー等集中導入技術の事業計画を行う上で必要となる検

討手順を示す。本ガイドブックでは、愛知プロジェクト、京都プロジェクト、八戸プロジ

ェクトより得られた知見に基づき、マイクログリッド型の新エネルギー等集中導入技術を

計画する上で普遍的と思われる事項を中心に基本的な整理を行っている。詳細な検討内容

や 3 プロジェクトそれぞれの検討経緯などについては、各プロジェクトの報告書34を参照

いただきたい。 

 

実際の事業計画に当たっては、初めから全項目に渡って詳細に検討するのではなく、

まずは大まかな導入可能性を検討し、徐々に詳細化することが一般的かつ効率的である。

ここでは、事業目的を明確化しシステムの導入可能性の概略検討を行う「基本構想」、具

体的な需給設備構成の検討までを含めた上でシステムの導入可能性の検討を行う「基本

設計」、運用制御や系統構成の検討までを含めた上で事業化の可否の判断を行う「詳細検

討」、事業化決定の上でシステム構築に必要な項目を検討する「機能仕様作成」と、4 ス

テップでの段階的な詳細化手法を前提とした。各ステップにおける主な検討主体、検討

内容、検討期間の例を図表 ３-1に示す。 

事業計画を行う際に必要となる検討内容は、事業目的、供給設備、需要設備、運用制

御、系統構成、運転・保守体制、事業スキーム、関連法規の 8 項目に分類でき、各ステ

ップでの調査手順は概ね図表 ３-2のようにまとめられる。これらの項目は各々を独立に

検討するものではなく、同一ステップ内においても、相互作用しながら検討するもので

あり、特に供給設備、需要設備、運用制御についてはスパイラル的に検討を深めていく

ものである。 

このような 4 ステップ・8 項目による検討手順を前提とすると、各ステップ・項目に

おける具体的な検討内容は概ね図表 ３-3のようにまとめられる。ただし、各項目をどの

ステップで検討するかはケースバイケースであり、検討ステップが前後することもあり

える。 

 

                                           
34 「2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市における新エネルギー等地域集中実証研究に係る

委託業務 実証研究報告書」、「京都エコエネルギープロジェクト 成果報告書」、「八戸市 水

の流れを電気で返すプロジェクト 成果報告書」。本章では特に記載がない限り、これら 3 プ

ロジェクトの報告書を参照した。 
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図表 ３-1 事業計画の検討ステップの例 

ステップ 
ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

主な 

検討主体 

事業実施主体

（自治体等）の 

企画担当者等 

事業実施主体、コ

ンサルタント等 

事業実施主体、メー

カー等の技術者等 

事業実施主体、メー

カー等の技術者等

主な 

検討内容 

◆ 事 業 目 的 の

明確化 

◆ 季 節 単 位 で

の 需 給 バ ラ

ンス・経済性

の オ ー ダ ー

の確認 

◆ 具体的な需給設

備構成の検討 

◆ 30 分～1 時間

単位での需給バ

ランス・経済性

の確認 

◆ 運用制御や系統

構成の検討 

◆ 事業化の可否判

断 

◆ システム構築に

必要な項目の検

討 

検討期間

の目安 
～半年 ～半年 半年～1 年 半年～1 年 

補助事業

の例 

「地域新エネル

ギービジョン策

定等事業」にお

ける計画策定 

「地域新エネルギ

ー・省エネルギー

ビジョン策定等事

業」における事業

化可能性調査 

「風力発電フィー

ルドテスト事業（高

所風況精査）」（風力

発電を導入する場

合） 

－ 

 

図表 ３-2 各ステップにおける調査フロー 

 

1. 事業目的

5. 系統構成

適
宜
再
検
討

6. 運転・保守体制

7. 事業スキーム

3. 需要設備2. 供給設備

4. 運用制御

8. 関連法規

適宜検討
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（空白ページ） 
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図表 ３-3 各ステップ・検討項目における検討内容の例 
項目 

記載頁 
事業計画の基本的考え方 

大項目 小項目 

＜ステップ 1：基本構想＞ ＜ステップ 2：基本設計＞ ＜ステップ 3：詳細検討＞ ＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

 【主体】事業実施主体（自治体等）の企画担当者等
 
【内容】事業目的の明確化、季節単位での需給バラ
ンス・経済性のオーダーの確認 
【期間】～半年 

【主体】事業実施主体およびコンサルタント等 
 
【内容】具体的な需給設備構成の検討、30 分～1
時間単位での需給バランス・経済性の確認 
【期間】～半年 

【主体】事業実施主体およびメーカー等
の技術者等 
【内容】運用制御や系統構成の検討、事
業化の可否判断 
【期間】半年～1 年 

【主体】事業実施主体およびメーカー等
の技術者等 
【内容】システム構築に必要な項目の検
討 
【期間】半年～1 年 

1.事業
目的 

 74 ◆事業目的の明確化 
【内容】コスト、信頼性・セキュリティー、環境・
エネルギー効率、電力システムへの貢献、地域資源
の活用などを選択・優先順位付け。 
【留意点】電力品質と経済性はトレードオフの関係。

◆達成目標値の明確化 
【内容】具体的な達成目標を検討。自立運転の検
討の実否を判断。 
【方法】比較対象システムを定義・評価。目指す
べき水準を検討。 
【留意点】自立運転の必要性については、目的や
費用対効果を念頭に置き検討。 

― ― 

2.供給
設備 

設備の
種類・
規模の
選定 

78 ◆供給設備の種類・規模目安の検討 
【内容】設備の種類、総容量・費用目安を検討。 
【方法】文献・データベースに基づき、設備の特徴、
計画地域における気象条件・バイオマス燃料の調達
可能性を把握。需要量の目安、電力品質の目標レベ
ル、需給制御上の役割と照らし合わせ、設備容量を
検討。 
【留意点】事業性・経済性の向上には、既存インフ
ラと連携した事業計画立案が重要。 
 
◆季節別発電量の把握 
【内容】季節別発電量の目安を把握。 
【方法】文献より一般的な設備利用率を把握し算出。
【留意点】ミドル・ピーク電源の設備利用率は低い。

◆燃料の調達安定性の把握 
【内容】燃料の供給可能量・品質・価格を把握。
【方法】業者聞き取り調査、施設調査。 
 
◆設備の単機容量・導入台数の検討 
【内容】設備の単機容量・台数の組み合わせを検
討。概算費用を把握。 
【方法】メーカーから機器ラインナップ・仕様、
見積りを取得。 
【留意点】設備の 低出力、需給調整力、設置ス
ペースなどに留意。ミドル・ピーク電源、二次電
池は部分負荷運転が多く、効率が定格値より低く
なる可能性あり。 
 
◆自然変動電源の季時別発電パターンの把握 
【内容】自然変動電源の季時別の発電パターンの
目安を把握。 
【方法】データベースに基づき推計。 
【留意点】風の乱れが大きい地区に風力発電を導
入する場合、風速・発電量が予測と乖離する可能
性あり。 

◆廃棄物処理体制の検討 
【内容】廃棄物の種類を確認。処理体制
（委託処理、自家処理）を検討。 
【方法】文献を参照。委託処理を行う場
合、業者聞き取り調査・施設調査により、
費用、廃棄物の性状・量の制約等を確認。
【留意点】廃棄物の有効利用により、事
業性・経済性が向上する可能性あり。 

◆機器・業者の決定 
【内容】導入機器、燃料調達先業者、廃
棄物処理業者を決定。 
【方法】メーカー、業者から詳細見積を
取得し契約締結。 
【留意点】廃棄物委託処理を行う場合、
書面による契約、法定事項の記載が必
要。 

設備の
設置場
所の選
定 

84 ◆供給設備の設置地区・施設の検討 
【内容】設備の設置地区・施設を検討。 
【方法】地図、現地調査等により燃料へのアクセス、
敷地制約を確認。 
【留意点】供給設備の種類によっては、地元住民の
受容性に対する配慮が必要。コージェネレーション
設備は熱供給先施設の付近に設置することが望まし
い。 

◆供給設備の設置位置の検討 
【内容】設備の具体的な設置位置を検討。 
【方法】設置場所の所有者・管理者聞き取り調査
により、スペース制約、既存設備との接続制約を
確認。必要に応じて地元住民と調整。 
【留意点】設置場所の所有者側における設備の将
来建設計画への影響に注意。 

◆供給設備の設置位置の仮決定 
【内容】供給設備の設置位置を仮決定。
【方法】設置場所の所有者から設備の設
置に対する仮承諾を取得。 

◆供給設備の設置位置の決定 
【内容】設置位置を決定。 
【方法】設置場所の所有者から設備の設
置に対する承諾を取得。行政財産を目的
外使用する場合、所管行政に対して許可
申請手続きを実施。 

3.需要
設備 

需要特
性の把
握 

86 ◆季節別需要量、 大需要の目安把握 
【内容】需要施設の年間・季節別需要量、 大需要
の目安を把握。 
【方法】各種文献調査に基づき、業種別需要特性を
把握。可能であれば需要家や設計会社から需要デー
タ、料金明細、契約容量等を入手。 
【留意点】実需要は文献データから乖離する可能性
あり。コージェネレーションを行う場合、余剰熱が
極力発生しないように需要施設を選定することが重
要。 

◆季時別需要パターンの目安把握 
【内容】30 分～1 時間単位の季時別需要パター
ンを把握。 
【方法】需要家や設計会社から需要データを入手。
または各種文献調査に基づき推計。 
【留意点】実需要は文献データと異なる可能性あ
り。 

◆需要の実測 
【内容】需要を実測。 
【方法】需要設備の所有者・管理者と調
整し、計測器を設置。 
【留意点】計測周期や測定項目は、シス
テムの制御仕上げや自立運転機能の有無
に応じて選択。 

◆需要計測の継続 
【内容】需要計測を継続し、需要の季節
変化や経年変化を把握。 

電力・
熱負荷
設備の
把握 

90 

― 

◆熱の供給先負荷設備の熱需要パターンの把握 
【内容】熱の供給先負荷設備の熱需要パターンを
把握し、熱の利用可能性を確認。 
【方法】需要家・設計会社聞き取り調査を行い、
主な熱負荷設備の利用熱形態、温度、季時別需要
パターンを把握。実測データが入手できない場合
は運転状況などに基づき推計。 
【留意点】余剰熱が極力発生しないように熱負荷
設備を選定することが重要。 

◆電力負荷設備の導入状況の把握 
【内容】大容量負荷、負荷変動の急峻な
負荷、電力品質に敏感な負荷、高調波発
生負荷等の台数・容量を把握。 
【方法】需要家・設計会社聞き取り調査。

◆主要電力負荷設備の仕様・運転状況の
把握 
【内容】受配電盤や構内の結線図、電力
品質に敏感な負荷、高調波発生負荷等の
仕様を入手。大容量負荷の運転パターン
を把握。 
【方法】需要家・設計会社聞き取り調査。 

エネル
ギー供
給契約
の締結 

92 

― 

◆需要家のエネルギーに対するニーズの把握 
【内容】エネルギー供給価格、電力品質、環境性
等に対する需要家のニーズや許容度を把握。 
【方法】需要家聞き取り調査。事業目的、システ
ム構成、需要家メリット、リスク等を需要家へ提
示。 

◆エネルギー供給契約の仮締結 
【内容】需要家からエネルギー供給に対
する仮承諾を取得。 
【方法】需要家に対するエネルギー供給
契約条件（供給価格、事故時対応・補償、
契約有効期間、責任分界点等）を検討。

◆エネルギー供給契約の締結 
【内容】需要家とエネルギー供給契約を
締結。 

4.運用
制御 

計測・
通信・
監視制
御シス
テム 

94 ◆費用概算の把握 
【内容】運用制御システムの費用目安を把握。 
【方法】各種文献調査。 
【留意点】計測項目、技術開発要素の多寡に応じて
費用は変化。 

― 

◆計測項目の検討、計測器の仕様の検討
【内容】計測対象機器、計測項目を検討。
計測精度、計測周期、信号レンジ、イン
ターフェース等を検討。 
【方法】需給制御やシステム評価の精度、
通信方式等と照らし合わせて検討。 
【留意点】自立運転や秒レベルでの制御
を行う場合は、計測器間の同期をとる。
計測器誤差の大きさによっては、供給設
備の規模や制御の精度に裕度を持たせ
る。 
 
◆通信システムの仕様の検討 
【内容】通信媒体、規格、冗長化の有無
等の仕様を検討。 
【方法】利用目的、送電手段、データ伝
送量、頻度等に応じて検討。 
 
◆監視制御の基本設計の検討 
【内容】各機器およびシステム全体への
制御指令、システム異常時の対応ロジッ
ク等を検討。 

◆監視機能の基本設計の検討 
【内容】監視画面上での表示・操作項目、
記録すべきイベント内容、監視画面・帳
簿のレイアウト等を検討。 
 
◆機器決定 
【内容】導入機種を決定。 
【方法】メーカーから見積を取得した上
で契約を締結。 

需給制
御方式 

98 ◆季節別需給バランスの確認 
【内容】季節別需要量と供給量とのバランスの確認。
【留意点】需給の厳密なバランスはこのステップで
は特段考慮しなくても良い。 

◆評価目標値の検討 
【内容】制御対象・評価指標の明確化、評価目標
値を検討。 
【留意点】制御対象、評価指標、評価目標の選び
方によって、制御の難易度や電力品質は変化。 
 
◆需給調整における設備の役割分担、運転パター
ンの検討 
【内容】需給調整における設備の役割分担、運転
パターンを検討。 
【方法】エネルギー供給設備の追従速度、起動停
止特性、部分負荷特性等を確認。 
◆季時別需給バランスの把握 
【内容】季時別需給バランスを把握。 
【方法】平休日別季節別 30 分～1 時間単位での
需給シミュレーション分析。 

◆ 適需給計画モデルの基本仕様の検討
【内容】目的関数、主な制約条件（需給
バランス、出力等）を検討。 
【留意点】階層化構造等により効率的な
モデルを構築。 

◆ 適需給計画モデルの詳細仕様の検
討 
【内容】 適需給計画モデルの勘案すべ
き各種制約条件、需要・自然変動電源出
力の予測手法、各種パラメータ等を検
討。 
【留意点】運転開始後においても、実績
データを分析しパラメータ調整を図る
ことが重要。 

5.系統
構成 

マイク
ログリ
ッド内
構成 

104 ◆費用概算の把握 
【内容】系統関連費用の中でも比較的大きなものに
ついて目安を把握。 
【留意点】八戸プロジェクトの場合、各需要家に設
置した受配電盤、自営線の費用が支配的。自営線費
用は架空／地中の別に応じて大きく変化。 

◆構築する電力系統の基本仕様の検討 
【内容】構築する電力系統の電圧階級、電気方式
を決定し、自営線のルート案を作成。 
【方法】既存需要家の受電設備、新設需要家の需
用規模、マイクログリッドが連系する商用系統を
調査し、整合を図る。自営線ルート案の作成に当
たっては現地調査を実施。 
【留意点】ルート案の作成に当たっては、他工作
物との離隔確保の可否、工事の際の作業空間確保
の可否に留意。 

◆自営線ルートの調整 
【内容】自営線の敷設ルートを確定。 
【方法】道路の所有者・他利用者らと協
議。必要に応じて沿線住民らと調整。 
【留意点】道路利用の将来計画、他利用
者の公益性、一般公衆への保安確保の観
点から敷設ルートに制約を受ける場合あ
り。架空線の建柱位置は、沿線の開発計
画を考慮。建柱位置は、支線の敷設の必
要によって制約を受ける場合あり。 
 
◆保護の基本仕様の検討 
【内容】短絡容量が遮断器の遮断容量を
超過しないことを確認。マイクログリッ
ド内の地絡保護および短絡保護、ブラッ
クアウトスタート手順を検討。 
【方法】連系点の短絡容量、配電用変電
所の保護について電力会社から情報取

