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1. 事業概要及び目的と内容事業概要 

1.1 事業概要 

項目 調査手法の概要 調査結果

アンケート・ヒアリ
ング調査

・　発電機メーカーと電気設計業
者を対象に、追加設備の構成
や留意事項についてアンケー
ト調査を実施し、回答のあった
１３社からの回答内容を取りま
とめた。
　また、上記アンケートに回答
のあった発電機メーカーと電気
設計業者等を対象に、アン
ケート結果を補足するためにヒ
アリング調査を行い、アンケー
ト調査と併せて結果を取りまと
めた。

・

・

・

・

・

・

・

調査の前提として想定した、追加のシステム構成（起動用の非常用発
電機、既設受電設備の改造、余剰電力の消費装置、蓄電池、配線）に
加え、系統との切替設備を増設することででブラックアウト時の運転は技
術的には可能である。
起動用の非常用発電機はトラクター等のバッテリーで代用することによ
り、初期費用を抑えることが可能な場合がある。
切替設備は、手動式と自動式が想定されるが、経済面から手動式が現
実的（自動式の場合は、２～３倍の費用がかかる）。
電力供給先となる需要家側の需要量の規模や需要変動に留意が必要
であり、既設のバイオガス発電機器は 大出力の60%程度まで出力調
整が可能である。

（留意点）
自営線の設置・管理に際して電気事業法上の制約に留意が必要（自営
線の維持には専任の電気主任技術者が必要）。
蓄電池は、起動用電源として、また、需給バランスを調整するために有
用だが、設置する場合は、初期費用が高額であることに留意が必要であ
る。
FIT制度以前は停電時も自家消費ができるシステムだったが、全量売電
するシステムになったため現在は自家消費できない設計になっている。

基本設計及び概算
工事費の算出

・上記までの調査結果を踏ま
え、３者の既設バイオマス発
電施設において、近隣の電力
需要先への電力供給に係る設
計条件の確認を行い、システ
ム構築に必要となる設備の基
本設計を行い、図面の作成及
び概算工事費の算出を行っ
た。

・ヒアリング調査結果を踏まえ、追加となるシステム構成は、①発電側、
需要家側の両方に、電力会社の系統との切り替えを手動で行う高圧電
源切替設備の設置、②発電側と需要家間の自営線の敷設、③発電機
が自立運転できるよう制御装置の改造、として基本設計を行った。
それぞれの概算工事費は５千万円～９千万円程度（既存プラントの10～
20％程度）であった。（内訳 切替設備及び既設装置の改造：３千万円
程度（３者同額）、自営線（１㎞当たり13百万円程度）。
（留意点）
前提として、予め既設の非常時起動用電源が存在するものとしており、
発電機及び蓄電池は含んでいないため、追加的に必要となる可能性が
ある。

技術面

・

経済面

・

・

制度面

・

・

委託事業の概要
「大規模停電等緊急時対応型バイオマス発電システム検討委託事業」において、災害等による大規模停電（ブ
ラックアウト）発生時においても活用可能なバイオマス発電による電力供給システムの構築のために、既設施設
に追加的に必要となる設備、並びにこれに係る経費や課題について、アンケート調査、ヒアリング調査を行った。
調査手法や結果の概要は以下のとおり。

発電側での出力調整とともに、需要側での調整や調整用の機器の設置の検討を行うことが重要であり、実
現に当たっては、発電側と需要側の電力バランス調整可能な事業者の関与が必要である。

災害はいつ発生するか分からないため定量的に経済性を評価することは困難だが、ブラックアウトの経験を
踏まえ、関係者の本取組への期待は大きい。他方、災害時のみでなく自営線の常時活用も経済面や維持
管理面で有効であると考えられる。
自立運転型のプラントの導入に当たっては、初期費用が大きいことから、事業者へのインセンティブの付与
が必要である。

自営線の設置・運営に当たっては、電気事業法上の規制の確認や各電力会社との調整必要となるため、
電力会社や地元自治体の関与・協力が不可欠である。
このほか、災害時にも地域の再生可能エネルギー等の自立的な電源を可能とする電力供給網を構築し、
系統の配電線を活用した地域マイクログリッド的対応の検討が必要である。

実現のための
課題
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1.2 事業目的 
農山漁村における地域資源を活用した再生可能エネルギーの取組については、

農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 30 年 6 月 1 日本部決定）において、

その拡大・深化を図るとともに自立的で持続可能な分散型エネルギーシステム

を構築することとされている。 
しかしながら、平成 30 年 9 月 6 日の平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う大

