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１．レジリエンスを取巻く国内外の動向
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日本

2018年に発生した主な自然災害と停電被害

 6月28～7月8日 西日本豪雨（約8万戸の停電）

 9月4日 台風21号（約240万戸の停電）

 9月6日 北海道胆振東部地震（国内初のブラックアウト）

 9月30日 台風24号（約180万戸の停電）

出所：METI電力レジリエンスワーキンググループ資料をもとにNEDO作成

中長期対策（取りまとめ後に即座に検討）

防災対策
 電源への投資回収スキーム等供給力等の対応力を確保する仕組みの検討
 ブラックアウトのリスクについての定期的な確認プロセスの構築
 レジリエンスと再エネ拡大の両立に資する地域間連系線等の増強・活用拡大策

等の検討
 その際、レジリエンス強化と再エネ大量導入を両立させる費用負担方式やネット

ワーク投資の確保の在り方（託送制度改革含む）について検討
 災害に強い再エネの導入促進
 需要サイドにおけるレジリエンス対策の検討
 合理的な国民負担を踏まえた政策判断のメルクマールの検討
 火力発電設備の耐震性の確保について、国の技術基準への明確な規定化 等

電力レジリエンスワーキンググループ中間取りまとめ（抜粋）

 米国では2012年のハリケーン・サンディの被害の後、マイクログリッドは災
害時の非常用電源としての役割が期待され広まった。

 東南アジア諸国の島嶼部や、送電系統が発達していない郡部の配電系
統で、従来のディーゼル発電による電力供給から、再エネ主体のマイクロ
グリッドに転換する動きあり。

今後10年間のマイクログリッドの導入見通し

出典：Navigant Research

海外



レジリエンシー向上に向けた取り組み
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１-①．マイクログリッドによる地域/特定エリアの自立

１-②．世帯毎（単一施設）の自立

２． 系統事故からの早期復旧

３． 系統事故を想定した最適化（既存系統の最大活用）



２．NEDOの国内実証：国内のマイクログリッドの歴史
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2000 2010

愛知万博 中部臨空都市

八戸市

京丹後市

清水建設研究所

2015

東京ガスホロニック

2005

北九州 東田コジェネ

離島マイクログリッド

ニューメキシコ実証

新島実証

仙台（新電力ネットワーク実証）

NEDO実証

民間での
実装・実証

経産省/NEDO事業

半導体工場等

マイクログリッド用
EMSの発展経路



仙台マイクログリッド

 2004-2008年に仙台市の東北福祉大学構内にマイクログリッドを構築し、実証研究を実施 (マイクログリッド内
で複数の電力品質（品質クラス）の電力供給を行うことを実証)

 2008年の実証試験終了後もマイクログリッドシステムとして引き続き運用

5エネルギーセンタ敷地面積 1,085m2

PQCR（Power Quality Control Room)
・監視計測制御システム
・機能統合型高品質電力供給装置
・直流入力分電盤
・需要家内DC-DCコンバータ

太陽光パネル
50 kW

溶融炭酸塩型
燃料電池（震災時は撤去済）

直列型電圧補償装置(DVR）

ガス発動発電設備（GE）
350kW×2

BTB方式試験用電源装置

2007.04.20



東日本大震災の影響
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東日本大震災で上図の赤い印の発電所が停止した。LNG気化工場も仙
台は壊滅したが、新潟からの高圧ガス配管が機能しており、都市ガス供給
は途絶えなかった。

東日本大震災の状況（岩手県釜石市）

破壊的なダメージを受けた港LNG工場

東北電力の火力発電所・原子力発電所の状況

 震災直後、東北電力の供給エリアの大部分は停電に陥った。仙台マイクログリッドの周辺地域も東北電力から
の電力供給は停止し、およそ3日間にわたり停電状態となった。



仙台マイクログリッドと東日本大震災

7系統停電時における仙台マイクログリッドの運用

 震災直後から東北電力の電力供給が停止する中、仙台マイクログリッドは供給エリアへの電力と熱供給を継続
（供給先には介護施設（人工呼吸器を必要とする高齢者が入所）や病院などが存在）