◆自営線電力線の詳細仕様の検討 
【内容】自営電力線を敷設する場合、線
の種類、太さ、導体配列、誘導雷対策、
B 種接地抵抗値等を検討。 
【方法】線路導体の太さの検討に当たっ
ては、必要に応じてシミュレーションを
実施。B 種接地抵抗値について電力会社
と協議。 
【留意点】電力線の太さは、電圧降下の
観点から制約を受ける場合が多い。電圧
降下の検討にあっては、発電設備の無効
電力出力が制約となる場合あり。自営線
の連系に伴い、配電用変電所バンク内の
B種接地抵抗値を低減する必要が生じた
場合、原因者負担の原則により、自営線
設置者が費用を負担。誘導雷対策は、地
域の状況を考慮し、避雷器の設置、架空
地線の設置等を検討。 
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項目 
記載頁 

事業計画の基本的考え方 

大項目 小項目 ＜ステップ 1：基本構想＞ ＜ステップ 2：基本設計＞ ＜ステップ 3：詳細検討＞ ＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

得。 
【留意点】短絡容量の検討は 苛酷条件
で行う。階層が深い場合、保護協調が困
難。 
 
◆電力品質維持方策の基本仕様の検討 
【内容】電圧変動（常時・瞬時）、電圧
不平衡、電圧歪み、電圧フリッカ等の方
策を検討。 
【方法】発電設備の特性、負荷設備の特
性の調査結果に基づきシミュレーション
等を実施。 
【留意点】電力品質と費用はトレードオ
フの関係。 

 
◆保護の詳細仕様の検討 
【内容】ステップ３と同様の項目につ
き、保護継電器の整定を含めて詳細検
討。 
 
◆電力品質維持方策の詳細仕様の検討 
【内容】ステップ３と同様の項目につ
き、制御系の整定を含めて詳細検討。 

 商用系
統との
接続 

112 

― 

◆連系の基本事項の検討 
【内容】商用系統との連系点、連系区分を決定。
系統連係協議の手順、手続き内容を確認。 
【方法】既存需要家の受電設備を調査。新設需要
家を連系点とする場合、受電可能性について電力
会社と協議。連系区分は電力容量の計算により判
断。 
【留意点】需要家を新設する場合、商用系統側で
対策が必要となる場合があるため、電力会社との
協議を早期に開始。需給アンバランスによる自営
線への電力流出を避けるため、連系点は需要の大
きな施設とすることが望ましい。 

◆保護の基本仕様の検討 
【内容】発電設備の解列点／同期投入点、
系統連系保護継電器、再閉路時の事故防
止、自動負荷制限等を検討。 
【方法】既存設備を調査し、系統連系保
護継電器等の設置可否を確認。電力会社
と事前協議を実施。 
【留意点】転送遮断装置、線路無電圧確
認装置等、費用が大きい項目を洗い出す。
 
◆電力品質維持方策の基本仕様の検討 
【内容】連系点力率、流出高調波、電圧
変動、電圧フリッカ、逆相電流等の商用
系統への影響を評価。必要に応じて対応
策の基本仕様を検討。 
【方法】必要に応じて計測器を設置し電
力品質を把握。配電系統のデータを電力
会社から入手し、シミュレーション等を
実施。電力会社と事前協議。 
【留意点】事前評価が困難な場合、系統
連系後の状況に応じて対策が必要となる
ことあり。配電系統のデータの入手には
制限あり。 

◆詳細仕様の検討 
【内容】系統連系保護および電力品質維
持方策の詳細仕様の検討を行い、系統連
系申込書を電力会社へ提出。 
【方法】電力会社と事前協議。 
【留意点】系統連系申込から連系承諾ま
で 長３か月を要する。 

6.運転・保守体制 116 

― 

◆運転に要する人員の把握 
【内容】運転・捜査、日常巡視・日常点検に要す
る人員を把握。 
【方法】関連法規を確認し、必要な有資格者を把
握。設備メーカー聞き取り調査。 
【留意点】運転に要する人員数は監視方式により
異なる。 
 
◆定期点検、精密点検の内容、頻度、費用の把握
【内容】設備別の定期点検、精密点検の内容、頻
度、費用の概略を把握。 
【方法】関連法規を確認。設備メーカー等から情
報習得。 
【留意点】定期点検、精密点検は、メーカー、メ
ンテナンス業者等へ委託することが一般的。 

◆保安上の責任分界点の決定 
【内容】電力会社、電気供給先、熱供給
先、燃料供給元、用水供給元等との間で
責任分界点を明確化。 
【方法】電力会社、供給先、供給元と協
議。 
【留意点】開閉器、バルブ等の操作権限
を決定し、併せて指揮命令系統、連絡体
制も検討。 

◆巡視、点検の計画の決定 
【内容】日常巡視、日常点検、定期点検、
精密点検の項目、頻度、記録方法等を決
定。 
【方法】関連法規を確認。メーカー、メ
ンテナンス業者等から情報取得。 
【留意点】決定事項は保安規定に反映。
保守・点検に用いる機械器具、保安用具
も併せてリストアップ。 
 
◆保安管理体制の決定 
【内容】電気主任技術者を中心とした保
安管理体制を構築し、保安分掌、指揮命
令系統を決定。 
【方法】関連法規の調査結果に基づき、
組織内協議、電力会社、供給先、供給元
との協議を実施。 
【留意点】保安管理体制を保安規定に明
記。作業者の教育、訓練も併せて計画。 
 
◆非常時対応の決定 
【内容】事故発生時の対応手順、災害時
の事故・障害防止処置を決定。 
【方法】関連法規の調査結果等に基づ
き、組織内協議、外部組織との協議を実
施。 
【留意点】一般公衆、作業者の安全確保
を 優先。事故、災害時の運転／停止判
断基準を明確化しておく。 

7.事業
スキー
ム 

事業
性・経
済性評
価 

120 ◆事業性・経済性の評価手法検討 
【内容】事業性・経済性の評価フレーム、評価対象
範囲を検討。比較対象システムを設定し、同様に検
討。 
【方法】財務諸表に基づき事業性を評価。年間経常
費、投資回収年数等の指標により経済性を評価。 
【留意点】重複や漏れがないようにコスト情報を積
算。 
 
◆適用可能な補助制度の確認 
【内容】補助要件、補助内容等を確認。 
【方法】関係団体のウェブサイトなどを確認。 
【留意点】事業内容・規模等を考慮して、 適な補
助制度を活用することが重要。 
 
◆事業性・経済性のオーダー確認 
【内容】検討した評価手法に基づき、事業性・経済
性のオーダーを把握。 
【方法】各種文献に基づき、一般的な費用を設定。

◆資金計画の立案 
【内容】資金調達方法（負債、株主資本、プロジ
ェクトファイナンスなど）を検討。 
 
◆収入計画の立案 
【内容】収入計画を立案。 
【方法】エネルギー販売収入、新エネルギーの環
境価値の販売による収入（RPS 価値、証書等）に
よる収入計画を立案。 
 
◆事業性・経済性の評価 
【内容】事業性、経済性を評価。 
【方法】各種コスト情報を更新し、評価精度を向
上。感度分析を行い、事業性・経済性に対する影
響を検証。 

◆事業性・経済性の再評価 
【内容】事業性・経済性評価を継続し、
評価精度を向上。 
 
◆資金調達先の検討 
【内容】資金の金額、拠出者、拠出方法
を検討。 
【方法】調達金額の大きさ、貸付条件、
必要手続きの期間等に基づき、資金調達
先の組み合わせを検討。 

◆事業性・経済性の再評価 
【内容】事業性・経済性評価を継続し、
評価精度を向上。 
 
◆資金調達先の決定 
【内容】資金調達先を決定。 

環境性
評価 

124 ◆環境性の評価手法検討 
【内容】環境性の評価フレーム、評価対象範囲を検
討。比較対象システムを設定し、同様に検討。 
【方法】運用段階のみを対象とする分析か、ライフ
サイクルアセスメント（LCA）かのいずれかを選択。
省エネ法、温対法などに準じて、エネルギー原単位、
CO2 排出原単位等の換算係数を設定することが一
般的。 
 
◆環境性のオーダー確認 
【内容】エネルギー消費量、CO2 排出量等の概略を
試算し、環境性のオーダーを把握。 

◆環境性の評価 
【内容】環境性を評価。 
【方法】各機器の仕様情報を更新し、評価精度を
向上。感度分析を行い、環境性に対する影響を検
証。 

◆環境性の再評価 
【内容】環境性評価を継続し、評価精度
を向上。 

― 

事業リ
スク・
課題の
検討 

126 ◆事業リスクの管理 
【内容】事業リスクを把握。リスク許容度、リスクが事業全体に及ぼす影響を検証。リスクの軽減・管理体制を検討。 
 
◆マイクログリッド特有の課題の把握 
【内容】需要設備と供給設備との組合せ、需給制御、系統保護などに関する課題を認識。 

8.関連法規 128 

― 

◆事業上・技術上の規制に関する基本事項の確認
【内容】設備の設置、運転上の 大の制約となり
得る事項として、土地利用に関する規制、運転に
必要となる有資格者を中心に明確化。 
【方法】各種文献調査と同時に、メーカー、エン
ジニアリング会社、コンサルタント等から情報取
得。関連法規の所轄省庁の相談窓口等を通じ情報
取得。 
【留意点】補助金等の交付を別途受けている施設、
設備等を利用する場合、利用に制約を受ける場合
あり。土地利用、環境保全に関しては、自治体の
独自規制も多く、また許認可に時間を要するもの
ある。 

◆規制・基準などに関する詳細事項の確
認 
【内容】許認可申請、届出の必要性を判
断し、提出書類の種類と提出日程を決定。
必要に応じて技術基準などの詳細を調査
し、仕様へフィードバック。 
【方法】各種文献調査と同時に、メーカ
ー、エンジニアリング会社、コンサルタ
ント等から情報取得。関連法規の所轄官
庁の相談窓口等を通じ情報取得。 
【留意点】法規上の取扱いが不明確な設
備もある。技術内容・書類体裁の不備に
より、受領されない、あるいは変更を指
示されることがある。 

◆許可申請、届け出の書類作成 
【内容】許認可申請書、届出書を作成。
必要に応じて技術基準等の詳細を調査
し、仕様へフィードバック。運用開始以
降に定期的に行う必要がある報告等を
明確化。 
【方法】各種文献調査と同時に、メーカ
ー、エンジニアリング会社、コンサルタ
ント等から情報取得。関連法規の所轄省
庁の相談窓口等を通じ情報取得を行い、
必要に応じて、所轄官庁等と事前協議を
行い、細部や不明点を明確化。 
【留意点】環境保全に係る事項は、地方
公共団体の条例による上乗せ、横出しが
ある場合多い。事業形態が電気事業に該
当する場合にのみ必要となる報告があ
る。 

出典：各種資料より(株)三菱総合研究所作成 
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（空白ページ） 

 



 

-74- 

2．各事業計画項目の検討内容 

 

2-1．事業目的 

事業を実施するに当たっては、事業目的を明確化し、具体的な達成目標を立てること

が 重要である。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 事業目的の 

明確化 

① 優 先 項 目 に 関

す る 達 成 目 標

値の明確化 

― ― 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 事業目的の明確化 

【内容】 

 事業目的を明確化するため、コスト、信頼性・セキュリティー、環境・エネルギ

ー効率、電力システムへの貢献、地域資源の活用などの選択と優先順位付けを行

う。 

【留意点】 

 マイクログリッドの導入意義については日米欧で異なる観点が強調されているが、

日本では、再生可能エネルギーの導入拡大、温室効果ガス排出等の低減などの観

点が一般的に重視されている。 

 図表 ３-5（p.76）に示すように、電力品質（需給変動の抑制レベル、自立運転

機能の有無など）と経済性は概してトレードオフの関係にあり、これらの要求水

準に応じてシステム構成や制御方式は大きく異なる。 
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図表 ３-4 事業目的の例 

意義 内容 

コスト 
・ エネルギーコストの削減、価格の不安定性

（乱高下）への対応 

信頼性・セキュリティー 

・ 供給信頼性と電力品質の向上 

・ 電源の分散設置や自立運転によるセキュ

リティーの向上 

環境・エネルギー効率 

・ 自然変動電源の不安定性を低減し、再生可

能エネルギーの導入を促進 

・ それによる温室効果ガス排出等の低減 

・ 高効率・低環境負荷の電源（CHP など）

の導入の促進 

電力システムへの貢献 

・ アンシラリーサービスの提供 

・ 需要家に応じた品質・価格での電力供給 

・ 適電力供給システムの構築 

・ ピーク負荷の削減による負荷平準化 

・ 離島、未電化地域などでの電力供給 

地域資源の活用 

・ 未利用資源の有効利用 

・ 新たなビジネスの実施による地域振興効

果 

出典：各種資料をもとに(株)三菱総合研究所作成 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 優先項目に関する達成目標値の明確化 

【内容】 

 ステップ 1 で選択した項目に関して、具体的な達成目標を検討する。 

 自立運転の実否を判断する。 

【方法】 

 事業評価の比較対象とするエネルギーシステム（既存システムなど）を定義する。

比較対象システムの環境性、経済性などを把握した上で、構築するシステムの目

指すべき水準を検討する。 

【留意点】 

 自立運転を行う場合、二次電池の充放電出力・容量の増強、逆相電流対策、発電

機出力や負荷の急峻な変動に対する制御、系統保護・運転切り替えなど各種の対

応が必要となる。このため、事業目的や費用対効果を念頭に置き、自立運転の必

要性を判断する。 
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経済性と電力品質に関する検討例：八戸プロジェクト 

 

 連系点潮流の精度が下がるほど（図中で左に行くほど）コストも低下（図中では降下）

しており、連系点潮流精度とコストにはトレードオフの関係がある。 

 

図表 ３-5 連系点潮流補償精度とコストとの関係 
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（空白ページ） 
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2-2．供給設備 

 

2-2-1．設備の種類・規模の選定 

各供給設備の特徴と事業目的とを照らし合わせて、風力発電や太陽光発電などの自然

変動電源とガスエンジンや二次電池などの出力制御可能な電源・電力貯蔵装置とを適切

に組み合わせる。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① エ ネ ル ギ ー 供

給 設 備 の 種

類・規模目安の

検討 

② 季 節 別 発 電 量

の把握 

① 調達安定性の把

握 

② 設 備 の 単 機 容

量・導入台数の

検討 

③ 自然変動電源の

季時別発電パタ

ーンの把握 

① 廃棄物処理体

制の検討 

① 導入機種・業者

の決定 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① エネルギー供給設備の種類・規模目安の検討 

【内容】 

 中核となるエネルギー供給設備、自然変動電源の種類を検討する。 

 「2-7-1．事業性評価・経済性評価」（p.120）において事業性・経済性などのオ

ーダーを把握するため、各設備の総容量、費用の目安を検討する。 

【方法】 

 巻末参考資料（1）「3 プロジェクト報告書」、（2）「各種ガイドブック」記載の文

献などより、エネルギー供給設備の特徴を把握する。 

 事業計画地域における設備の適性を確認するため、巻末参考資料（3）「データ集」

記載のデータベースなどを参照し、気象条件（風速・風向、日射、降雨、積雪、

雷、気温など）を確認する。 

 バイオマス利用設備の導入を検討する場合、巻末参考資料（3）「データ集」記載

のデータベースなどを参照し、燃料調達の可能性を確認する。 

 需要量の目安、電力品質の目標レベル、需給制御上の役割（ベース電源、ミドル・

ピーク電源）と照らし合わせ、二次電池の要否、設備容量の目安を検討する。 

【留意点】 

 事業性・経済性の向上のためには、既存廃棄物処理施設、既存排水処理施設の利

用など、地域の既存インフラと連携した事業計画立案が重要である。 
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図表 ３-6 供給設備について検討すべき主な項目 

項目 内容 

燃料 調達量、搬入・保管の要否、搬入頻度、品質、価格 

効率 定格効率、部分負荷効率、（自然変動電源の）設備利用率 

（コージェネレー

ション設備の） 

熱の利用可能性 

利用熱形態（蒸気、温水、排ガス直接利用）、温度、圧力、熱量 

（出力制御可能な

電源の）制御性 
応答性、 低部分負荷 

信頼性 技術の成熟度（実証段階もしくは普及段階）、故障間隔 

保守性 運転員の要否、メンテナンス頻度・内容 

環境性 騒音、振動、臭気、廃棄物、排気 

価格 
初期費用（機器費用、工事費用）、メンテナンス費用、燃料費用、

廃棄物処理費用 

補機 消費電力、運転パターン 

耐用年数 法定耐用年数 

 