規模停電（以下「ブラックアウト」という。）の際、再生可能エネルギーの固定

価格買取制度（以下「FIT 制度」という。）により全量売電を行うバイオガス発

電施設はいずれも稼働停止し、これらの施設の一般送配電事業者の系統に対す

る依存度の高さ及び分散型電源としての機能を果たしていないことが明らかと

なった。 
このことを受け、災害発生時等においても活用可能なバイオガス発電による

電力供給システムの構築のために追加的に必要となる設備及びこれらに係る経

費並びに課題等を詳細に調査し、農山漁村のバイオマスを活用した分散型エネ

ルギーシステムの構築に向けた道筋を明らかにする。 
 

1.3 事業内容 
災害発生時等におけるバイオガス発電施設からの電力供給システムの構築に

向けた課題の整理を行うとともに、電力供給システムの方向性を確定するため、

バイオガス発電施設のプラントメーカーや電気設計業者等に対するアンケート

調査及びヒアリング調査を実施した。 
その後、アンケート調査結果及びヒアリング調査結果を踏まえ、平成 30 年北

海道胆振東部地震に伴うブラックアウトが発生した地域から FIT 売電事業者

（北海道内の 3 者）を選定した上で、災害発生時等においてバイオガス発電施

設が分散型のエネルギー供給源として確実に稼働するために必要となる事項の

基本設計を行い、既設バイオガス発電施設の改修計画図面の作成及び概算工事

費の算出を行った。 
また、基本設計を行った施設（3 箇所）に導入した場合に当該施設の維持管理

等のため追加的に必要となる費用（ランニングコスト）等を算出し事業収支計画

表を作成した。 
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2. アンケートの集計・整理 
 

FIT 制度を利用して全量売電を行うバイオガス発電施設（特に出力 50kW 以

上）が、ブラックアウト発生時に近隣の需要家に対して電力を供給するために必

要な事項について、発電設備、システムに関する側面から網羅的に課題を特定し

整理するため、バイオガス発電施設の電気設計業者、プラントメーカー等（合計

21 社）に対するアンケート調査の協力依頼を行い、うち 13 社から回答を得た。 
以下の図ア及び図イは本事業を検討する際に当初想定していた電力供給シス

テム構築モデル図であり、この想定モデル図に対する考え方について、アンケー

ト調査を行った。 
今回の調査では、一般的に考えられている電気設計図面を電気設計業者から

得ることができた。以下に、得られたモデル図と今回実施したアンケートアンケ

ート用紙を示す。 
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図ア バイオガス発電施設内に既設のバイオガス発電機を活用する場合 

 
 
 
 

 
図イ バイオガス発電施設内に既設の発電機の活用は考慮せず、 

新たに小型バイオガス発電機の導入等を行う場合 
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本事業モデル作成にあたり参考にした電気設計図面を以下に示す。 

図 既設のバイオガス発電施設に付設する設備設計モデル案 
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平成 30 年度大規模停電等緊急時対応型バイオマス発電システム検討委託事業 

アンケート回答 用紙 

記入日： 2019 年  月  日   

貴社名：                                            

 

※本アンケート調査の回答内容とともに、参考となる関連資料等（カタログ、図面、実績表等）を  ご提供

いただきたくご協力をお願い致します。 

□カタログ 

□図面 

□納入実績表 

□その他関連資料（具体名                                  ） 

 

1. ＦＩＴ売電を行っているバイオガス発電施設について、緊急時に電力系統から解列して自立運転（発電

施設内での消費電力を自ら供給することにより運転を継続）しつつ、余剰電力を近隣の電力需要家先

（例：発電施設に隣接する畜舎など）に供給することを可能にするために、追加的に必要になると考えられ

る設備等や、関連する技術的課題等について、可能な範囲で具体的に教えてください。 

 

発電機メーカー様向け質問 

区分 検討内容 

発電施設 

電力供給 

システム 

技術情報の詳細 

〇想定【ア】【イ】の考え方に非現実的なことはないか。（実現不可能な要素、

非常な困難を伴うという要素の有無等） 

 

〇ブラックスタート時の自立運転継続に係る設備、導入コストの確認（起動用

電源、蓄電池） 

・想定【ア】【イ】において、ブラックスタートの起電力として非常用発電機による

電力を想定。この方法で一般的に既設発電機又は新たに整備する小型発電

機は再起動可能か。その他ブラックスタートに必要となる機器の有無。 

・発電機は平常時、単独運転や発電機の故障防止のため系統の周波数を参

照しながら稼働していると思われる。自立運転時はこの代替となる擬似的な電

力が必要か。必要な場合、擬似的な電力の発生にはどのような方法がある

か。 

 