 マイクログリッドは災害時におけるエネルギー供給システムとして非常に有用なシステムであることを立証。
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2011年3月11日 14:47 
• 3月11日14時46分の地震発生から数十秒後より東北電力の商用系統で大きな電圧変動が繰り返し発生し、次第に系統電圧が低下していき、停電

に至っている。これに伴い、仙台マイクログリッドは自立系統に切り替え。
• 仙台マイクログリッド内にあるガスエンジンは、マイクログリッドと商用系統との連系点が解列するまでの間に商用系統の異常な電圧により影響を受け続けた

ため、自己の異常運転を防止する機能のために発電停止。本システムは6.6kV 母線停電状態となった。これにより、B3クラス、Cクラスへの供給がストッ
プ。

• その後、3時間後にマイクログリッド運用者が設備に駆け付け、ガスエンジンの手動起動を試みるが、制御用ガスエンジンバッテリーが放電しきってしまってい
て、起動できなかった。結果、ガスエンジンの再起動は3月12日の12時頃となる。

• DC Supply、Aクラス、B1クラスの需要家はIPS（Integrated Power Supply）に接続されている。ガスエンジン停止後は、IPS内蔵の蓄電池と太陽
電池パネルをエネルギー源として、これらの需要家に給電が継続された。

2011年3月12日 02:06 
• 蓄電池の残容量が減少により、動作電圧を逸脱したために、保護の観点から動作を停止し、AクラスとB1クラスも停電に陥っている。一方で、DC給電は

DCコンバータの最低動作電圧がそれらインバータより若干低かったこと、負荷が少なかったことなどから、AやB1の供給が途絶えた後も給電を継続している。

2011年3月12日 おおよそ12:00 
• 現地のオペレータが、ガスエンジンの制御用電源回路に別の電源盤から供給を行うために、仮設配線工事を実施した。その後、給電設備を点検し、問題

がないことを確認した後、ガスエンジンを手動で再起動した。これに伴い、仙台マイクログリッドはガスエンジンの自立運転により、Aクラス、B1クラス、Cクラスへ
の電力供給を再開した。

2011年3月12日 おおよそ 14:00 
• B3クラスは仙台マイクログリッドの自立系統の対象外となっている。しかし、この介護施設には、人工呼吸器が必要な高齢者4人が居住しており、これ以上

の供給停止は人命に係るとの判断から、需要家である東北福祉大学は、B3クラスへの供給を要請した。
• マイクログリッドの運用者は、この依頼を受けて、バイパスルートへと給電ルートを切り替えることでB3クラスへの給電を開始した。

2011年3月14日 08:16
• 東北電力の商用系統が復電したために、再連系のために各受配電設備の点検を行い、準備を実施した上で、商用系統に再連系して通常の給電状態

に戻した。

【参考】 震災時の仙台マイクログリッドの運用
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３．NEDOの海外実証



（１）ニューメキシコ州におけるスマートグリッド実証事業：
アルバカーキ実証サイト（スマートビルディング）

 レジリエンシーマイクログリッド型ビル実証。ガスエンジン、燃料電池、PVパネル、蓄電池、冷凍機、蓄熱などで、電力と熱を自活できるマイクロ
グリッドを構築。

 停電時には、電力系統から独立して自立運転（電力・熱供給）可能なシステムで、米国で初めて民生業務用ビルのマイクログリッド化に
よる無遮断での自立運転移行を実現。

 米国で関心が高まっている災害時にも電力供給を絶やさないレジリエントなマイクログリッドの流れを先取り。カウンターパートのサンディア国立
研究所を通して、後の米国のスパイダープロジェクト（軍事施設のマイクログリッド化）などのプロジェクトに影響を与えた。