② 季節別発電量の把握 

【内容】 

 「2-4-2．需給制御システム」（p.98）において需給バランスのオーダーを検討

するため、季節別発電量の目安を把握する。 

【方法】 

 各種文献調査より一般的な設備利用率を把握し、これに基づき発電量を推計する。

太陽光発電や風力発電などの自然変動電源の設備利用率については、巻末参考資

料（2）「各種ガイドブック」記載の文献などを参照する。 

【留意点】 

 ガスエンジンなど出力制御可能な電源の設備利用率は、需給制御上の役割（ベー

ス電源、ミドル・ピーク電源）や需給調整力の大きさなど、運用制御上の設定に

応じて変わる。ミドル・ピーク電源の場合、設備利用率は通常の単独での導入形

態と比べて一般的に低くなる。 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① （バイオマスなど燃料供給インフラが整備されていない可能性のある場合）燃料の調達

安定性の把握 

【内容】 

 燃料供給可能量、品質、価格、施設管理状況など、燃料の調達安定性を把握する。 

【方法】 

 業者への聞き取り調査、施設調査を行う。 
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② 設備の単機容量・導入台数の検討 

【内容】 

 ステップ 1 での検討（設備の総容量目安の検討）に続き、設備の単機容量と導入

台数との組み合わせを検討する。 

 「2-7-1．事業性評価・経済性評価」（p.120）において事業性評価を行うため、

概算費用を把握する。 

【方法】 

 設備メーカーから、機器のラインナップ・仕様および見積りを取得する。 

【留意点】 

 設備の単機容量と導入台数との組み合わせを検討する際には、 低出力、需給調

整力、設置スペースなどにも留意する。負荷が発電機の 低出力を下回る場合、

発電機の運転を継続するためには、二次電池に充電させることにより出力余剰を

吸収する必要がある。 

 ミドル・ピーク電源および二次電池は、通常の導入形態と比較すると部分負荷で

の運転頻度が高く、発電効率が定格負荷時より低くなる可能性がある。 

 

③ 自然変動電源の季時別発電パターンの把握 

【内容】 

 内容：ステップ 1 での検討（季節別発電量の把握）に続き、自然変動電源の季節

別 30 分～1 時間単位での発電パターンの目安を把握する。 

【方法】 

 太陽光発電および風力発電の発電量については、巻末参考資料（3）「データ集」

記載のデータベース、3 プロジェクトにおける自然変動電源出力パターンの実績デ

ータ（NEDO ウェブサイトにて公開予定）など各種データベースに基づき推計す

る。 

【留意点】 

 市街地など風の乱れが大きい地区に風力発電を導入する場合は、風速が「風況マ

ップ」などの各種データベースと異なり発電量が予測から乖離する可能性がある。 
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＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① （燃料焼却灰、メタン発酵残渣など廃棄物が発生する場合）廃棄物処理体制の検討 

【内容】 

 廃棄物処理法における廃棄物の種類を確認し、処理体制（委託処理、自家処理）

を検討する。 

【方法】 

 巻末参考資料（４）など各種文献を参照する。 

 委託処理を検討する場合、全国産業廃棄物連合会ホームページ35などにより、当該

廃棄物の収集運搬・処分許可業者を抽出する。業者への聞き取り調査、施設調査

により、許可の有効期限、処理費用、施設管理状況、廃棄物の性状・量制約など

を確認する。 

【留意点】 

 廃棄物の有効利用（焼却灰・発酵残渣の肥料利用など）により、事業性・経済性

の向上が図れる可能性がある。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 導入機種・（燃料調達や廃棄物委託処理を行う場合）業者の決定 

【内容】 

 導入機器、燃料調達業者や廃棄物委託処理業者を決定する。 

【方法】 

 方法：設備メーカー、燃料調達業者や廃棄物処理業者などの関係業者から詳細見

積を取得した上で、契約を締結する。 

【留意点】 

 留意点：廃棄物委託処理を行う場合、書面による委託契約を行うと共に、契約書

には廃棄物処理法で定める事項を記載しなければならない。 

 

                                           
35 http://www.zensanpairen.or.jp/ 
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燃料調達の例：3 プロジェクト 

 

 愛知プロジェクト 

 生ゴミ：博覧会会場内、常滑市および周辺市町村より調達。 

 木質チップ：博覧会会場造成時の伐採木、愛知県内の街路樹剪定木を調達。 

 廃ペットボトル：博覧会会場内、常滑市内より調達。 

 

 京都プロジェクト 

 食品残さなど：立地周辺（150km 圏内）の食品工場などより調達。 

 

図表 ３-7 京都プロジェクトにおける燃料調達マネジメント 

 
 

 八戸プロジェクト 

 汚泥消化ガス：下水処理場で利用されていた汚泥消化ガスを活用。 

 木質バーク：立地周辺の製材所より調達。 
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設備の種類・規模の選定に関する検討例：八戸プロジェクト 

 

 実証試験の主な条件 

 新エネルギーによる供給は 500kW 以上。 

 風力発電または太陽光発電は必須。自然変動電源の容量は新エネルギーの合計容

量の 10％以上。 

 バイオマス発電または燃料電池の合計容量は 大電力需要の 50％以上。 

 

 設備種類の決定 

 燃料供給の安定性（量、品質）の観点から、下水処理場の消化ガス利用をエネル

ギー供給の中核と位置づけた。 

 燃料（消化ガス）適用性、制御応答性、熱負荷設備の利用熱（蒸気）への対応、

技術の信頼性、機器容量選択肢などの観点から、消化ガス利用設備としてガスエ

ンジンを選定した。 

 

 設備容量の決定 

 ガスエンジン 

・ 電力需要の 大値・ 小値（中核需要家の既存計測データより推計）、点検・

停止を考慮すると同一機種の複数台導入が望ましいことなどを制約とした。

機器ラインナップから、170kW×3 台を選択した。 

 二次電池 

・ 出力容量：自然変動電源の 大変動（導入容量）と負荷の 大変動（電力需

要の計測データより推計）は同時には起こらないものと考え、出力容量は

-100kW～+100kW とした。 

・ 蓄電池容量：ピーク季において需要が発電機の出力上限を超える時間帯の合

計値（＝二次電池にて供給すべき需要量）を推計し、電池の充放電効率、放

電深度、保守率を考慮し、蓄電池容量を算出した。機器ラインナップから

1,440kWh を選択した。 

 風力発電の容量 

・ 低負荷の発生時間帯は夜間であり、夜間の自然変動電源の出力は風力発電

のみである。 

・ 自然変動電源の出力が需要を超えないことを前提とし、夜間の 低負荷（電

力需要の計測データより推計）である 20kW を、風力発電の容量とした。 

 太陽光発電の容量 

・ 自然変動電源の出力がピークとなるのは、太陽光の特性から昼間である。 

・ 自然変動電源の出力が需要を超えないことを前提とし、「昼間の 低負荷（電

力需要の計測データより推計）－風力発電容量」より、太陽光発電の容量を

80kW とした。 
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2-2-2．設備の設置場所の選定 

各種条件を考慮した上で、設置候補場所の所有者や管理者と調整を行い、設備の設置

場所を選定する。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 供 給 設 備 の 設

置地区・施設の

検討 

① 供 給 設 備 の 設

置位置の検討 

① 供 給 設 備 の 設

置 位 置 の 仮 決

定 

① 供 給 設 備 の 設

置位置の決定 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 供給設備の設置地区・施設の検討 

【内容】 

 エネルギー供給設備の設置地区もしくは設置施設を検討する。（地区・施設内での

具体的な設置位置については次ステップで検討する。） 

【方法】 

 地図や現地調査などにより、燃料へのアクセス、敷地制約を確認する。 

【留意点】 

 廃棄物処理施設など供給設備の種類によっては、地元住民の受容性に対する配慮

が必要となる。 

 コージェネレーションシステムを導入する場合、エネルギー損失を低減させるた

め、コージェネレーションシステムは熱の供給先施設の付近に設置することが望

ましい。 

 設備管理の視点からは、供給設備は広範に分布させないことが望ましいが、京都

プロジェクトのようにバーチャルマイクログリッドの構築事例もある。 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 供給設備の設置位置の検討 

【内容】 

 エネルギー供給設備の設置候補地区もしくは施設内における具体的な設置位置を

検討する。 

【方法】 

 現地調査および設置候補場所の所有者や管理者から聞き取り調査を行い、スペー

ス制約（機器設置場所、燃料・廃棄物の搬入・搬出経路）、既存設備との接続制約

について確認する。必要に応じて、地元住民との調整を行う。 

【留意点】 

 設置場所の所有者側における各種設備の将来建設計画への影響の可能性について

も留意が必要である。 
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＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 供給設備の設置位置の仮決定 

【内容】 

 ステップ 2 での検討（供給設備の設置位置の検討）を踏まえ、エネルギー供給設

備の設置位置を仮決定する。 

【方法】 

 設置候補場所の所有者から設備の設置に対する仮承諾を得る。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 供給設備の設置位置の決定 

【内容】 

 ステップ 3 で仮決定した設置位置を決定する。 

【方法】 

 設置候補場所の所有者から設備の設置に対する承諾を得る。下水道施設内に設置

するなど、行政財産を目的外使用する場合、所管行政に対して許可申請手続きを

行う。 
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2-3．需要設備 

新エネルギー等集中導入技術は、新エネルギーの出力変動のみならず需要変動をも制御

によって吸収する技術であることから、需要特性、負荷設備、需要家ニーズを把握し、需

要施設を適切に選定することが重要である。 

 

2-3-1．需要特性の把握 

需要家や設計会社などからの聞き取り調査および計測調査を行い、需要特性を把握す

る。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 季節別需要量、

大 需 要 の 目

安把握 

① 季 時 別 需 要 パ

タ ー ン の 目 安

把握 

① 需要の実測 
① 需 要 計 測 の 継

続 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 季節別需要量、 大需要の目安把握 

【内容】 

 エネルギー需要施設の候補を絞り込むため、また、「2-4-2．需給制御システム」

（p.98）において需給バランスの概要を検討するため、エネルギー需要施設の年

間需要量、季節別需要量、 大需要の目安を把握する。 

【方法】 

 巻末参考資料（3）「データ集」記載の文献などを参照し、業種別のエネルギー需

要特性（エネルギー消費原単位、熱電比、負荷率など）を把握する。 

 可能であれば、既存需要施設の場合は需要家から実測データやエネルギー料金明

細、契約容量を入手し、新規需要施設の場合は設計会社などから推計データを入

手する。（次ステップで必要となる 30 分～1 時間単位の実測データについても、

可能であれば併せて入手する。） 

【留意点】 

 需要量、 大需要は同一業種であっても施設の規模、利用設備、気候条件などに

よって異なるため、実際の需要量、 大需要は文献データから乖離する可能性が

ある。 

 コージェネレーションを導入する場合、エネルギー有効利用の観点からは余剰熱

が極力発生しないように需要施設を選定する必要がある。 
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＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 季時別需要パターンの目安把握 

【内容】 

 ステップ 1 での検討（季節別需要量、 大需要の目安把握）に続き、季節別平休

日別の 30 分～1 時間単位での需要パターンの目安を把握する。 

【方法】 

 巻末参考資料（1）「3 プロジェクト報告書」、（3）「データ集」記載の文献などに

基づき推計する。または可能であれば、既存需要施設の場合は需要家から需要の

実測データを、新規需要施設の場合は設計会社などから需要の推計データを入手

する。 

【留意点】 

 需要パターンは同一業種であっても施設の規模、利用設備、気候条件などによっ

て異なるため、実際の需要パターンは推計データと異なる可能性がある。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 需要の実測 

【内容】 

 「2-4-2．需給制御システム」（p.98）において需給バランスを検討し、また「2-5．

系統構成」（p.104）において系統保護や電力品質補償方法を検討するため、需要

を実測する。 

【方法】 

 需要計測が行われていない場合もしくは既設計測器の計測周期や測定項目が不十

分な場合は、計測点、計測項目、計測期間、データ収集体制などについて、需要

設備の所有者、管理者と調整を行った上で、計測器を設置する。 

【留意点】 

 構築するシステムの制御仕上げや自立運転機能の有無に応じて、計測器の計測周

期や測定項目を適切に選択する必要がある。電力品質を評価や制約の対象とする

場合や自立運転を行う場合は、需要の瞬時変動への対応方法などを検討するため

に、数十ミリ秒単位で有効電力、無効電力などを実測する必要がある。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 需要計測の継続 

【内容】 

 需要の季節変化や経年変化を把握するため、需要計測を継続する。 
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需要特性の把握の検討例：八戸プロジェクト 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

 各需要家の月別需要量を入手 

 需要規模や冬ピークであることを把握 
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＜ステップ 2：基本設計＞ 

 大規模需要家の月別時刻別の負荷実測値を入手し、全需要家のそれを推計 

 年間 大負荷、 小負荷、休日／平日負荷などの目安を把握 
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＜ステップ 3：詳細検討＞ 

 小規模需要家の計測を開始し、全需要家の負荷を把握 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

 計測器を設置し、１秒データや瞬動負荷を実測 

 各需要家の実需要と、空調負荷等のミリ秒単位の瞬動を把握 

 

 

入手した需要家

の月別・時刻別

の負荷パターン

（平日） 

入手した需要家

の月別の電力需

要 

ポンプの起動等

により数十ミリ

秒のパルス負荷

が発生している 空調機の起動

 ポンプの起動
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（空白ページ） 
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2-3-2．電力・熱負荷設備の把握 

コージェネレーション設備の熱の利用可能性、新規導入設備の接続方法、電力品質補

償対策などを検討するため、需要家聞き取り調査を行い、電力・熱負荷設備に関する情

報を入手する。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 
― 

① 熱 の 供 給 先 負

荷 設 備 の 熱 需

要 パ タ ー ン の

把握 

① 電 力 負 荷 設 備

の 導 入 状 況 の

把握 

① 主 要 電 力 負 荷

設備の仕様・運

用状況の把握 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① （コージェネレーションを導入する場合）熱の供給先負荷設備の熱需要パターンの把握 

【内容】 

 熱負荷設備の熱需要パターンを把握し、熱の利用可能性を確認する。 

【方法】 

 既存需要施設の場合は需要家から、新規需要施設の場合は設計会社などから聞き

取り調査を行い、主な熱負荷設備の熱利用形態（蒸気、温水、排ガス直接）、温度、

季時別需要パターンを把握する。需要パターンの実測データが入手できない場合、

運転状況などに基づき推計する。 

【留意点】 

 エネルギー有効利用の観点からは、日間、年間を通じて余剰熱が極力発生しない

ように熱負荷設備および熱供給設備を選定する必要がある。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 電力負荷設備の導入状況の把握 

【内容】 

 新規導入設備の接続方法や電力品質補償対策を検討するため、大容量負荷、負荷

変動の急峻な負荷、電力品質に敏感な負荷、高調波発生負荷などの導入状況（台

数、容量など）を把握する。 

【方法】 

 既存需要施設の場合は需要家から、新規需要施設の場合は設計会社などから聞き

取り調査を行う。 
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図表 ３-8 導入状況を把握すべき電力負荷設備 

項目 具体例 

大容量負荷 空調機など（起動停止時の負荷変動幅が大きい） 

負荷変動の急峻な負荷 
誘導電動機（始動電流対策が施されていないかご形誘導電

動機の場合、定格の 5～8 倍の始動電流が流れる）など 

電力品質に敏感な負荷 水銀灯など 

高調波発生負荷 インバータ搭載機器など 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 主要電力負荷設備の仕様・運用状況の把握 

【内容】 

 ステップ 3 での検討（電力負荷設備の導入状況の把握）に続き、受配電盤や構内

の結線図、電力品質に敏感な負荷、高調波発生負荷などの仕様を入手するととも

に、大容量負荷の運転パターン（運転時期・時間帯、起動停止頻度、起動停止制

御方法など）を把握する。 

【方法】 

 既存需要施設の場合は需要家から、新規需要施設の場合は設計会社などから聞き

取り調査を行う。 
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2-3-3．需要家の事業協力意向の把握・エネルギー供給契約の締結 