〇電力需要の変動に応じた出力調整方法について。 

・想定【ア】の場合、電力需要に対し発電能力が大きく余剰電力の消費が必要

であり、抵抗器により熱消費することで需給バランスを取ることを想定。このよう

な考え方は適切か。 

また、発電機の出力を抑制することにより需給バランスを取ることが可能で、

抵抗器は不要となり得るものか。（貴社にて取扱のある機器の仕様に基づきご

回答をお願いします） 

 

〇発電機の出力調整の幅（下限値）について。 

（単体、大規模・複数設置の場合のコスト差、スケールメリットの確認） 

・発電機の出力を抑制することが可能な場合、その下限はどの程度か。 
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・想定【イ】において、小型発電機を複数台設置し、需要に応じ細やかな出力

調整の実施は可能か。 

・上記において、技術的な課題や自立運転時の運用に注意点等はあるか。ま

た、コストは発電機の台数に応じ比例的に増えるのか、スケールメリットが生じる

か。 

・スイッチのオンオフが頻繁に起きるような負荷変動に発電機は追従可能か。 

 

・留意事項 

・停電発生後の切替時の安全性について。 

・停電復旧後の一般給電復帰の方法、安全性について。 

 

その他 

※これまでに、上記の自立運転や近隣への電力供給について具体的に検討を

行われた経験、設置・稼働実績をお持ちでしたら、差支えない範囲でご教示頂

けますと幸いです。 

また、他社等が取り組んでいる事例の情報等をご存知でしたら、ご教示頂けま

すと幸いです。 

 

 

電気設計業者向け質問 

区分 検討内容 

発電施設 

電力供給 

システム 

技術情報の詳細 

〇想定【ア】【イ】の考え方に非現実的なことはないか。（実現不可能な要素、非

常な困難を伴うという要素の有無等） 

 

〇ブラックスタート時の自立運転継続に必要となる新規・改造設備の確認。 

・想定【ア】【イ】において、追加整備や改造が必要となる機器等には、どのような

ものがあるか。 

（自立運転用スイッチ、配電網、同期盤、需要家先への自営線、単独運転防止

装置の誤作動を防ぐための疑似系統としての発電設備等） 

 

・上記において各設備の規模、性能、価格、技術的検討事項 

 

・ブラックスタートからの自立運転継続に係る電気設備上の留意事項 

（例えば住宅用太陽光発電システムでは、災害時等のために「自立運転モード」

を備えているケースが一般的ですが※１、バイオガス発電システムにおいても自立

運転等を可能とするために必要となる設備等について、太陽光発電システムとの

比較の視点から、共通の設備や独自に必要となる設備について御教示いただけ

ますと幸いです。） 

※ １  （ 参 考 ） 太 陽 光 発 電 協 会 ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.jpea.gr.jp/topics/jiritsuunten.html 

・停電発生後の切替時の安全性について。 

・停電復旧後の一般給電復帰の方法、安全性について。 

 

その他 

※これまでに、上記の自立運転や近隣への電力供給について具体的に検討を

行われた経験、設置・稼働実績をお持ちでしたら、差支えない範囲でご教示頂け

ますと幸いです。また、他社等が取り組んでいる事例の情報等をご存知でしたら、
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ご教示頂けますと幸いです。 

 

2. 1.の取組について、下記に想定する施設で行おうとした場合、各設備に要する概算金額について教え

てください。（ご専門でない設備等であって、概算金額がご不明なものについては、省略いただいて構いま

せん。） 

 

2-1．バイオガス発電機の想定 

 ○発電機出力：100KW 

 ○主要機器：原料槽、発酵槽、消化液貯留槽（いずれも撹拌機含む）、発電機、脱硫設備 

 ○近隣需要家：発電機から 50 メートル先の畜舎（搾乳機器、ファン、バルククーラー） 

 

2-2. 設備概算金額 ※御社見積書様式などに記載の上、ご提出いただいても構いません。 

区分 項目名と費用の想定 

① 設備費 

（例） 

項目 費用（千円） 備考 

非常用発電機  （    ）㎾ 

変換設備（高圧→低圧）   

電力需給調整装置  バイオガス投入量の制御、または

余剰電力の消費装置 

自立運転を可能とする

ための施設内配電設備

の改修 

  

自営線（必要であれば）   

蓄電池（必要であれば）   

その他必要と考えられ

る設備等（具体名） 

  