10

１-①マイクログリッドによる地域/特定エリアの自立



アルバカーキ実証サイト（スマートビルディング）

11

売電 電池 太陽光 ガスエンジン 燃料電池 負荷

連系運転時 独立運転時



（２）カナダにおけるPV＋蓄電ハイブリッドシステムを活用した実証*

 オンタリオ州オシャワ市において、蓄電池付太陽光インバータを住宅30戸に導入し、平常時の系統安定化及び停電時の非常
用電源としての機能を実証。

 オシャワ市では、年間通じて204回の停電が発生（2013年実績）。アイスストームと呼ばれる過冷却雨氷により、倒木が
電線を切断するなどの冬季に被害が発生する場合の影響は深刻。

 実証期間中も116回の停電を記録。全てのサイト（30戸）で停電を経験し、停電時には全てのサイトにおいて実証シス
テムの自立運転が機能。
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*事業名称：電力不安定地域における太陽光発電装置用蓄電インバータの優位性についての実証事業（カナダ オンタリオ州オシャワ市）

実証システム構成図
（蓄電池、インバータは宅内設置）

蓄電池

インバータ

太陽光パネル

リモコン

停電時間 2016年度 2017年度 計

15分以下 25回 16回 41回

15分-60分未満 20回 5回 25回

1-3時間未満 14回 15回 29回

3時間以上 17回 4回 21回

総計 76回 40回 116回

1サイトでの最多発生回数 8回 6回

自立運転作動

停電なし

点検停止中

停電発生エリア

事故発生場所

2016年11月14日、停電発生時の
実証システム・自立運転の作動状況

実証期間中の実証サイトの停電実績

 2016年11月14日、オシャワ電力管内変電所にお
ける変圧器焼損によりオシャワ市北部で停電発生。

 停電エリアにある14サイトで、3時間以上にわたっ
て自立運転が作動し、停電中の電力供給を実施。

停電の実例

１-②世帯毎の自立
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実証項目 概要

系統事故からの早期復
旧

配電系統で停電を伴う事故が発生した際に、事故区
間の正確な特定、事故区間を系統から切り離し、事故
区間以外の健全停電区間の系統切替を自動で実行
停電からの復旧時間を1/2に短縮（目標）

瞬時電圧低下対策

エリア内に設置した蓄電池を活用し、降雪や落雷などの
自然災害を起因として発生する瞬時電圧低下（瞬
低）に対して、需要家（工場）の重要負荷設備を瞬
低から保護

アイランディング
（系統切り離し単独運転 ）

系統事故などで系統から電力供給が途絶えた非常時
（停電時）に、病院・警察などの重要施設を含むエリ
アを系統から切り離し、蓄電池から電力を供給すること
により、長時間停電を回避

（３）スロベニア共和国におけるスマートコミュニティ実証事業

 スロベニア共和国において、①系統事故からの早期復旧、②瞬時電圧低下対策による工場の電力品質の確保、および③
系統事故時の重要施設の自立運転による停電回避（アイランディング）等を実現する「クラウド型統合配電管理システム
（DMS）」及び「クラウド型エネルギー管理システム（AEMS）」実証を実施。

 2018年から実証運転を一部開始。

２．系統事故からの早期復旧



1. 再生可能エネルギーの拡大と火力発電の減少
⇒調整力・予備力確保の為に、分散型エネルギー資源の活用促進

2. EU25ヶ国での瞬時電圧低下（落雷や降雪等により瞬間的に電圧が低下する現象）など
の電力品質を起因とした被害額は年間1500億€（約20兆円）以上。被害のうち90%
は、工場等の産業系需要家
⇒経済的な瞬低対策の潜在ニーズ

3. 2014年に氷結を起因とする大規模停電がスロベニア全土で発生
⇒停電時間の短縮、大停電に備え重要設備の保護などの対応策が必要
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出所：CEER Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and Gas 
Supply (2018)よりNEDO作成 14

スロベニア実証の背景

スロベニアにおけるSAIDI（停電時間）の推移分



（４）ポーランド共和国におけるスマートグリッド実証事業

 ポーランド共和国において、風力発電導入の最大化を目指し、送電線事故時の過負荷対策として、日本独自の系統安定
化システム（オンライン事前演算型SPS：Special Protection Scheme）及び蓄電システムを実証。