エネルギーシステムに対する需要家意識は個々の需要家によって異なる。このため、

需要家のエネルギー供給に対するニーズを把握した上で、エネルギー供給契約を進める。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 
― 

① 需 要 家 の エ ネ

ル ギ ー ニ ー ズ

の把握 

① エ ネ ル ギ ー 供

給の仮契約 

① エ ネ ル ギ ー 供

給契約の締結 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 需要家のエネルギーニーズの把握 

【内容】 

 需要家の事業協力意向を把握するため、エネルギー供給価格、電力品質、環境性

などに対する需要家のニーズや許容度を把握する。 

【方法】 

 需要家への聞き取り調査を行う。聞き取り調査の際に、プロジェクト目的、シス

テム構成、需要家メリット、リスク（p.126「2-7-3．事業リスク・課題の検討」

参照）などを各需要家へ提示する。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① エネルギー供給の仮契約 

【内容】 

 需要家とエネルギー供給について仮契約する。 

【方法】 

 ステップ 2 での検討（需要家のエネルギーに対するニーズの把握）を踏まえ、需

要家に対するエネルギー供給契約条件（供給価格、事故時対応・補償、契約有効

期間、責任分界点など）を検討し、需要家と調整する。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① エネルギー供給契約の締結 

【内容】 

 ステップ 3 での検討に続き、需要家とエネルギー供給契約を締結する。 
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（空白ページ） 
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2-4．運用制御 

運用制御は、マイクログリッドを実現するに当たって肝となる技術であり、「計測・通

信・監視制御システム」と「需給制御システム」に大別される。 

 

2-4-1．計測・通信・監視制御システム 

需給制御やシステム評価の精度と照らし合わせて、計測・通信・監視システムの仕様

を検討する。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 概 算 費 用 の 把

握 
― 

① 計 測 点 の 検

討・計測器の仕

様の検討 

② 通 信 シ ス テ ム

の仕様の検討 

③ 監 視 制 御 の 基

本設計の検討 

① 監 視 機 能 の 基

本設計の検討 

② 導 入 機 種 の 決

定 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 概算費用の把握 

【内容】 

 事業性・経済性のオーダーを把握するため、計測・通信システムの費用の目安を

把握する。 

【方法】 

 3 プロジェクトの成果報告書などより把握する。 

【留意点】 

 計測項目、技術開発要素の多寡に応じて費用は大きく変わるが、概算では需給制

御システムも含めた運用制御全体の費用は、汎用品の場合は数千万円、開発を伴

う場合は数億円である。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 計測項目の検討・計測器の仕様の検討 

【内容】 

 計測対象機器、計測項目を検討する。また、計測精度、計測周期、信号レンジ、

インターフェースなど計測器仕様を検討する。 

【方法】 

 需給制御やシステム評価の精度、通信方式などと照らし合わせて検討する.。 
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【留意点】 

 自立運転や秒レベルでの制御を行う場合は、GPS を付すなどにより計測器間の同

期をとる必要がある。 

 計測器誤差の大きさによっては、供給設備の規模や制御の精度に裕度を持たせる

必要がある。 

 

② 通信システムの仕様の検討 

【内容】 

 通信媒体（専用線もしくは一般電気通信事業者の通信線）、規格、冗長化の有無な

ど通信システムの仕様を検討する。 

【方法】 

 利用目的（監視用もしくは制御用）、送電媒体（自営線もしくは商用送配電線）、

データ伝送量、頻度などに応じて検討する。 

 

③ 監視制御の基本設計の検討 

【内容】 

 各機器およびシステム全体への制御指令、システム異常時の対応ロジックなど、

監視制御の基本設計を検討する。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 監視機能の基本設計の検討 

【内容】 

 監視画面上での表示・操作項目、記録すべきイベント内容、監視画面・帳簿のレ

イアウトなど、監視機能の基本設計を検討する。 

 

② 導入機種の決定 

【内容】 

 ステップ 3 での検討を踏まえ、導入機種を決定する。 

【方法】 

 メーカーから見積を取得した上で契約を締結する。 
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通信システムに関する検討例：京都プロジェクト 

 

 計測・制御対象が 10 数 km の範囲に分散する系統に対して、NTT 汎用回線

（ADSL、ISDN）、コンパクトな計測機器、汎用 PC サーバによる制御システムを

構築した。 

 需要家負荷と太陽光・風力発電との計測・監視データの収集を、10 秒周期（ 大

計測遅れ 10 秒）で実現し、データ欠落時補償機能も開発した。 

 

図表 ３-9 京都プロジェクトにおける電力需給制御フロー 
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（空白ページ） 
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2-4-2．需給制御システム 

事業目的と照らし合わせて制御の目標レベルを検討し、階層化構造などにより効率的

な 適化モデルを構築する。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 季 節 別 需 給 バ

ラ ン ス の 目 安

の確認 

① 評 価 目 標 値 の

検討 

② 需 給 調 整 に お

け る 供 給 設 備

の 役 割 分 担 の

検討 

③ 季 時 別 需 給 バ

ランスの把握 

① 適 需 給 計 画

モ デ ル の 基 本

仕様の検討 

① 適 需 給 計 画

モ デ ル の 詳 細

仕様の検討 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 季節別需給バランスの目安の確認 

【内容】 

 季節別での需要量と供給量とのバランスを確認する。 

【留意点】 

 このステップでは、需給を厳密にバランスさせる必要はなく、オーダーが等しけ

ればよしとする。 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 評価目標値の検討 

【内容】 

 事業目的を鑑みて、制御対象および評価指標を明確化するとともに、評価目標値

を検討する。 

【留意点】 

 制御対象、評価指標、評価目標の選び方によって、制御の難易度や電力品質は変

わるため、事業目的に照らし合わせて適切に選定することが重要である。 

 なお電気事業法では、特定規模電気事業者にはいわゆる 30 分 3％同時同量ルール

（３０分間における需要の合計量と発電の合計量の誤差を契約電力の±3％以内

に抑える）が課されている。 
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図表 ３-10 有効電力の制御に関する評価指標の例 

評価指標の例 特徴 

制御の目標滞在率 

（「誤差量／誤差の比較対象≦目標値」の達成率）
 

 誤差量の 

大きさ 

の定義 

正負の符号も含めた誤差量 誤差の過不足はキャンセルされる 

 

絶対値のみの誤差量 
誤差が累積される（符号を含めた定

義より厳しい評価） 

誤差の 

評価期間 

の定義 

特定 n 分時間帯の平均誤差 
当該時間帯内における瞬時瞬時の誤

差は評価対象外となる 

 

当該時刻からの n 分移動平均誤差 

常に需給バランスを保つ必要がある

（特定時間帯による定義より厳しい

評価） 

誤差の 

比較対象 

の定義 

契約電力 
当該時刻の需要の多寡に関わらず誤

差量の多寡のみで評価される 

 各時刻の需要 

当該時刻の需要の多寡によって誤差

量の多寡のみで評価される（契約電

力による定義より厳しい評価） 

変動周期別の変動残留率 

（連系点潮流変動／システム内変動） 

変動周期別の評価および主な変動抑

制対象の把握が可能 

注：これらは新エネルギー等地域集中実証研究において検討された評価指標の例である。 

 

② 需給調整における供給設備の役割分担の検討 

【内容】 

 需給調整における供給設備の役割分担（ベース電源、ミドル・ピーク電源）を検

討する。 

【方法】 

 エネルギー供給設備の追従速度、起動停止特性（所要時間、エネルギー消費量、

劣化）、部分負荷特性（運転範囲、効率）などを確認する。 

 

③ 季時別需給バランスの把握 

【内容】 

 供給設備の種類・規模・運転パターン、需要設備を見直すため、季時別での需給

バランスを把握する。 

【方法】 

 自然変動電源の出力パターン、負荷パターン、補機動力、供給予備力などを設定

し、供給設備の需給調整上の役割分担に基づき、季節別平休日別の 30 分～1 時間

単位での需給シミュレーション分析を行う。 
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＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 適需給計画モデルの基本仕様の検討 

【内容】 

 適需給計画モデルの目的関数、主な制約条件（需給バランス、出力など）、エネ

ルギー供給設備に対する制御指令の発令時間周期など、需給制御システムの基本

仕様を検討する。 

【留意点】 

 適需給計画モデルはパラメータが膨大となるため、階層化構造などにより効率

的なモデルを構築する必要がある。 

 

＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 適需給計画モデルの詳細仕様の検討 

【内容】 

 適需給計画モデルの勘案すべき各種制約条件（需給バランス、燃料貯蔵量・消

費量、出力、運転予備力、運転時間帯など）、需要・自然変動電源出力の予測手法、

各種パラメータなど、需給制御システムの詳細仕様を検討する。 

【留意点】 

 パラメータを調整することによって、運転パターンや制御結果は変化する。運転

開始後においても、実績データを分析し、より望ましい運転とするためにパラメ

ータ調整を図ることが重要である。 
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パラメータ調整による制御結果の変化：八戸プロジェクト 

 

 実証研究システムが運転を開始してから、連系点電力制御に関して、主に積分ゲイ

ンを大きくすることで 6 分移動平均誤差の縮小を図るパラメータ調整を実施し、制

御精度が大きく向上した。 

 

図表 ３-11 八戸プロジェクトにおける目標達成状況（6 分移動平均誤差の分布） 

0

2

4

6

8

10

12

14

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

頻
度

［
%
］

6分移動平均誤差［%］
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H18/10～H18/12：

99.98%

目標範囲（±3%）

期間別の目標範囲内滞在率
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需給制御システムの概要：3 プロジェクト 

 

 愛知プロジェクト 

環境性や経済性の 適性を追求する「 適発電計画」（1 日周期）と、需給バランス

補正を行う「同時同量制御」（1 分周期）の 2 階層。 

 

 京都プロジェクト 

ガス消費量などの 適性を追求する「発電計画」（1 日周期）と、需給バランス補正

を行う「リアルタイム需給予測」（1 分周期）の 2 階層。 

 

 八戸プロジェクト 

経済性を含めた 適性を追求する「需給運用計画」（1 日周期）「経済負荷配分制御」

（3 分周期）、需給バランス補正を行う「連系点電力制御」（1 秒周期）「ローカル制御」

（0.01 秒周期）の 4 階層。ローカル制御は自立運転時のみ使用されるため、連系時は

3 階層。 

 

図表 ３-12 愛知プロジェクトにおける需給制御システム 

 

 

図表 ３-13 八戸プロジェクトにおける需給制御システム 
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（空白ページ） 
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2-5．系統構成 

系統の構成（保護装置、電力品質維持方策などを含む）について、「マイクログリッド内

構成」と「商用系統への連系」に分けて検討する。 

 

2-5-1．マイクログリッド内構成 

自営線（１構内に複数建物が存在し、これら建物に同一構内に設置した発電設備から

電力を供給するような場合における構内の電線路のような例も含むものとする）を利用

したマイクログリッドを構築する場合、マイクログリッド内のネットワーク構成、保護

の考え方、電力品質の維持について検討する。なお、京都プロジェクトのような仮想マ

イクログリッド（商用系統での託送を利用するマイクログリッド）を構築する場合、本

節の検討は不要である。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 費 用 概 算 の 把

握 

① 電 力 系 統 の 基

本仕様の検討 

① 自 営 線 ル ー ト

の調整 

② 保 護 の 基 本 仕

様の検討 

③ 電 力 品 質 維 持

方 策 の 基 本 仕

様の検討 

① 自 営 線 の 詳 細

仕様の検討 

② 保 護 の 詳 細 仕

様の検討 

③ 電 力 品 質 維 持

方 策 の 詳 細 仕

様の検討 

 

＜ステップ１：基本構想＞ 

① 費用概算の把握 

【内容】 

 事業目的を勘案し、自営線を敷設するかあるいは電力会社による託送を利用する

かを決定する。 

 （自営線を敷設する場合）事業性・経済性のオーダーを把握するため、系統関連

費用のなかでも比較的大きなものについて目安を把握する。 

【方法】 

 託送を利用する場合における託送料金は、電力会社の Web ページ等を参照する。 

 費用面で支配的であるものとして、各需要家の受配電盤および自営線を考慮する。 

【留意点】 

 受配電盤は 1,700 万円/１需要家、自営線（電力線および通信線）は 1 万 8 千円

/m という例がある。なお、自営線は架空／地中の別に応じて費用が大きく変わる。 
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＜ステップ２：基本設計＞ 

① （自営線を敷設する場合）構築する電力系統の基本仕様の検討 

【内容】 

 構築する電力系統の電圧階級、電気方式を決定し、自営線のルート案を作成する。 

【方法】 

 既存需要家の受電設備、新設需要家の需要規模、およびマイクログリッドが連系

する商用系統について調査を行い、これらとの整合を図る。 

 自営線のルート案の作成にあたっては、ルートとなる道路等の現地調査を行う。 

【留意点】 

 電圧階級については、１需要家の 大電力が 50kW 以上 2000kW 以下であれば

高圧（6600V）を目安とする。 

 電気方式は、既存需要家の受電の電気方式、マイクログリッドが連系する商用系

統の電気方式に従うことを原則とする。 

 自営線ルート案の作成にあたっての現地調査は、他工作物との離隔確保の可否、

工事の際の作業空間確保の可否に留意する。 

 

＜ステップ３：詳細検討＞ 

① （自営線を敷設する場合）自営線ルートの調整 

【内容】 

 自営線の敷設ルート（地中／架空の別、建柱位置などを含む）を確定する。 

 道路占用の料金を取得し、事業性評価・経済性評価に供する。 

【方法】 

 道路の所有者（市町村、県、国など）と協議する。 

 道路の他利用者（電力会社、電気通信会社、ガス会社、上下水道管理者）と協議

する。 

 必要に応じて沿線住民らへの PR を行い理解を求めると同時に、架空線の場合にお

ける建柱位置などについて近隣住民との調整を行う。 

【留意点】 

 道路利用の将来計画、沿線の開発計画、または他利用者の公益性から、敷設ルー

トに制約を受ける場合がある。 

 架空線の建柱位置は、支線の敷設の必要によって制約を受ける場合がある。 
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② 保護の基本仕様の検討 

【内容】 

 短絡容量が、遮断器の遮断容量を超過しないことを確認する。 

 マイクログリッド内における地絡保護および短絡保護について検討する。 

 マイクログリッドのブラックアウトスタートの手順について検討する。 

【方法】 

 電力会社から、連系点における短絡容量を取得する。 

 電力会社から、保護協調のため、配電用変電所の保護について情報を取得する。 

【留意点】 

 短絡容量の検討にあたっては 苛酷条件で検討する（将来的に連系することが決

定している他の発電設備がある場合にはこれも含める）。短絡容量が、商用系統ま

たは他需要家の遮断器の遮断容量を超過する場合には、限流リアクトルの設置等、

短絡電流の抑制対策が必要となる。 

 IP ネットワークを利用した転送遮断は、現時点では信頼性が確立できていないた

め、保護への適用は困難である。 

 マイクログリッドの階層が深くなる場合には、保護協調が困難になる場合がある。 

 

③ 電力品質維持方策の基本仕様の検討 

【内容】 

 事業目的や自立運転の実否と照らし合わせ、電力品質（電圧変動（常時・瞬時）、

電圧不平衡、逆相電流、電圧歪み、電圧フリッカなど）の維持の方策を検討する。 

【方法】 

 発電設備の特性（制御系、出力範囲および耐性）、負荷設備の特性（変動幅・速度

および耐性）の調査結果に基づき、シミュレーション等を行う。 

【留意点】 

 電力品質と費用はトレードオフの関係にあるため（図表 ３-5、p.76）、事業目的

における電力品質維持の程度を事前に十分検討する必要がある。 
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図表 ３-14 電力品質基準と対応策の例 