合計   
 

② 工事費 

（例） 

項目 費用（千円） 備考 

機器設置工事   

電気工事   

その他必要と考えられ

る設備等（具体名） 

  

合計   

（注）①でご回答いただいた設備等について、設置に係る工事費用（設備費そのものは
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除く）の概算をご記載ください。 

③ ランニングコスト 

及び 

メンテナンスコスト 

（例） 

項目 費用（千円/年） 備考 

ランニングコスト   

メンテナンスコスト   

合計   
 

④ その他  

 

3．2．の工事について、現状のバイオガス発電施設の稼働を継続させながら（あるいは稼働中断等の影

響を 小限に抑えながら）行うために必要な事項や留意点について、思い当たることがありましたら教えて

ください。 

 

 

4．その他、本調査に関連する情報やお気づきの点などがありましたらご記載ください。 

※普及に向けて必要と思われる制度など 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

回答先 

一般社団法人日本有機資源協会 

嶋本・菅原・土肥 

〒１０４－００３３ 東京都中央区新川２－６－１６ 馬事畜産会館４０１ 

電話 ０３－３２９７－５６１８  FAX ０３－３２９７－５６１９ 

E-mail jora.jora.jp 
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2.1 アンケート集計結果 
 

 バイオガス発電施設の電気設計業者、プラントメーカー等からブラックアウ

ト発生時、バイオガスプラントから近隣の需要家先へ電力を供給するシステム

構築に際して、アンケートから得た回答結果を以下にとりまとめた。 
 

アンケート項目 アンケート結果 

想定のモデル図(考え

方)に非現実的なこと

はないか。(実現不可

能な要素、非常な困難

を伴うという要素の有

無等) 

【技術面】 
 バイオガス発電機は系統連系を前提に作られて

いるため、自立運転のための改造が必要とな

る。既設のディーゼル発電機との連系を行う場

合にはロードシェアリングなどの機能追加をし

ないと難しい。 
 電力需要量を事前に取り決めするなどし、これ

に発電電力量を一致させるようにすることや、

蓄電池を上手く活用して調整することも検討材

料として考えられる。 
 一般的な意見として、実現不可能な考え方では

ないと思われる。しかし、施設の再起動後の継

続的自立運転のためには、廃棄物の投入が必要

なため、災害時に供給が可能かといった問題が

考えられる。 
 既設のキュービクルに大幅な改造が必要であ

る。また、既設の発電機は自立運転できること

が前提である。 
 小型バイオガス発電機を設置した場合、新たに

FIT 制度の申請が必要となると、ガスバック・

脱硫施設等付帯設備が必要になる。 
 ガスブロワー等を停電時に起動する必要があ

る。これには、直流電源(バッテリーなど)から

インバータで交流電源を作る方法と小型のディ

ーゼル発電機で起動する方法が考えられる。 
 蓄電池設備を想定されているが、設置環境の確

保や維持管理費用の点から現実的ではないと考

える。 
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【制度面】 
 電力会社の了解が前提である。 
 自営線の維持管理に専任の電気主任技術者が必