 2019年秋から実証運転予定

15

 ポーランドでは、風力発電が5.8GW(2018年）から9.8GW
（2021年）に急増する見通し。今後の風力発電導入に対
し、送電線の容量不足（送電線の設備増強・更新が必要）

 風力導入に適したエリア（北部）と負荷エリア（南部）の距離
があり、送電線事故時に過負荷問題が発生

風力導入拡大による送電線の課題

風力導入に
適したエリア
（北部）

負荷エリア
（南部）

Source：PSE

 送電線は老朽化
 系統が複雑かつ南北に

距離がある

ポーランドの送電線

３．系統事故を想定した最適化
（既存系統の最大活用）

Power Flow

1st generator shedding

Pre-set value

2nd generator shedding

Pre-set value

:On-line RAS calculation

3rd generator shedding

Pre-set value

4th generator shedding

Pre-set value

:Off-line RAS calculation

Time
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従来手法

オンラインSPSシステム

SPSは分単位で制御量を決めているので、事故時
にも必要最小限の最適な制御量を求められる。

SPSによる風力出力抑制量の最適化

事故時の抑制必要量
試算結果の比較



SPSによる送電線容量の最大利用

 電力系統からのオンライン情報を基に、分単位で系統事故発生時の系統状態および系統安定化制御策（風力発電所の
出力抑制や蓄電システムの充電などの最適制御）をシミュレーション。

 実際の事故発生時には、シミュレーションの結果に従い系統安定化制御を自動で実施し、送電線の過負荷を防止（日本版
コネクト&マネージの先取り実証）。

 従来手法では、季節単位、年単位で系統運用者が再エネ出力変動の最過酷状況を想定して系統運用。送電網にはある
程度のマージンが必要で再エネ接続可能量に影響。（FSのシュミュレーションでは連系可能量が最大1.8倍増加）

16
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1-2. 実証事業の目的 

SPS (Special Protection Scheme) 

BESS (Battery Energy Storage System) 
による課題解決 

＜SPSによる過負荷解消のイメージ＞ 

平常時 
課題 

系統の不安定化 

需給バランス予備力の不足 
事故時 
課題 

送電線の過負荷 

 （配電系統への潮流回りこみ） 

目的 



5．まとめ
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 レジリエンス向上に向けて、NEDOは2000年代前半からこれまで国内外で複数のマイクログリッド及び
電力システムに関する実証事業を実施。引き続き、我が国技術による世界が抱えるエネルギー問題の解
決に向けた取り組みを推進。

 昨今の再生可能エネルギーや蓄電池などの急激なコスト低下に伴い、マイクログリッドの導入と、それに
よって得られる経済性は高まりつつある。他方、マイクログリッドが実証段階から商業段階に移行するため
には、機器ごとのコストダウンに加えて、システム全体としてのコスト削減対策が必要。

 システム全体としてのコスト削減に向けて、マイクログリッドをモジュール式にして量産可能なソリューションと
して提供する必要あり。そのためには、標準化（要素機器・多種システム間のインターフェースの標準
化）と相互運用性（インターオペラビリティ）が重要。

 また、システムの需要者となる地方公共団体等においても、どのようなライフラインの維持を行っていくかを
考えることも求められるようになる。レジリエンスの高め方は一様ではなく、様々な対応レベルがあり、こうし
た考え方についてIEC等により標準化によって整理する取り組みが進められている。
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 東日本大震災直後の仙台マイクログリッド運用経験
 米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証
 スペイン・マラガにおけるスマートコミュニティ実証
 ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証
事業

 フランス・リヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ実証事業
 英国・マンチェスターにおけるスマートコミュニティ実証事業

http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100058.html
または「NEDO ケーススタディ」で検索

国内外で実施したスマートコミュニティ実証の具体的事例や今後のスマートコミュニティに活かす
べき示唆を、ケーススタディとして整理して公開しています。

【参考】 スマートコミュニティ実証のケーススタディ

http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100058.html
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http://www.nedo.go.jp/library/nedo_channel.html

2018年6月12日公開（スマートコミュニティ事業の紹介）

【参考】 スマートコミュニティ実証のプロジェクト紹介ビデオ



ご清聴ありがとうございました