電力品質事象 管理基準 対応策の例 

周波数 

（自立運転時） 

北海道：50±0.3Hz 以内

東地域：50±0.2Hz 以内

西地域：60±0.1Hz 以内

（ 時 間 滞 在 率

95%以上） 

沖縄：60±0.3Hz 以内 

（電力会社管理基準） 

・二次電池、発電設備への補償機能の実装

常時電圧変動 

101±6V 以内 

202±20V 以内 

（電気事業法施工規則） 

・配電線路の太線化 

・コンデンサ／リアクトルの設置 

・需要家変圧器のタップ変更 

・同期発電機の AVR 運転 

・SVC 等パワエレ機器の設置 

・二次電池への補償機能の実装 

瞬時電圧変動 
10%以内、２秒程度まで 

（※1） 

・自動同期投入／ソフトスタートの実装 

・限流リアクトルの設置 

・二次電池への補償機能の実装 

電圧フリッカ 

1 時間連続して測定したΔ

V10 値の 4 番目 大値≦

0.45V 

（※2） 

・SVC 等パワエレ機器の設置 

・二次電池への補償機能の実装 

電圧不平衡 

（高圧電路） 

電圧不平衡率≦3% 

（電力会社管理基準） 

・単相変圧器の相切替 

・SVC 等パワエレ機器の設置 

高調波 

（高圧電路） 

総合電圧歪み≦5% 

（※3） 

・力率改善用コンデンサによる吸収 

・静的／動的フィルタの設置 

（※1） 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」による 

（※2） 「電力系統利用協議会ルール」による 

（※3） 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」による 
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＜ステップ４：機能仕様作成＞ 

① （自営線を敷設する場合）自営線電力線の詳細仕様の検討 

【内容】 

 自営線の電線種類、太さ、導体配列、区分開閉器位置、誘導雷対策、B 種接地抵

抗値などの詳細を検討する。 

【方法】 

 線路導体の太さの検討にあっては、必要に応じてコンピュータシミュレーション

を行う。 

 B 種接地抵抗値については、電力会社との協議を行う。 

 線種（絶縁電線／ケーブル）、導体配列の検討にあっては、他工作物との離隔の確

保を現地にて十分に調査する。 

 雷対策にあっては、当該地域における雷の発生状況等を、年間雷雨発生日数分布

（IKL マップ）や測候所のデータにより把握する。なお、配電線の誘導雷対策の詳

細については、「配電線耐雷設計ガイド」（電力中央研究所総合報告 T69）などを

参考にする。 

 

【留意点】 

 電力線の太さは、一般に、熱容量よりも電圧降下の観点から制約を受ける場合が

多い。なお、電圧降下の検討にあっては、発電設備の無効電力出力の許容範囲（例

えば、進相運転が行えないなど）が制約となる場合がある。 

 自営線の連系に伴い地絡電流値が増大することにより、連系する配電用変電所バ

ンク内の B 種接地抵抗値を低減する必要がある場合がある。原因者負担の原則に

より、自営線の設置者が費用を負担する。この費用が大きな負担となる場合には、

絶縁変圧器等を介して連系させるなどの対応を検討する。 

 誘導雷対策は、地域の状況を考慮し、避雷器の設置、架空地線の設置等を検討す

る。 

 

② 保護の詳細仕様の検討 

【内容】 

 ステップ３と同様の項目につき、保護継電器の整定を含めた詳細検討を行う。 

 

③ 電力品質補償の詳細仕様の検討 

【内容】 

 ステップ３と同様の項目につき、制御系の整定を含めた詳細検討を行う。 
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自営線の敷設ルートの例：八戸プロジェクト 

 

他工作物との離隔が確保できない場合には、地中配電線とする、もしくは架空ケーブルを

採用して対応している。また、雷雨発生が少ない地域であるため、自営線へ架空地線を設

置せず、区分開閉器の避雷器にて誘導雷対策をとっている。 

 

形状 放射状（樹枝状）

電圧 6600V

亘長 5.4km

電柱 B種コンクリート柱×119本

雷害対策 避雷器による保護、架空地線なし

ねん架 なし

その他 自営通信線（光ファイバー）を併架

出典：「マイクログリッドの実証による検討 その１ 実証研究システムの概要」（三菱総合研究

所・三菱電機、平成１8 年電気学会全国大会）
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ローカル制御・逆相電流補償の例：八戸プロジェクト 

 

自立運転時、周波数・電圧の急峻な変動を補償するために二次電池にローカル制御機能を

実装すると同時に、太陽光発電設備のパワーコンディショナーに逆相電流補償機能を実装

した。なお、電圧フリッカ、高調波、電圧不平衡に関しては、特別な対策は不要であると

の事前検討の結論により、対策は講じていない。 

 

 

GE 

DC 
AC 不平衡負荷 

（市庁舎本館、 

小中学校など） 

商用

系統 

 

パワーコンディショナー 

単相負荷により 

不平衡電流が発生 

需給制御装置 

負荷電流 ： 正相 ＋ 逆相 

 

PVﾊﾟﾜｺﾝ  ： 正相（発電電流） 

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ ： 正相 ＋ 逆相 

不平衡電流情報 

（逆相電流情報） 

50ｋW 

負荷逆相電流 

＋発電電流 

負荷電流 ： 正相 ＋ 逆相 

 

PVﾊﾟﾜｺﾝ  ： 正相（発電電流）＋逆相 

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ ： 正相  

逆相補償対策前 逆相補償対策後 

発電設備出力

点（CB7)  

系統連系点

（CB3)  
A点 

B点 C点 
逆相電流 

逆相電流 逆相電流 

 

有効電力制御系

無効電力制御系

有効電力 

指令値 

需給制御システム 

PLL 制御

補助信号 

補助信号

周波数 
ローカル制御系 

有効電力

無効電力

ローカル制御系 

二次電池インバータ制御系
P
WM

制
御

系

電
流

制
御

系
 

電圧 
ローカル制御系 

無効電力 

指令値 
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（空白ページ） 
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2-5-2．商用系統との連系 

マイクログリッドを商用系統へ連系させる場合、系統連系技術要件などに従い、連系

保護および電力品質維持について検討する。なお、以下では、高圧配電系統への連系で

商用系統へ逆潮流しない場合の検討内容を示す。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 
― 

① 連 系 の 基 本 事

項の検討 

① 系 統 連 系 保 護

の 基 本 仕 様 の

検討 

② 電 力 品 質 維 持

方 策 の 基 本 仕

様の検討 

① 系統連系保護、

電 力 品 質 維 持

方 策 の 詳 細 仕

様の検討 

 

＜ステップ２：基本設計＞ 

① 系統連系の基本事項の検討 

【内容】 

 商用系統との連系点および連系区分を決定する。 

 電力会社との契約上、制約となりうる事項を明確にする。 

【方法】 

 連系点の決定にあたっては、既存の受電設備がある場合にはこれを調査する。 

 「電気設備の技術基準の解釈について」および「電力品質維持に係る系統連系ガ

イドライン」に従い電力容量を求める。 

 電力会社との事前協議を開始する。系統連系協議の手順、手続き内容を明確化す

ると同時に、設備構成および運用の制約となる契約上の事項を把握する。 

【留意点】 

 需要家を新設する場合、商用系統の状況によっては、商用系統側での何らかの対

策（負荷分割、配電線路の増強、専用線による受電など）が必要となる場合があ

る。このため、出来うる限り早期に電力会社との協議を開始する。 

 マイクログリッドの電力容量は、従来からの定義を適用できない場合がある。 

 商用系統から受電した電力が自営線を介してマイクログリッド内の需要家へ供給

されることは、電力会社との契約上、通常は許されない。この場合、商用系統か

ら受電した電力の自営線への流出が発生した場合、これを検出してマイクログリ

ッドを停止させる必要がある。このため、需給アンバランスによる逆潮流の可能

性を下げるため、連系点は需要の大きな施設とすることが望ましい。 

 設備構成および運用の制約となり得る電力会社との契約上の事項として、上記の

自営線への電力流出に加え、バックアップに関する事項などがある。 
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＜ステップ３：詳細検討＞ 

① 保護の基本仕様の検討 

【内容】 

 系統連系保護に係る以下の基本的な事項について仕様を検討する。 

・発電設備の解列点／同期投入点 

・系統連系保護継電器（種類、設置場所、設置相数） 

・再閉路時の事故防止（線路無電圧確認装置の配電用変電所への設置） 

・発電設備脱落時における自動負荷制限の検討 

【方法】 

 既存の設備について調査を行い、系統連系に係る保護継電器等の設置の可否を確

認する。 

 「電気設備の技術基準の解釈について」および「電力品質維持に係る系統連系ガ

イドライン」に基づき、電力会社との事前協議を行う。 

【留意点】 

 現状で整備されている系統連系技術要件は、複数の需要場所を自営線で結び一括

して連系する場合を想定していない。このため、自営線を敷設する場合には、技

術要件の項目によっては技術的な妥当性を保ちつつ拡張して適用する。 

 単独運転検出のための装置として配電用変電所からの転送遮断による場合、およ

び配電用変電所に線路無電圧確認装置を設置する場合には、電力会社による工事

の費用を発電設備設置者が負担する必要があるため、費用が特に大きくなる。 

 再閉路時の事故防止のための線路無電圧確認装置の設置は、保護継電器の二重化、

解列点の二重化等の対策により省略することができる。 

 系統連系保護継電器として逆電力継電器、不足電力継電器を設置する場合、連系

点の受電電力が小さいときには不要動作によるシステムトリップ発生の可能性が

高まる。 

 自動負荷制限を行う場合、需給制御システムとの整合、需給制御システムへの組

み込みを検討する。 

 

② 電力品質維持方策の基本仕様の検討 

【内容】 

 電力品質維確保に係る以下の事項について、商用系統への影響を評価し、必要に

応じて対応策の基本仕様を検討する。なお、電力品質の基準は、「2-5-1 マイクロ

グリッド内構成」（p.104）に準ずる。 

・連系点の力率 

・連系点から商用系統へ流出する高調波電流、これに伴う高調波電圧歪み 

・電圧変動（常時／瞬時） 
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・電圧フリッカ 

・逆相電流とこれに伴う電圧不平衡 

【方法】 

 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「高圧又は特別高圧で受

電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」、および「電気需給約款」等に基づ

き、電力会社と事前協議を行う。 

 高調波発生機器、電圧フリッカ発生機器、単相負荷のバランス状況等、電力品質

に影響を与える需要家の負荷設備の調査を行う。必要に応じて、計測装置を設置

し現状の電力品質の状況の把握を行う。 

 必要に応じて、電力会社から配電系統のデータを取得し、コンピュータシミュレ

ーション等を実施する。 

【留意点】 

 連系する配電系統および当該配電系統から受電する他需要家の状態により、電力

品質に与える影響が大きく変化する場合がある。例えば、高調波は、配電系統へ

流出する高調波電流が「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガ

イドライン」を満足していたとしても、共振による高調波拡大が生じる場合があ

る。 

 事前の評価が難しい場合には、系統連系の後、状況に応じて対策が必要となる場

合がある。 

 配電系統のデータは、電力会社から入手できる項目と入手できない項目がある。 

 

＜ステップ４：機能仕様作成＞ 

① 系統連系保護および電力品質維持方策の詳細仕様の検討 

【内容】 

 系統連系保護および電力品質維持方策の詳細仕様の検討を行い、系統連系申込書

を電力会社へ提出する。 

【方法】 

 「電気設備の技術基準の解釈について」および「電力品質維持に係る系統連系技

術要件ガイドライン」に基づき電力会社と協議する。 

【留意点】 

 系統連系申込から連系可否の回答を得るまで、電力会社での検討に原則として

長３か月を要する。また、電力会社から系統連系可の回答を得た場合であっても、

連系に条件や制約や付されたり、あるいは電力会社側での系統連系工事が必要と

なる場合がある。このため、工事開始予定日から逆算し、余裕をもって系統連系

申込書を提出することが望ましい。系統連系申込書に添付する単線結線図、設備

配置図などの図面類は早めに準備を進める。 
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 系統連系申込前までに、主任技術者（電気、ボイラタービン）、保安規定など運用

管理に関する事項を少なくとも仮決定しておく必要がある。 

 系統連系保護継電器のうち、不要動作することが多い地絡過電圧継電器、不足電

力継電器の整定は、特に留意を要する。 

 

 

系統連系保護の構成例：八戸プロジェクト 
 

市庁舎(別館) 
 

 

 

       

 

 既設負荷 

市庁舎(本館) 
 
 

 
 
 
既設負荷 

風力/太陽光 

商
用
系
統 

自営線 

CB1 CB3 CB4 

CB5 

小中学校（4校）

水道企業団旧

庁舎 

既設負荷 

風力/太陽光 

CB2 PAS CB4’ 

系統連系保護継電器 
発電機事故 UVR、OVR 

上位系事故 OVGR、DSR、UVR 

単独運転  RPR、UPR、UFR 

構内事故  OCR-H、OCR、DGR 

CB7 

東部終末処理場 
 

ガスエンジン 

二次電池 

太陽光 

木質バオイマス 

解列点かつ 

同期投入点 

※ 二重化 

連系対象システムを１つの構内に模して扱う 

遮断 

 

 

 

需要場所概念による制約の例：八戸プロジェクト 

 

電力会社とその供給先である需要家の間の契約では、「1 需要場所あたり 1 契約種別を適

用し 1 需給契約を締結する」ことが原則である。ここで「1 の需要場所」とは、① １の建

物、② １の構内、③隣接する複数の構内で事業の関連性が高いもの（コンビナートや中小

企業団地等）であり（電気事業法施行規則第 2 条の 2）、連系対象システム全体は「1 の需

要場所」に該当せず、八戸市庁舎（本館及び別館）、小中学校 4 校、水道企業団旧庁舎の各々

が「1 の需要場所」に該当する。この場合、商用系統との連系点である八戸市庁舎が商用系

統から購入した電力を、自営線を介して他の需要家へ供給することは通常許されない。 

 

 

市庁舎（別館） 
 

 

 

       

  

既設負荷 

市庁舎（本館） 
 
 

 
 
 
既設負荷 

風力/太陽光 

商
用
系
統 

商用系統 

自営線 CB1 CB3 CB4 

CB5 CB6 

小中学校（4 校）

水道企業団旧

庁舎 

既設負荷 

風力/太陽光 

CB2 PAS CB4’ CB7 

東部終末処理場 
 

ガスエンジン 

二次電池 

太陽光 

木質バオイマス 

各々が１の需要場所１の需要場所 
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2-6．運転・保守体制 

ランニング費用に占める運転・保守用人件費のインパクトは大きいため、事業性・経済

性を向上させるためには、効率的な運転・保守体制を構築する必要がある。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 
― 

① 運 転 に 要 す る

人 員 を 把 握 す

る。 

② 定期点検、精密

点検の内容、頻

度、費用を把握

する。 

① 保 安 上 の 責 任

分 界 点 を 定 め

る。 

① 巡視、点検の計

画を定める。 

② 保 安 管 理 体 制

を定める。 

③ 異 常 時 の 対 応

を定める。 

 

＜ステップ２：基本設計＞ 

① 運転に要する人員の把握 

【内容】 

 事業性・経済性を評価するため、運転・操作、日常巡視・日常点検に要する人員

を把握する。 

【方法】 

 関連法規の確認および設備メーカー等への聞き取り調査を行う。 

【留意点】 

 発電所の監視方式は、発電設備の種類、規模に応じて、常時監視、随時監視、随

時巡回、遠隔監視に分けられる。監視方式に応じて、運転に要する人員数を決定

する。 

 有資格者については、「2-8 関連法規」（p.128）を参照のこと。 

 

② 定期点検、精密点検の内容、頻度、費用を把握 

【内容】 

 設備別の定期点検、精密点検の内容、頻度、費用の概略を把握する。 

【方法】 

 関連法規の確認および設備メーカ等への聞き取り調査を行う。 

【留意点】 

 定期点検、精密点検は、メーカー、メンテナンス業者などへ委託することが一般

的である。 

 定期点検、精密点検のなかで、消耗品の交換、設備更新、オーバーホールなど、

大きな費用を要する項目にとくに留意する。 
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＜ステップ３：詳細検討＞ 