要である。 

ブラックスタート時の

自立運転継続に係る設

備、導入コストの確認

（起動用電源、蓄電

池）。 

【技術面】 
 停電時には、初期起動の動力のみが必要となる

ため、発電機または蓄電池が必要である。 
 起動用電源の切替盤が必要である。 
 需要家側の電気系統に接続する自営線（配線）、

需要家側での受電設備が必要である。 
 バイオガス発電機側を単独運転（自立運転）可

能とするための既設設備の改造が必要である。 
 停電時に電源を供給すべき設備への電気配線工

事が必要である。 
 自立運転時供給経路への切替装置（単独運転防

止装置のバイパス）が必要である。 
 発電所内設備（ガス生産、運転管理など）への

電源切替装置が必要である。 

各設備の規模、性能、

価格、技術的検討事項

について。 

【技術面】 
 施工にあたっては高圧切替盤工事の際に、既設

設備を数日間停止しなければならない可能性も

あり、既設設備への影響も懸念される。 
【経済面】 
 発電機のみで数千万円、更には変電設備増設、

既設変電設備と新設変電設備の高圧電気工事、

発電機用建屋の新設、燃料備蓄タンクの設置な

ど、億円規模の投資が必要である。 

電力需要の変動に応じ

た出力調整方法につい

て。 

【技術面】 
 発電機に接続するバイオガス発電機は出力一定

制御を採用していると思われる。需要負荷の変

動に対応できるのはガバナ制御のディーゼル発

電機であり、需要負荷が低下した時、ディーゼ

ル発電機は無負荷運転となりバイオガス発電機

は出力制御を行うため、電圧上昇となって遮断

される。 
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 バイオガス発電機側での出力調整は可能であ

る。但し、需要家側の変動が不明な場合、負荷

抵抗等を用いる方法が必要である。 

発電機の出力調整の幅

（下限値）について。

（単体、大規模、複数

設置の場合のコスト

差、スケールメリット

の確認） 

【経済面】 
 常用で小型バイオガス発電機を沢山並べること

は、発電効率の悪さ、維持管理費用の増大など

常用運転での負担が大きく勧められない。 
 コストは発電機の台数に応じて概ね比例的増加

する。また、小型バイオガス発電機を複数台運

転する場合、大型バイオガス発電機を 1 台運転

するのに比べてガス消費量は増加する。 

各設備に要する概算金

額について。バイオガ

ス発電機の想定  
・発電機出力：100kW 
・主要機器：原料槽、

発酵槽、消化液貯留

槽(いずれも撹拌機

含む）、発電機、脱

硫設備   
・近隣需要家先：発電

機から 50 m 先の畜

舎(搾乳機器、ファ

ン、バルククーラ

ー) 

【経済面】 
 設備費 

＊変換設備(高圧→低圧) 15,000(千円) 
＊自営線(必要であれば) 25,000(千円/km) 

＊非常用発電機 5～7,000(千円) 
(100kW×1 台または 50kW × 2 台) 

 工事費 
＊電気工事 8,000(千円) 

 ランニングコスト及びメンテナンスコスト 
＊メンテナンスコスト 1,000(千円/年) 
(月 1 回オイル交換と定期的な部品交換費用) 

留意事項 
・停電発生後の切替時 

の安全性について。 
・停電復旧後の一般給

電復帰の方法、安全

性について。 

【技術面】 
 無負荷運転が可能なバイオガス発電機であれ

ば、出力抑制はいくらでも可能であるが、不可

能なバイオガス発電機であれば、機械損失分を

考慮する必要がある。また、台数の増加に伴い

制御が複雑となるので、電力供給リスクは逆に

高くなると思われる。 
 バイオガス発電機の自立運転時、系統の分離を

確実にする。また系統の復電後、バイオガス発

電機が自立運転の状態で誤って接続されること

がないように、構内系統の無電圧を確認した上
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で、遮断器が投入されるようにする必要があ

る。 
 自家消費に加えて近隣の電力需要家先への電力

供給を考えた場合、一定の電力品質を確保する

べきであり、それに必要となる各保護装置など

を設けるべきである。 
 力率改善用コンデンサ、静止形無効電力補償装

置(SVC)などの調相設備が必要である。 
 一般論としては「自立運転」を有することも可

能かもしれないが、主として人が介在しなけれ

ばならないと考える。 
 自立運転で単独電力供給であれば（他電圧がな

ければ）、基準電圧や周波数の参照、調整は不要

と思われる。 
 電気主任技術者による手動切り替え、復帰が必

要と思われる。ガス供給設備、安全(警報検知)

装置が必要である。 
【制度面】 
 高圧電気の切り替えを行うような場合には、電

気主任技術者が必要である。 
 公衆保安面を十分に考慮することが必要であ

り、訓練を受けた専門家による運用体制及び保

守体制が必要である。一般送配電事業者との責

任分界の切り分け、事前の入念な取り決めなど

停電復旧時には柔軟性のある対応が必要であ

る。 

現状のバイオガス発電

施設の稼働を継続させ

ながら（あるいは稼働

中断等の影響を 小限

に抑えながら）行うた

めに必要な事項や留意

点について。 

【技術面】 
 既設電気設備の変更（改造）を 小限にするほ

うが、安全性、経済性を考えた場合により良い

と思われる。 
 改造する場合は、どうしても稼働を止めて電気

工事を行う必要があると思うが、改造が少なけ

ればその分、工期も短くなり、売電事業に与え

るインパクトも少なくなると思われる。 
 稼働中断について、 

①発生バイオガスの貯留。 
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②発酵槽、貯留槽など撹拌機等が停止した際の 

沈降物堆積。（1 日程度であれば問題ないと思わ

れる。） 
③冬季の場合は凍結防止対策について、留意が

必要である。 
 高圧切替盤の工事を行う際には既設商用電力系

統を一旦止めて工事を進めなければならないタ

イミングがあるので、バイオガス発電設備に影

響を及ぼさないようにする対応が必要と考え

る。 
 物理的な接続時等を同時実施し、停電時間や停

止時間を少なくすることが考えられる。また、

燃料や電力のバイパスを考慮した施設設計に留

意する必要がある。 
 特定需要家、所内必要設備への給電切り替え設

備の準備、設置場所の確保が必要である。 

その他、本調査に関連

する情報について。 
※普及に向けて必要と

思われる制度など。 

【制度面】 
 イニシャルコストの補助制度とともに、これら

の設備維持におけるランニングコストの補助制

度などの創設が必要である。 
 システム導入拡大のためには、新設時はもちろ

ん、既設の設備の改造時にも助成制度、補助制

度等の経済的なインセンティブが必須である。 
 申請から許可取得までの期間短縮が必要であ

る。 
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3. ヒアリング調査結果の整理 
 

本事業の成果を高めるため、アンケートに回答いただいた電気設計業者、プラ

ントメーカー等に、アンケート回答内容を補足する目的でヒアリング調査を実

施し、その際得たヒアリング調査結果を以下にとりまとめた。 

 

項目 ヒアリング先の回答 

技術面  バイオガス発電機が自立機である必要がある。 
 バイオガス発電機とキュービクルの間に切替装置を設置す

ると、現行のシステムでも停電時にバイオガスプラントの電

力が使用できる。 
 RPS 法時代の停電時には、自家消費に切り替えることができ

た。しかし、電力の需要と供給のバランスが乱れたことによ

り、発電量が安定しなかった。このため、周波数を一定に保

つためのシステムの導入が必要である。 
 供給する電力量は、発電機仕様書では 50％まで出力調整が可

能とあるが、発電機定格発電量の約 60％まで出力調整が可能

である。 
 設備導入を行う場合、キュービクルの改造、気中開閉器の設

置が必要である。 
 高圧であるためキュービクルに真空遮断器を取り付ける。 
 本事業モデルのガスエンジン、発電機には、それぞれバッテ

リーが備え付けてある。190kW の発電機のエンジンを始動

するには、セルモーターの起動用電源として、24V-4kW のバ

ッテリーが必要である。 
バイオガスエンジンに備え付けのセルモーター起動用のバ

ッテリーは、系統の電力とは無関係の電源である。このため、

停電時もバッテリーに充電されている電力でセルモーター

を駆動することが可能である。ただし、寿命等によりバッテ

リーが使用不可能な場合は、作業用車輌、トラクターのバッ

テリー、蓄電池、発電機等の他の起動用電源を必要とする。 
 制御電源として交流電源を使用しているバイオガス発電機

もあり、作業車輌、トラクターのバッテリー、蓄電池、発電

機等の直流の起動用電源を使用する際には、逆変換装置が必

要となる。 
 増設工事による切替機等が入るスペースがない場合は、新規
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または取り換え工事が必要になる。 
 既設のバイオガス発電機を改造する必要がある。 
 機械的な遮断を行うための自動切替装置が必要である。ま

た、一定の条件が整わないと他の動作ができないようにする

ための安全機構(インターロック)を組む必要がある。その

他、商用電力系統(電力会社からの系統)から切り離す必要が

ある。 
 停電解消後、通常連系に戻す場合は自動接続にはできない。

特に高圧の場合、商用電力系統との連系に戻すときには、電

気主任技術者が行う必要がある。 
 周波数の調整(発電機側と需要家側の電力のバランス調整)

が必要である。 
 電線の強度計算は 低限の数値で計算されているため、既設

の電柱に電線の共架をすることは困難である。 
 バイオガスプラントにある既存の自家用発電機を利用する

ことで、非常用発電機、小型バイオガス発電機、蓄電池を新

たに付設する必要がなくなる。 
 190kW の発電機を 60％で稼働させると 115kW の発電が可

能である。また、150kW の発電機を 60％で稼働させると

90kW、100kW の発電機 60％で稼働させると 63kW それぞ

れ発電が可能である。 
 本事業モデル案は、設備導入の設置に伴い既設の発電機に改

造を行っている。 

経済面  自営線の価格は仕様、建設地による変化はないが、高圧線、

低圧線により価格変動が起こる。 
 長距離送電は電力損失が起こり、建設費が高くなる傾向があ

る。 
 維持、メンテナンスにコストがかかる。 
 自営線はコスト面で課題がある。 
 費用対効果の検討が必要である。 
 既設の電柱を使用し電線だけを新設することができれば、コ