① 保安上の責任分界点の決定 

【内容】 

 電力会社、電気の供給先、熱の供給先、燃料の供給元、用水の供給元等との間で、

保安上の責任分界点を明確化する。 

【方法】 

 電力会社、供給先、供給元と協議を行う。 

【留意点】 

 保安上の責任分界点は、電気系統の場合には開閉器端、燃料系統および給水系統

ではバルブ端などに設定することが一般的である。なお、保安上の責任分界点は

財産分界点と異なっても構わない。 

 併せて、電気系統の開閉器、燃料系統、給水系統のバルブについて操作権限を決

定する。操作権限の設定にあたっては、一般公衆および作業者の安全の確保の観

点から、指揮命令系統、連絡体制も考慮する。 

 マイクログリッドの供給設備（発電所、自営線等）を複数の保安分掌に分ける場

合にも、保安分掌の間に保安上の責任分解点を設ける必要がある。 

 

＜ステップ４：機能仕様作成＞ 

① 巡視、点検の計画の決定 

【内容】 

 日常巡視（１日～１週間の周期）、日常点検（１週間～１か月の周期）、定期点検

（１か月～１年の周期）、精密点検（２年～５年の周期）の各々について、項目、

頻度、記録方法等を定める。 

【方法】 

 関連法規の調査、メーカー、メンテナンス業者などから情報を取得する。 

 保安管理業務の外部委託先と協議する。 

【留意点】 

 保安管理業務を外部委託できる場合、設備の種類・規模に応じて点検頻度が義務

付けられている。外部委託しない場合であっても、この点検頻度に従うことが望

ましい。 

 巡視、点検および検査の内容などは、保安規定に明記する必要がある。保安規定

は、工事の開始前に届け出を行う。また、巡視、点検および検査の内容の詳細を、

運転開始前までに作業手順として定型化、文書化する。 

 保守・点検に用いる機械器具（測定器、試験装置、その他）、保安用具（絶縁用保

護具、絶縁用防具、検出用具、その他）も併せてリストアップする。 
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 検査・測定および試験に用いる機械器具は定期的に校正・点検を行う必要がある。

また、保安用具等は定期的に自主検査を行うことが義務付けられている。 

 運転日誌等の記録のなかで監視制御システムで自動作成できる項目を明確化する。 

 メーカー、エネルギーサービス会社などによる一般の通信回線を用いた遠隔監視

サービスの利用により、維持・運用の信頼性を向上できる場合がある。 

 日常巡視、日常点検は運転の管理者が行い、定期点検、精密点検はメーカー、メ

ンテナンス業者などに委託することが一般的である。委託する場合の契約の形態

は、フルメンテナンス契約（突発的な不具合、部品損傷に対する対応までを含む）

など、様々なものが提供されている。 

 

② 保安管理体制の決定 

【内容】 

 電気主任技術者、ボイラタービン主任技術者を中心とした保安管理体制を構築し、

保安分掌、指揮命令系統を決定する。 

【方法】 

 関連法規の調査を行う。 

 組織内において人事に関する協議を行う。 

 電力会社、供給先との協議を行う。 

【留意点】 

 設備の規模が大きく複雑な場合は、主任技術者を補佐する者を併せて決定する。

特に、主任技術者の不在時などにおける代任者は、主任技術者と同等の専門的能

力を有するものとする。 

 保安管理体制は、保安規定に明記しなければならない。保安規定、主任技術者に

係る届出は、工事開始の前までに行う。 

 運転管理に携わる作業者は、所要の知識と技能を有するものを配置する。また、

作業者に対する教育・訓練は、運転開始の前に行うことに加え、定期的に繰り返

し行う。 

 電力会社、供給先の電気主任技術者（保安管理業務を外部委託している場合には

連絡担当責任者）との連絡体制を併せて構築する。 

 

③ 非常時対応の決定 

【内容】 

 事故（感電事故、電気火災事故、波及事故、系統側事故）時における対応の手順

（状況の把握手順、連絡体制、事故原因の究明方法、応急措置、復旧作業、法規

上必要な報告）を定める。 

 地震、台風、洪水、火災等の災害時における事故および障害を防止する処置を定

める。 
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【方法】 

 関連法規の調査を行う。 

 組織内での協議を行う。 

 外部組織と協力体制、連絡体制についての協議を行う。 

【留意点】 

 事故時、災害時には一般公衆および作業者の安全確保を 優先事項とする。 

 災害時には、運転／停止の判断基準を明確化する。 

 

 

発電設備の点検スケジュール例：八戸プロジェクト 

 

ガスエンジン発電設備の点検内容（原動機関連） 

点検 実施間隔 実施内容 点検を要する理由（主要項目）

Ａ点検 1,000Hr 機関潤滑性能確保 潤滑油劣化 

Ｂ点検 2,000Hr 点火性能確保 点火プラグ電極摩耗 

Ｃ点検 4,000Hr 
シロキサン除去装置性能確

保 

活性炭へのシロキサン・水

分等の吸着 

Ｄ点検 12,000Hr 
燃焼機関性能確保 

（ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ・ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ） 
バルブ・バルブシート摩耗 

Ｅ点検 24,000Hr 
燃焼機関性能確保 

（ｾﾐ・ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ） 

ピストンリング摩耗 

シリンダライナー摩耗 

Ｆ点検 48,000Hr 
燃焼機関性能確保 

（ﾌﾙ・ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ） 

コンロットメタル摩耗 

シリンダーブロック摩耗 

 

ガスエンジン発電設備の点検内容 

運転時間 ( ×1,000Hr )

点検時間

D点検

E点検

1,000Hr

2,000Hr

4.000Hr

12,000Hr

A点検

B点検

F点検 48,000Hr

24,000Hr

C点検

1 2 4 9 483 5 6 107 8 241211

 
 

出典：「八戸市水の流れを電気で返すプロジェクト 成果報告書」（NEDO 委託事業）
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2-7．事業スキーム 

 

2-7-1．事業性評価・経済性評価 

マイクログリッドは現状では技術実証の段階にあり、必ずしも事業性・経済性が認め

られるわけではない。事業実施に当たっては、十分に事業性・経済性評価を行い、他の

事業目的と照らし合わせて事業化の判断を行うことが望ましい。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 事業性・経済性

の 評 価 手 法 検

討 

② 適 用 可 能 な 補

助金の確認 

③ 事業性・経済性

の オ ー ダ ー 確

認 

① 資 金 計 画 の 立

案 

② 収 入 計 画 の 立

案 

③ 事業性・経済性

の評価 

① 事業性・経済性

の再評価 

② 資 金 調 達 先 の

検討 

① 事業性・経済性

の再評価 

② 資 金 調 達 先 の

決定 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 事業性・経済性の評価手法検討 

【内容】 

 事業性、経済性の評価フレーム、評価対象範囲を検討する。 

 構築するエネルギーシステムの位置付けを検証するため、比較対象とするエネル

ギーシステムを設定する。 

【方法】 

 事業性評価は、システムの減価償却、租税公課、設備のメンテナンス、運転保守

費用、事業所運営費（職員の人件費、事務所の賃料、光熱費など）などを設定す

ることにより財務諸表を作成した上で、投資収益性評価を行う。 

投資収益性の評価指標：正味現在価値、内部収益率、費用便益比、リアルオプション法、

投下資本利益率、自己資本利益率など 

 経済性評価は、年間経常費、投資回収年数などの指標により行う。 

【留意点】 

 費用の積算に際しては、各費用項目がどの費用まで含んでいるのかを明確にし、

重複や漏れのないようにコスト情報を積み上げていく。 
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図表 ３-15 事業性評価・経済性評価のフレームの例 

 

収入

支出

売電収入

買電削減分

ランニングコスト
（運転管理費・

メンテナンス費等）

減価償却費

事業所人件費、
地代、家賃等

イニシャルコスト
（システム全体）

各年の収支バランス
（トータルメリット）

投資回収年数

利益の推移
（事業化を想定）

各種事業性評価指標
（ＮＰＶ，ＩＲＲ，ＣＢＲ等）

経済性評価

事業性評価

◆ＮＰＶ（正味現在価値）
・・・現在価値換算化したキャッシュフローの総和

◆ＩＲＲ（内部収益率）
・・・投資した金額が年利何%で運用されるのかを表す指標

◆ＣＢＲ（費用便益比）
・・・リターンの総和を支出の総和で割ったもの

 

出典：「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等に関する調査 報告書」（NEDO）より作成 

 

② （補助制度の活用を希望する場合）適用可能な補助制度の確認 

【内容】 

 関係団体の実施する補助制度を確認し、補助要件（対象技術、対象事業者、対象

事業ステップ）、補助内容などを確認する。 

【方法】 

 NEDO、経済産業省、環境省など関係団体のウェブサイト、巻末参考資料（2）「各

種ガイドブック」記載の文献などを確認する。 

【留意点】 

 事業内容・規模などを考慮して、 適な補助制度を活用することが重要である。 

 

③ 事業性・経済性のオーダー確認 

【内容】 

 検討した評価手法に基づき、イニシャルコスト・補助金、ランニング費用・収入

などの概略を試算し、事業性、経済性のオーダーを把握する。 

【方法】 

 機器価格などについては、「建設物価」（建設物価調査会）など各種文献に基づき、

一般的な値を設定する。 
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＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 資金計画の立案 

【内容】 

 資金調達方法（補助金、負債、株主資本、プロジェクトファイナンスなど）を検

討する。 

 

② 収入計画の立案 

【内容】 

 収入計画を立案する。 

【方法】 

 需要家への電力・熱の販売収入、新エネルギーの環境価値の販売による収入（RPS

価値、グリーン電力証書など）、電力網へのアンシラリーの供給による収入（将来

的に）、廃棄物処理収入（食品廃棄物などの処理を行う場合）などによる収入計画

を立案する。 

 

③ 事業性・経済性の評価 

【内容】 

 ステップ 1 での検討（事業性・経済性のオーダー確認）に続き、事業性、経済性

の評価を行う。 

【方法】 

 これまでの検討で得られた各種コスト情報を反映し、評価精度を高める。 

 設備単価、燃料単価、メンテナンス単価、エネルギー需要などのパラメータを変

化させた際の感度分析を行い、事業性・経済性に対する影響度合いを検証する。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 事業性・経済性の再評価 

【内容】 

 ステップ 2 での検討（事業性・経済性の評価）に続き、事業性、経済性の評価を

行い、評価精度を向上させる。 

 

② 資金調達先の検討 

【内容】 

 資金の金額、拠出者、拠出方法を検討する。 

【方法】 

 調達金額の大きさ、貸付条件、必要手続きの期間などに基づき、資金調達先の組

み合わせを検討する。 
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＜ステップ 4：機能仕様作成＞ 

① 事業性・経済性の再評価 

【内容】 

 ステップ３での検討（事業性・経済性の再評価）に続き、事業性、経済性の評価

を行い、評価精度を向上させる。 

 

② 資金調達先の決定 

【内容】 

 ステップ 3 での検討を踏まえ、資金調達先を決定する。 
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2-7-2．環境性評価 

日本ではマイクログリッドの意義として、再生可能エネルギーの導入促進や温室効果

ガスの削減が重視されており、環境性は事業評価に当たっての重要な指標の一つとなる。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 環 境 性 の 評 価

手法検討 

② 環 境 性 の オ ー

ダー確認 

① 環境性の評価 
① 環 境 性 の 再 評

価 

 

 

＜ステップ 1：基本構想＞ 

① 環境性の評価手法検討 

【内容】 

 環境性の評価フレーム、評価対象範囲、評価に必要となる各種換算係数を検討す

る。 

 構築するエネルギーシステムの位置付けを検証するため、比較対象とするエネル

ギーシステムを設定する。 

【方法】 

 環境性評価フレームとして、設備の運用段階におけるエネルギー入出力を対象と

した評価か、設備の製造から廃棄段階に至るライフサイクル全体を対象としたラ

イフサイクルアセスメント（LCA）かのいずれかを選択する。 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）、地球温暖化対策の推進に関

する法律（温対法）などに準じて、各エネルギー源のエネルギー原単位、CO2 排

出原単位などの換算係数を設定することが一般的である。 
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図表 ３-16 環境性評価フレームの例 

 

出典：「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等に関する調査 報告書」（NEDO） 

 

② 環境性のオーダー確認 

【内容】 

 検討した評価手法に基づき、エネルギー消費量、CO2 排出量などの概略を試算し、

環境性のオーダーを把握する。 

 

＜ステップ 2：基本設計＞ 

① 環境性の評価 

【内容】 

 ステップ 1 での検討（環境性のオーダー確認）に続き、環境性を評価する。 

【方法】 

 これまでの検討で得られた各機器の仕様情報を反映し、評価精度を高める。 

 エネルギー需要、出力制御可能な電源の発電効率、自然変動電源の設備利用率、

バイオマス燃料の発熱量、バイオマス燃料の調達距離などのパラメータを変化さ

せた際の感度分析を行い、環境性に対する影響度合いを検証する。 

 

＜ステップ 3：詳細検討＞ 

① 環境性の再評価 

【内容】 

 ステップ 2 での検討（環境性の評価）に続き、環境性の評価を行い、評価精度を

向上させる。 
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2-7-3．事業リスク・課題の検討 

事業を成功させるためには、リスク・課題を正確に認識し、それらの軽減・管理体制

を構築することが重要である。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 

① 事業リスクの管理 

② マイクログリッド特有の課題の把握 

 

① 事業リスクの管理 

【内容】 

 事業リスクを把握する。 

 リスクに対する許容度、リスクが事業全体に及ぼす影響を検証する。 

 リスクの軽減・管理体制を検討する。 

 

図表 ３-17 事業リスクの例 

エ ネ ル ギ ー 価 格 ・

RPS 価格の変動 

油価格の変動 

商用電力価格（バックアップ契約含む）の変動 

RPS 価格の変動 

バイオマス燃料に関

するリスク 

他のバイオマス事業との競合（調達リスク） 

バイオマス価格の変動リスク（価格リスク） 

調達事業者の事業経営のリスク 

バイオマス燃料性状の不安定性 

燃料調達時の事故による短期的な調達停止リスク 

異物混入による機器の停止・故障 

廃棄物処理量・価格

の変動リスク 

廃棄物処理量の変動 

廃棄物処理価格の変動 

廃棄物引取拒否のリスク（性状条件等による） 

設備事故による費用

増 

設備機器の事故等による運転停止に伴うバックアップ費用 

運転員の運転管理能力不足による復旧遅れリスクに伴うバックア

ップ費用 

電気関連のリスク 

自営線を用いる場合の電力供給ラインの事故等による供給停止（電

線切断、地絡事故）に伴うバックアップ費用 

高調波対策に関するリスク 

対電力会社交渉・契約関連のリスク 

需要変動リスク 
設備増設・廃棄、需要家活動量などの変化に伴う需要量の変化 

需要家離脱・参加 

情報流出リスク 需要家情報の流出 
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② マイクログリッド特有の課題の把握 

【内容】 

 需要設備と供給設備との組合せ、需給制御、系統保護などに関する課題を認識す

る。 

供給設備・需要設備 

 事業目的（商用系統との連系点潮流精度、環境性、経済性など）と需要

家特性（負荷パターン、エネルギーに対するニーズなど）、各供給設備の

特徴（自然変動電源の出力パターン、出力制御可能な電源の負荷追従性、

環境負荷、設備費用など）とを照らし合わせ、供給設備と需要設備とを

適切に組み合わせる必要がある。 

 ミドル・ピーク電源や二次電池は、部分負荷領域での運転が多く、効率

が定格効率を下回ることもある。 

需給制御 

 階層化モデルなどの採用により、効率的な需給制御システムを構築する

必要がある。 

 効率的な運用を達成するためには、自然変動電源の出力・エネルギー供

給先の需要の予測精度を高め、また制御パラメータを適切に調整する必

要がある。 

系統保護 

 自立運転を行う場合、相間不平衡、周波数変動、電圧フリッカなどの問

題が顕在化する可能性があるため、十分な対策を講じる必要がある。 
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2-8．関連法規 