スト低減が図れる。 
 常用で利用することができれば事業収支が改善できる。ま

た、自営線やその他施設の維持管理の面からも常用できるこ

とが望ましい。 
 発電機側と需要家側には、手動式もしくは自動式の切替装置
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が必要である。自動式は手動式よりも 2～3 倍費用が高くな

る。 
 本事業モデルのメンテナンスは、災害等が起こらない限り、

気中開閉器を一般的に交換時期として推奨されている 10 年

後に交換することでシステムを維持することができる。 
 設備を改造・増設したことにより、電気主任技術者による年

間 4 回の定期点検と年間 1 回の総点検費用がプラント点検費

とは別に必要なため、年間 20 万円程度の維持管理費を要す

る。また、10 年毎に気中開閉器の交換が必要となるため、発

電機から需要家側の距離によるが、今回のモデルであれば、

約 100～150 万円程度の部品交換費が追加費用として必要で

ある。 

制度面  系統連系規定を踏まえる必要がある。系統側の電力が切断さ

れた時、発電を停止することが大原則である。 
 公共施設への託送は同一敷地が大原則である。隣接地であれ

ば可能ではないか。 
 個人では資金面での負担が大きく整備が困難であり、国、道、

市などで予算化して対応し、自営線を整備する必要がある。 
 停電後は、電気主任技術者の対応による再接続を行う必要が

ある。 
 本事業の成立には、系統連系規定に従い電力会社の了解を得

る必要がある。 
 複数の自治体とバイオガスプラントが連系できるような広

域的なモデルの検討が必要である。 
 本事業モデルに対しても、FIT 制度の適用や補助制度の活用

が望ましい。 
 電気設備技術基準、配電規定の確認が必要である。また FIT

制度との関係を整理する必要がある。 
 全国 9箇所に設置された経済産業省の地方支分部局の一つで

ある産業保安監督部に確認する必要がある。 
 託送供給等約款、電気事業法は、非常時対応に対する現行上

の規制はない。 
 FIT 制度上の特例か非特例か確認する場合がある。 
 電気事業法上の規制確認が必要である。 
 プラント敷地以外に敷設、供給する場合、法律的に特定供給

となる。 
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 停電時に自営線で繋ぎこむ場合は使用可能である。電力会社

の送電系統から引き離されている場合、特定制約はない。 

その他  役所、病院や避難所に電気が供給されることに価値がある。 
 RPS 法当時は、発電した電気を自家消費した後に、余剰分電

力を販売するシステムであったため、停電が起きても場内で

電力の自家消費ができた。しかし、FIT 制度導入後は発電電

力を全量販売し、使用分電力を購入しているため、停電時に

バイオガスプラントで生産した電力をシステム上使用でき

ない。 
 モデル事業案を検討する上でバイオガスプラントの 1年間を

通した電力使用量の変化と需要家側の電力使用量の変化の

数値を把握することが重要である。 
 停電の際、インフラが機能しないケースがあるため、バイオ

ガスプラントからの地域への電力供給は、重要なライフライ

ンとなりうる。 
 新規事業施設にも同様の検討が必要である。 
 非常用システムとしてだけではなく、常用システムにもなる

と良い。 
 非常時には系統を切り離し、バイオガス発電機を自力で立ち

上げ、切替装置で切り替え、気中開閉器を取り付ける必要が

ある。 
 自社プラントで切替装置の導入を検討している。 
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4. アンケート調査、ヒアリング調査結果のまとめ 

 