運用にあたり必要な有資格者の確保、事前の許認可申請・届出、運用段階で必要な報告

等につき、管連法規に従い処理する。なお、実手続きにあたっては 新の法規を必ず確認

すること。 

 ※ 以下では、電気供給に関する事業規制および保安規制を中心に記載する。。また、系統

連系に関する事項については「2-5. 系統構成」（p.104）を参照のこと。 

 

検討 

ステップ 

ステップ 1 

基本構想 

ステップ 2 

基本設計 

ステップ 3 

詳細検討 

ステップ 4 

機能仕様作成 

検討 

項目 
― 

① 事業上、技術上

の 規 制 に 関 す

る 基 本 事 項 の

確認 

① 事業上、技術上

の 規 制 に 関 す

る 詳 細 事 項 の

確認 

① 規 制 機 関 等 へ

の届出、許認可

申 請 の 書 類 の

作成 

 

＜ステップ２：基本設計＞ 

① 事業上、技術上の規制に関する基本事項の確認 

【内容】 

 電力を供給する事業の形態を確認する。電気事業法で規定された形態をはじめと

する各種の形態を図表 ３-18に示す。 

 設備の設置および運転にあたり も大きな制約となり得る事項として、土地利用

に関する規制および運転にあたって必要となる有資格者を中心に明確にする。土

地利用に関する規制の代表的なものとして、森林法、砂防法、地滑り等防止法、

自然環境保全法、文化財保護法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、国

土利用法、都市計画法、自然公園法、工場立地法、道路法などがある。代表的な

有資格者を図表 ３-19に示す。 

【方法】 

 各種文献あるいは法令集等により調査を行う。法令は、電子政府の総合窓口

（e-Gov）法令データ提供システム（http://law.e-gov.go.jp）で確認できる。

また、設備ごとの規制については、巻末の参考資料等にある各種ガイドブックを

参照する。 

 メーカー、エンジニアリング会社、コンサルタントなどから情報取得を行う。 

 関連法規の所轄省庁などの相談窓口などを通じ情報取得を行う。 

【留意点】 

 補助金等の交付を別途受けている施設、設備等を利用する場合、利用に制約を受

ける場合がある。 

 土地利用、環境保全に関しては、自治体の条例による独自の規制も多く、また許
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認可までに時間を要するものあるため、極力早めに確認を行う。 

 マイクログリッドの場合は設備が比較的小規模であるため該当する可能性は低い

ものの、一定規模以上の発電設備等の場合には環境影響評価法による環境アセス

メントが必要となる場合があり、この場合極端に時間を要する。 

 

図表 ３-18 電力供給の形態 
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図表 ３-19 必要となる主要な有資格者 

法令 資格者 備考 

電気事業法 

電気主任技術者 

設備の種類、電圧階級、規模に応じて、第一種、

第二種、第三種から選任する。ただし、保安管

理業務を外部委託できる場合がある（構外を通

る高圧配電線路の場合には、外部委託は不可）。

ボイラータービン主任技術

者 

設備の種類、規模に応じて、第一種または第二

種から選任する。小規模な設備の場合には必要

ない。 

エネルギーの使用の

合理化に関する法律

エネルギー管理者（エネルギ

ー管理員 

第一種エネルギー管理指定工場、あるいは第二

種エネルギー管理指定工場に該当する場合に選

任する。 

特定工場における公

害防止組織の整備に

関する法律 

公害防止主任管理者 

公害防止管理者 

設備の種類、規模に応じて、大気関係、水質関

係、振動・騒音関係などから選任する。小規模

な設備の場合には必要ない。 

労働安全衛生法 

ボイラー取扱作業主任者 

（ボイラー技士等） 

ボイラーの種類、規模に応じて、特級ボイラー

技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士ま

たはボイラー取扱技能講習修了者から選任す

る。小型ボイラー等では選任は必要ない。ボイ

ラーの取扱いについても、一定の資格が必要で

あるなどの就業制限がある。 

酸素欠乏症危険作業主任者 
酸素欠乏危険場所における作業が必要な場合、

技能講習を修了したもののなかから選任する。

クレーン運転士 
クレーンの種類、規模によっては、技能講習あ

るいは特別教育の終了者でも可。 

玉掛け技能講習修了者 
吊上荷重１トン未満のクレーン等であれば特別

教育の終了者でも可。 

消防法 
危険物保安監督者 

（危険物取扱者） 

一定規模以上あるいは特定の危険物施設におい

て選任する。甲種または乙種であることが必要。

重油などを使用する発電設備、NaS 電池などで

必要。 

高圧ガス保安法 高圧ガス製造保安責任者 

バイオガスなどの気体燃料を使用する場合で、

当該ガスが高圧ガス保安法の高圧ガスに該当す

る場合に必要となる。 
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＜ステップ３：詳細検討＞ 

① 事業上、技術上の規制に関する詳細事項の確認 

【内容】 

 工事着手前、運用開始前、運用開始後における許認可申請および届出の必要性を

設備の種類、規模に従い判断し、提出書類の種類とその提出日程を決定する。 

 必要に応じて技術基準などの詳細を調査し、仕様へフィードバックする。 

【方法】 

 各種文献、法令データベースにより調査を行う。 

 メーカー、エンジニアリング会社、コンサルタントなどから情報取得を行う。 

 関連法規の所轄官庁などの相談窓口などを通じ情報取得を行う。また、必要に応

じて、所轄官庁などと事前の協議を行い、細部や不明点を明確化する。 

【留意点】 

 技術内容の不備、書類体裁の不備により、受理されない、あるいは変更を指示さ

れることがあるため、余裕をもって提出することが望ましい。 

 申請書類の提出期限は、法令の条文中で明文されていない場合、行政手続法に基

づく標準処理期間から逆算する。標準処理期間は、手続きの内容、自治体によっ

て異なる場合があり、また複雑なものや前例がないものについては標準処理期間

を超える時間を要する場合がある。このため、相談窓口等を通じて、手続きの進

め方とこれに要する時間を予め確認することが必要である。 

 

図表 ３-20 主な許可申請および届け出の一覧 

法令 項目 提出先 提出期限 備考 

電気事業法 

工事計画届出 産業保安監督部 工事着工 30 日前 

大気汚染防止法、ダイオ

キシン類対策特別措置

法、水質汚濁防止法、騒

音規制法、震動規制法に

おいて、電気事業法へ委

任するとして適用を除外

されている施設に関する

届け出も含まれる。 

保安規定届出 産業保安監督部 工事開始前  

使用前安全管理審

査申請 

産業保安監督部または

登録安全管理審査機関
工事完了前  

溶接安全管理審査

申請 
登録安全管理審査機関 設備により異なる  

電気主任技術者選

任届 
産業保安監督部 工事開始前  

ボイラー・タービ

ン主任技術者選任

届 

産業保安監督部 工事開始前  
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法令 項目 提出先 提出期限 備考 

火災予防条

例（東京都

の場合） 

火気使用設備等の

設置の届出 
消防署長 工事着手 7 日前 

発電設備、変電設備、蓄

電池設備、ボイラー、炉

など。使用開始前に消防

検査を受ける必要あり。

少量危険物、指定

可燃物貯蔵・取扱

届 

消防署長 工事着手 10 日前  

防火対象物使用開

始届 
消防署長 使用開始７日前 

使用開始前に消防検査を

受ける。なお、防火対象

物の種類によっては、延

べ面積が一定未満の場合

に検査は不要。 

消防法 

危険物製造所等の

設置許可申請 
市町村長等 

工事着手 4 週前 

（標準処理期間４週） 

重油使用の発電設備や

NaS 電池など。使用開始

前に完成検査を受ける。

危険物製造所等の

完成検査申請 
市町村長等 

使用開始４週前 

（標準処理期間４週） 

完成検査済証の交付を受

ける。完成検査前検査が

必要となる場合もある。

危険物保安監督者

選任届出 
市町村長等 選任後遅滞なく  

予防規程認可申請 市町村長等 標準処理期間４週 
指定数量の倍数に応じて

申請が必要。 

消防用設備等着工

届出 
消防署長 工事着手 10 日前  

消防用設備等設置

届出 
消防署長 設置したとき 

特定防火対象物で必要。

検査を受ける必要あり。

労働安全衛

生法 

ボイラ設置届出 労働基準監督署長 工事着工 30 日前 

「小型ボイラー」の場合

には、設置後遅滞なく「小

型ボイラー設置報告書」

を提出。 

ボイラ落成検査申

請 
労働基準監督署長 

工事完了後（受検希望日

の 15 日前程度） 

容量の小さいものについ

ては不要。 

クレーン設置届出 労働基準監督署長 工事着工 30 日前 

吊り上げ荷重の小さいも

のについては「設置報告

書」を提出するか、ある

いは適用除外となる。 

クレーン落成検査

申請 
労働基準監督署長 

工事完了後（受検希望日

の 15 日前程度） 

吊り下げ荷重の小さいも

のについては不要。 

大気汚染防

止法 
ばい煙発生施設設

置届出 

都道府県知事または同

法施行令で定める市の

長 

工事着工 60 日前 
電気事業法等が適用され

る場合を除く。 

水質汚濁防

止法 
特定施設設置届出 

都道府県知事または同

法施行令で定める市の

長 

工事着工 60 日前 同上。 

ダイオキシ

ン類対策特

別措置法 

特定施設設置届出 都道府県知事 工事着工 60 日前 同上。 

振動規制法 特定施設設置届出 市町村長 工事着工 30 日前 同上。 

騒音規制法 特定施設設置届出 市町村長 工事着工 30 日前 同上。 

エネルギー

の使用の合

理化に関す

る法律 

エネルギー管理者

（管理員）選任届

出書 

経済産業大臣 
選任した翌年度の 6 月

末 
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法令 項目 提出先 提出期限 備考 

廃棄物処理

法 

産業廃棄物処理施

設設置許可申請 

都道府県知事又は同法

施行令で定める市の長

工事着手 60 日前（休日

等を含まない）が目安 

申請前に事前協議を行う

（詳細は地方自治体によ

り異なる）。また、条例に

より許可が必要となる施

設もある。工事着手、工

事完了時に届出が必要と

なることもある。 

産業廃棄物処理施

設使用前検査申請 
同上 

使用開始 15 日前（休日

等を含まない）が目安 
 

産業廃棄物処分業

許可申請 

（産業廃棄物処分

業の事業範囲変更

許可申請） 

同上 
事業開始 60 日前（休日

等を含まない）が目安 

一般廃棄物の場合にも、

相当の許可申請が必要で

ある。 

道路法 

道路占用許可申請 

道路管理者（一般国道

／都道府県道／市町村

道の別により提出先が

異なる）、または警察署

長 

申請後許可決裁まで２、

３週間を原則とするが、

先例がないなどの場合

にはさらに時間を要す

る場合がある 

道路の掘削工事を一定期

間行えない場合がある

（掘り返し規制）。年度末

等の特定の期間には工事

を実施できないことがあ

る。専用期間満了時にも

更新許可申請を要す。 

許可を受けた後に占用料

を納入する。 

工事着手届 同上 工事着手前  

工事完了届 同上 工事完了時 
出来型管理（写真撮影）

結果の添付要。 

道路交通法 道路使用許可申請 
警察署長または道路管

理者 

使用の 5 日前（休日等を

含まない）が目安 

道路占用許可と同時に、

道路管理者へ提出可。 

 

＜ステップ４：機能仕様作成＞ 

① 規制機関等への届出、許認可申請の書類の作成 

【内容】 

 所轄官庁などへ提出する許認可申請書、届出書を作成する。 

 必要に応じて技術基準などの詳細を調査し、仕様へフィードバックする。 

 運用開始以降に定期的に行う必要がある報告などを明確化する。 

 事故発生時に行う必要がある報告などを明確化する。 

【方法】 

 各種文献により調査を行う。 

 メーカー、エンジニアリング会社、コンサルタントなどから情報取得を行う。 

 関連法規の所轄省庁などの相談窓口などを通じ情報取得を行う。 

【留意点】 

 環境保全に係る事項は、地方公共団体の条例による上乗せ、横出しがある場合が

多いため、留意する。 

 下の図表に示すものは所轄官庁等へ提出を要するものであり、これ以外に設備の

設置者が自ら実施し結果を保管しておく必要があるものがある。また、事業形態

が電気事業に該当する場合には、ここに示す以外にも報告が必要なものがある。 
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図表 ３-21 運転開始以降に定期的に行う必要がある報告など（主要なもの） 

法令 項目 提出先 頻度 備考 

電気事業

法 

自家用発電所運転

半期報 
経済産業局長 

年 2 回（四月末日およ

び十月末日） 

1000kW 以上の発電

所が該当。 

定期安全管理審査

申請 

登録安全管理検査機関

または産業保安監督部

長 

定期事業者検査終了後

遅滞なく（原則 1 月程

度） 

優良評定を受けている

組織は緩和措置あり。 

労働安全

衛生法 
ボイラー性能検査

申請 

登録性能検査機関また

は労働基準監督署長 

原則 1 年に 1 回（ボイ

ラー検査証の有効期間

満了の前） 

 

エネルギ

ーの使用

の合理化

に関する

法律（省

エネ法） 

エネルギー使用状

況届出書 
経済産業局長 毎年度 4 月末日 管理指定工場を除く。 

定期報告書 
経済産業局長（および事

業所管の地方支分部局）
毎年度 6 月末日 

地球温暖化対策の推進

に関する法律（温対法）

に基づく温室効果ガス

算定排出量の報告を兼

ねる。 

中長期計画 
経済産業局長（および事

業所管の地方支分部局）
毎年度６月末日 

第一種エネルギー管理

指定工場のみ 
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参考資料 
 

（１）３プロジェクト報告書 

資料名 作成元/出版元 概要 

2005 年日本国際博覧会・中部臨空都市

における新エネルギー等地域集中実証研

究に係る委託業務 実証研究報告書 

NEDO 

愛知プロジェクトのシステ

ム、制御、関連法規、実証

結果などについてまとめて

いる。 

京都エコエネルギープロジェクト 成果

報告書 
NEDO 

京都プロジェクトの設備概

要、実証結果などについて

まとめている。 

新エネルギー等地域集中実証研究 八戸

市 水の流れを電気で返すプロジェクト

成果報告書 

NEDO 

八戸プロジェクトのシステ

ム、制御、関連法規、実証

結果などについてまとめて

いる。 

 

（２）各種ガイドブック 

資料名 作成元/出版元 概要 

新エネルギーガイドブック 2008 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/ 

dounyuu/shinenegaido2008/index.html） 
NEDO 

新エネルギーの概要、導入

検討手順、助成制度などに

ついてまとめている。 

太陽光発電導入ガイドブック 2000 年

改訂版 
（http://www.tech.nedo.go.jp/WWWROOT/HOKOKU

SYO/DOWNLOAD/01001620062.pdf） 

NEDO 

太陽光発電の概要、導入検

討手順、助成制度などにつ

いてまとめている。 

風力発電導入ガイドブック（第 8 版） 
（http://www.tech.nedo.go.jp/WWWROOT/HOKOKU

SYO/DOWNLOAD/10000731663.pdf） 
NEDO 

風力発電の概要、導入検討

手順、助成制度などについ

てまとめている。 

バイオマスエネルギー導入ガイドブック

（第 2 版） 
（http://www.tech.nedo.go.jp/WWWROOT/HOKOKU

SYO/DOWNLOAD/10000736064.pdf） 

NEDO 

バイオマスエネルギーの概

要、導入検討手順、助成制

度などについてまとめてい

る。 

天然ガスコージェネレーション計画・設

計マニュアル 2008 

日本エネルギー学会

（日本工業出版） 

天然ガスコージェネレーシ

ョンの概要、導入計画・運

転保守管理、導入事例、諸

制度などについてまとめて

いる。 
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（３）データ集 

資料名 作成元/出版元 概要 

気象統計情報 
（http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

気象庁 

国内各地域における気温、

風況、日射、雨などに関す

るデータベース。 

バイオマス賦存量・利用可能量の推計

GIS データベース 
（http://app1.infoc.nedo.go.jp/） 

NEDO 

国内各地域における各種

バイオマスの賦存量・利用

可能量などに関するデー

タベース。 

全国日射量平均値データマップ 
（http://www.nedo.go.jp/library/index.html） 

NEDO 

国内各地における日射量

平均値に関するデータベ

ース。 

標準気象・日射データ 
（http://www.nedo.go.jp/library/index.html） 

NEDO 

国内各地における標準気

象、日射に関するデータベ

ース。 

風況マップ 
（http://app2.infoc.nedo.go.jp/nedo/top/top.html） 

NEDO 

国内各地における風況、風

配図などに関するデータ

ベース。 

民生部門エネルギー消費実態調査 経済産業省 

業務部門、家庭部門のエネ

ルギー消費量の実態に関

する継続的な調査。 

天然ガスコージェネレーション計画・設

計マニュアル 2008 

日本エネルギー学会

（日本工業出版） 

天然ガスコージェネレー

ションの概要、導入計画・

運転保守管理、導入事例、

諸制度などについてまと

めている。 

日本の住宅におけるエネルギー消費 日本建築学会 

住宅におけるエネルギー

消費量の実態、ライフスタ

イルとの関係、家電機器の

エネルギー消費量の分析

結果などについてまとめ

ている。 

建設物価 建設物価調査会 
建設資材の価格動向をま

とめた月刊誌。 
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（４）法規・規格等 

資料名 作成元/出版元 概要 

2005 年度版電気事業法の解説 

資源エネルギー庁電

力・ガス事業部、原子

力安全・保安院編（経

済産業調査会） 

電気事業法の逐条解説。 

解説 電気設備の技術基準（第 12 版）

経済産業省 原子力

安全・保安院編（文一

総合出版） 

電気設備に関する技術基

準を定める省令」および

「電気設備の技術基準の

解釈について」の逐条解

説。 

水力、火力、風力、電気設備の技術基準

の解釈（平成 19 年度版） 

経済産業省原子力安

全・保安院編（文一総

合出版） 

発電用水力設備、発電用火

力設備、発電用風力設備に

関する技術基準を定める

省令、およびその解釈。 

電力品質確保に係る系統連系技術要件ガ

イドライン 
資源エネルギー庁 

系統連系技術要件のうち、

特に電力品質の確保に係

る事項のガイドライン。 

自家用電気工作物必携Ⅰ 法規手続き編

（平成 1９年度版） 

関東東北産業保安監

督部監修（文一総合出

版） 

電気事業法上の各種法規

手続きについて解説され

ている。 

自家用電気工作物必携Ⅱ 保安教務編（第

８版） 

関東東北産業保安監

督部監修（文一総合出

版） 

自家用電気工作物の保安

実務の内容について解説

されている。 

電気関係報告規則の解説 

経済産業省資源エネ

ルギー庁電力・ガス事

業部政策課、電力市場

整備課、原子力安全・

保安院電力安全課編

（日本電気協会） 

電気関係報告規則の逐条

解説に加え、書式類をまと

めている。 

系統連系規程 

JEAC 9701-2006 

系統連系専門部会（日

本電気協会） 

「電気設備の技術基準の

解釈について」および「電

力品質確保に係る系統連

系技術要件ガイドライン」

に基づき、系統連系技術要

件の詳細をまとめている。

自家用電気工作物保安管理規程 

JEAC 8021-2006 

需要設備専門部会（日

本電気協会） 

電気事業法、労働安全およ

びこれら法律に係る政令、

省令等を踏まえ、自家用電

気工作物の保安管理の体

制、業務内容をまとめてい

る。 

高圧受電設備規程 

JEAC 8011-2008 

使用設備専門部会（日

本電気協会） 

高圧受電設備の技術基準

を、各種規格等も踏まえて

とりまとめている。 
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資料名 作成元/出版元 概要 

高調波抑制対策技術指針 

JEAG 9702-1995 

電気技術基準調査委

員会（日本電気協会）

「高圧又は特別高圧で受

電する需要家の高調波抑

制対策ガイドライン」に基

づき、高調波の評価方法、

対策方法について指針を

示している。 

風力発電規程 

JEAC 5005-2001 

発変電専門部会（日本

電気協会） 

風力発電設備の工事、保守

等に必要な技術的事項を

まとめている。 

発電用内燃機関規程  

JEAC 3705-2004 

火力専門部会（日本電

気協会） 

火力発電の内燃機関につ

いて、工事、保守等に必要

な技術的事項をまとめて

いる。 

発電用ガスタービン規程 

JEAC 3704-2007 

火力専門部会（日本電

気協会） 

火力発電のガスタービン

について、工事、保守等に

必要な技術的事項をまと

めている。 

発変電規程  

JEAC 5001-2000 

発変電専門部会（日本

電気協会） 

水力発電所または変電所、

開閉所若しくはこれらに

準ずる場所に施設する工

作物の工事、保守等に必要

な技術的事項をまとめて

いる。 

燃料電池発電規程  

JEAC 5002-1992 

電気技術基準調査委

員会（日本電気協会）

燃料電池の工事、保守等に

必要な技術的事項をまと

めている。 

電力貯蔵用電池規程  

JEAC 5006-2007 

発変電専門部会（日本

電気協会） 

NaS 電池、鉛蓄電池の工

事、保守等に必要な技術的

事項をまとめている。 

配電規程  

JEAC 7001-1999 

配電専門部会（日本電

気協会） 

低圧、高圧の配電線の工

事、保守等に必要な技術的

事項をまとめている。 

ガス事業法の解説 

経済産業省・資源エネ

ルギー庁ガス市場整

備課／原子力安全・

保安院ガス安全課／

商務情報政策局製品

安全課編集（ぎょうせ

い） 

ガス事業法の逐条解説。 

廃棄物処理法の解説（平成 17 年改正法

対応） 

廃棄物処理法研究会

（日本環境衛生セン

ター） 

廃棄物処理法の逐条解説。
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資料名 作成元/出版元 概要 

産業廃棄物適正委託処理ガイドブック 
（http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/ 

sanpai/guide/index.htm） 
東京都 

廃棄物の区分や委託契約

の決まり、マニフェストの

使用方法などについてま

とめている。 

道路法解説（改訂４版） 
道路法研究会編（大成

出版社） 
道路法の逐条解説。 

道路占用関係通達集 第４次改定版 

国土交通省道路局路

政課監修、道路管理研

究会編集（ぎょうせ

い） 

道路占用に関する通達を

集めている。 

平成 17 年度改正[省エネ法]法令集 

資源エネルギー庁省

エネルギー対策課監

修（省エネルギーセン

ター） 

「エネルギーの使用の合

理化に関する法律」（省エ

ネ法）の関連法令集。 

平成 17 年度改正省エネ法の解説［工

場・事業場編］ 

資源エネルギー庁省

エネルギー対策課 

省エネ法のうち工場・事業

場に関する部分の逐条解

説、および関連する文書、

書式、参考資料等をまとめ

ている。 

ボイラー及び圧力容器安全規則の解説

（改定版） 
日本ボイラー協会 

ボイラーおよび圧力安全

規則の逐条解説。 

新・公害防止の技術と法規 大気編 

2008 

公害防止の技術と法

規編集委員会 

「大気汚染防止法」の解説

が含まれる。 

新・公害防止の技術と法規 水質編 

2008 

公害防止の技術と法

規編集委員会 

「水質汚濁防止法」の解説

が含まれる。 

新・公害防止の技術と法規 ダイオイキ

シン類編 2008 

公害防止の技術と法

規編集委員会 

「ダイオキシン類対策特

別措置法」の解説が含まれ

る。 

新・公害防止の技術と法規 騒音・振動

編 2008 

公害防止の技術と法

規編集委員会 

「騒音規制法」、「振動規

制法」の解説が含まれる。

火災予防条例の解説（五訂版） 
東京消防庁監修（東京

法令出版） 
火災予防条例の逐条解説。

消防基本六法 平成 20 年新版 
消防法規研究会（東京

法令出版） 
消防法関連の法令集。 

クレーン等安全規則の解説（改訂 4 版）

厚生労働省労働基準

局安全衛生部安全課

編（日本クレーン協

会） 

「クレーン等安全規則」の

逐条解説。 

高圧ガス保安法規集（第 8 次改定版） 高圧ガス保安協会 

高圧ガスを製造する場合

における保安に関する法

規集。 

電気設備工事届出手続き実務 2003 年

版 
日本電設工業協会 

電気設備に係る届出の手

続きについて、書式例とと

もに、網羅的に解説。 
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用語解説 
 

B 種接地 高圧または特別高圧系統と低圧

系統との混触時において、低圧電路の対地

電圧を抑制し、感電事故、機器損傷などを

避けるために行う接地。 

 

CHP（Combined Heat and Power） 熱

電併給システム（コージェネレーション）

の別称として欧州で一般的に使われている。 

 

DER（Distributed Energy Resource） 

分散型エネルギー源のこと。 

 

MCFC（Molten Carbonate Fuel Cells） 

溶融炭酸塩形燃料電池のこと。電解質に炭

酸塩を用いた燃料電池。 

 

PAFC（Phosphoric Acid Fuel Cell） り

ん酸形燃料電池のこと。電解質にりん酸を

用いた燃料電池。 

 

PEFC（Polymer Electrolyte Fuel Cell） 

固体高分子形燃料電池のこと。電解質にイ

オン交換膜を使用した燃料電池。 

 

RES（Renewable Energy Sources） 再

生可能エネルギー源のこと。 

 

RPS（Renewable Portfolio Standard） 

発電事業者や電力小売事業者に対して、電

力販売量の一定割合を再生可能エネルギー

から供給することを義務付ける制度のこと。 

 

SOFC（Solid Oxide Fuel Cell） 固体酸

化物形燃料電池のこと。電解質にセラミッ

クスを用いた燃料電池。 

 

アンシラリーサービス 瞬時の需給バラン

スを調整することなどにより、電力の品質

（周波数や電圧）を一定に保つサービスの

こと。現状では電力会社のみが提供し、必

要費用（アンシラリーサービスコスト）を、

系統連系形自家発設置者および託送利用者

に対して課している。 

 

逆相電流 三相電流を対称座標法で表した

成分の一つであり、相回転の方向が通常運

転時の方向と逆の成分のこと。逆相電流が

発生すると、回転型発電機の出力低下や損

傷に至る可能性がある。 

 

高調波 商用周波数の整数倍の周波数のこ

と。整流器、静止形周波数変換装置などを

原因として発生し、回転機の過熱、コンデ

ンサの焼損などの障害を及ぼす。マイクロ

グリッドの自立運転時のような小規模系統

においては、系統内に高調波発生負荷の割

合が大きい場合、商用系統に比べ大きな高

調波電圧が発生する恐れがある。 

 

自営電力線 電力会社以外の者による電力

供給のために敷設された専用の電力線のこ

と。 

 

自己資本利益率 株主の視点から収益性を

表す指標であり、「純利益／自己資本×

100％」で定義される。 
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自然変動電源 太陽光発電や風力発電など、

気象条件によって発電出力が変動する電源

のこと。出力が不安定であり、導入の拡大

とともに電力系統へ影響を及ぼす可能性が

あることから、自然変動電源の出力変動対

策が課題となっている。 

 

始動電流 負荷の起動時に流れる過渡的な

電流のこと。始動電流対策が施されていな

いかご形誘導電動機の場合、定格の 5～8

倍の始動電流が流れる。マイクログリッド

の自立運転時のような小規模系統において

は、大容量負荷の始動電流により、周波数

や電圧などの瞬時変動を引き起こす恐れが

ある。 

 

正味現在価値 多期間に渡り発生するフリ

ーキャッシュフローを、割引率を乗じて現

時 点 で の 価 値 へ と 換 算 す る DCF

（Discounted Cash Flow）法に基づき、

正味の価値を算出したもの。 

 

自立運転 商用電力系統との連系を意図的

に解除した状態で、分散型電源が自構内も

しくはマイクログリッド内の負荷のみに電

力を供給している状態のこと。 

 

需給制御システム 電力需要や自然変動電

源出力の変化に追従して電力供給を制御す

るシステムのこと。各種制約条件の下、コ

スト 小化、環境負荷 小化などを目的と

して制御を行う。 

 

設備利用率 設備の運転状況を表す指標の

一つであり、「評価期間中発電電力量／（設

備容量×評価期間）×100％」で定義され

る。ミドル・ピーク電源の場合、需給調整

のために部分負荷領域での運転が多いため、

設備利用率は低くなる。 

 

単独運転 事故などにより商用系統から解

列されている線路において、本来停電すべ

きにも関わらず、分散型電源やマイクログ

リッドの運転により通電が継続されている

状態のこと。保安上の問題や配電線の再閉

路支障を生じる恐れがあるため、速やかに

系統から解列する必要がある。 

 

電圧歪み 電圧に高調波成分が含まれ、電

圧波形が正弦波から歪むこと。 

 

電圧不平衡 三相回路において、相間の電

圧が平衡しない状態のこと。電圧不平衡が

生じると逆相電流を発生し、回転型発電機

の出力低下や損傷に至る可能性がある。マ

イクログリッドの自立運転時のような小規

模系統においては、負荷の設置相や使用の

偏りから不平衡が発生しやすい。 

 

電圧フリッカ 電圧のちらつきのこと。蛍

光灯や水銀等などの放電灯のちらつきなど

の障害を及ぼす。マイクログリッドの自立

運転時のような小規模系統においては、大

容量負荷の起動時などに、電圧フリッカが

発生する恐れがある。 

 

電力貯蔵装置 電力を貯蔵する装置。二次

電池、電気二重層コンデンサ、フライホイ

ール、超電導磁気エネルギー貯蔵など。マ

イクログリッドの場合、電力品質の目標レ

ベルに応じて電力貯蔵装置が必要となる。 
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投下資本利益率 資本の視点から収益性を

表す指標の一つであり、「税引き後利益／

投下資本」で定義される。 

 

内部収益率 多期間にわたる費用と収益の

現在価値を同額とする割引率のこと。 

 

二次電池 充電と放電を繰り返し行うこと

が可能な電池のこと。鉛蓄電池や NaS 電池

が代表的である。 

 

費用便益比 事業の効果を金銭に置き換え

て妥当性を評価する指標であり、「総便益

／総費用」で定義される。 

 

負荷率 負荷のピーク度合いを表す指標の

一つであり、「評価期間中電力需要量／（

大電力需要×評価期間）×100％」で定義

される。 

 

プラグインハイブリッド自動車 電気モー

ドもしくはハイブリッドモードで走行でき、

電源コンセントから充電が行えるハイブリ

ッド自動車のこと。 

 

ブラックアウトスタート 停電状態におい

て発電機を起動させ、マイクログリッドの

系統を充電し、負荷への電力供給を確立さ

せること。 

 

分散型電源 既存電力系統を構成する大規

模集中型電源に対して、太陽光発電や風力

発電など、需要地もしくはその近傍に分散

して設置される比較的小規模な電源のこと。 

 

ベース電源 出力一定で連続して運転する

電源のこと。一般的に発電コストが低い。 

マイクログリッド ある一定の需要地内で

複数の自然変動電源や制御可能電源を組み

合わせて制御し、電力・熱の安定供給を可

能とする小規模な供給網のことであるが、

現状では厳密な定義は存在しない。 

 

ミドル・ピーク電源 需給バランスを維持

するため、出力調整や起動停止を行う電源

のこと。一般的にベース電源と比較して、

出力変化速度や起動停止特性の面で優れる。 

 

無効電力 負荷と電源との間を往復するだ

けで消費されない電力のこと。交流回路で

は、電圧を維持するため、無効電力の調整

が必要となる。 

 

メタン発酵 汚泥やごみなどの有機物を

種々の微生物の作用によりメタンへと変換

する技術のこと。 

 

予備力 需要変動や自然変動電源の出力変

動、発電機の計画外停止など、予測し得な

い事態が発生しても電力供給を維持するこ

とを目的として保有しておく供給力のこと。 

 

リアルオプション法 金融におけるオプシ

ョン価値に適用する理論を利用した事業価

値の評価法であり、不確実性を明確に反映

することが可能である。 

 

連系点 システム内外の境界点のこと。マ

イクログリッドでは、需給バランスを維持

することを目的とする場合、ここの有効電

力（連系点潮流）を計画値どおりに維持す

ることが目標の一つとなる。 