調査の前提としては、システム構成として、起動用の非常用発電機、既設受電

設備の改造、余剰電力の消費装置、需給調整のための蓄電池及び発電側と需要家

側の間の配線を想定していた。今回の調査によって、電力系統との切替装置を増

設することで、ブラックアウト時に発電施設を運転し、電力需要家先へ供給する

ことが技術的に可能であることが明らかになった。 
このことは、FIT 制度以前から発電しているバイオガス施設において、全量売

電開始以前は自家消費を行っていたことからも、技術的な確実性は高いことが

うかがえる。 

 
今回モデルとして選定した北海道内のバイオガス発電施設（後述）においては、

起動用のバッテリーが備え付けられている。このバッテリーが寿命等により使

用不可能な場合は、今回聞き取りをした施設においては作業用車両やトラクタ

ー等のバッテリーを起動用電源として利用することが可能であることが明らか

となった。このことから、起動用の非常用発電機や蓄電池は必ずしも必要ではな

いことが分かった。また、蓄電池設備は、設備環境の確保や維持管理費用の面か

ら現実的ではないとの意見があった。 

 
非常時運転に必要となる、電力系統との切替装置には、自動式と手動式の両方

が考えられる。手動式設備に比べて自動式設備の設置に要する費用は、2～3 倍

高額となることが分かった。 

 
非常時運転に当たっては、発電側と電力供給先の需給調整が必要である。発電

側での調整方法としては、 大出力の 60％まで出力を小さくして調整すること

が可能であることが分かった。 

 
後述するシステム構築モデルは、以上の結果を踏まえたものとする。 

 
本調査に対する関係者の関心は大きく、また、今後切替装置の導入を検討して

いるプラントメーカーもあったことから、本取組への期待の大きさがうかがえ

る。 

 
また、調査から得られた結果から以下の点が留意点として挙げられる。 
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【技術面】 
発電側と需要側の需給バランスの調整のため、蓄電池を設置することが有効

な手段として考えられるが、設置においては費用が高額であるため、留意が必要

である。 

 
【経済面】 
いつ発生するかわからない災害時対応のみとしての設備への投資は費用面で

の負担が大きいため、平常時災害時に関係なく、常に活用できる設備であること

が望ましい。そのため、災害時においても既存の電線を活用できる仕組みが望ま

しい。 

 
【制度面】 
同一敷地外への電力供給は、一般的には自営線の設置・管理に際して電気事業

法の制約がかかり、経済産業大臣の特定送配電事業者の届出が必要となる。また、

自立運転と系統電力との切り替えの操作は電気主任技術者が行う必要がある。

その他、関係法令（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法）や電力会社との調整が必要である。 

 
なお、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・

ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員

会における中間整理（第 2 次）（2019 年１月）においては、敷地外又は需要地か

ら一定の距離を置いた場所（オフサイト）から再エネ電源を自営線で引き込むこ

とについて、以下の通り記載している。 

 
（中間整理（第 2 次））＜抜粋＞ 

・オフサイト（※敷地外から）の非ＦＩＴ再エネ電源を自営線で引き込むことは、電気事業

法（昭和 39 年）上問題がないこと。また、先行事例も国内外含め、多数存在すること。 

・実態として、接続やバックアップに係る協議等で現場レベルの調整が難航する事例も存

在すること。 

 
ただし、上記については、非常時のみではなく、通常時の使用を想定したもの

であり、通常、FIT 制度による全量売電を想定したケースではないため、今回想

定したケースには当てはまらない。 
今回の調査においては、今回想定した先行事例は確認できなかった。 
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5. 大規模停電等緊急時対応型バイオマス発電システムの検討 
 

5.1 北海道内の FIT 売電事業者(3 者)の選定と本事業モデル建設費の算出 
 

本事業では、25～27 ページに示す電力供給システム構築モデル図を作成する

にあたり、平成 30 年北海道胆振東部地震に伴うブラックアウトが発生した地域

から FIT 売電事業者（3 者）を選定し、ヒアリング調査を実施した。また、既設

のバイオガス発電施設の諸元や近隣の電力需要家先への電力供給等に係る設計

条件の確認を行い、電力供給システムの構築に必要となる設備を整理し、基本設

計を行い、概算工事費を算出した。 

 
FIT 売電事業者（3 者）は、地域性、経営規模、発電機容量の 3 点を踏まえて

選出した。モデル 1 は大規模集中型であり、バイオガス発電機の容量は 290kW
である。モデル 2 は中規模集中型であり、バイオガス発電機の容量は 170kW で

ある。モデル 3 は個別型のバイオガスプラントであり、発電機の容量は 125kW
である。 

 
25～27 ページに示す電力供給システム構築モデル図は、発電施設の既設盤（高

圧受電盤）を改造し、商用電力系統から電力が供給されなくなった時、発電機側

から電力を流し、増設した切替盤を介して、自営線を通り需要家側まで運ぶシス

テムである。増設した切替盤の中には、手動で操作する切替器を付設している。

また、自営線の出口と入口には、落雷による事故が起きた場合に被害を拡大させ

ない仕組みとして、避雷器を内蔵した気中開閉器を付設している。 

 
モデルとして構成した電力供給システムは、前項「4．アンケート調査、ヒア

リング調査結果のまとめ」で示した結果を踏まえ、以下の構成とした。 
①発電機側高圧電源切替装置 
②需要家側高圧電源切替装置 
③発電機側と需要家受電側間の自営線 
④発電機側の既設高圧受電盤の改造（単独運転可能とする改造） 
ただし、起動用電源として利用できる設備を備えていない場合や、発電側の調

整だけでは需給バランスの調整ができない場合は、5 ページに示した図ア、図イ

の設備(非常用発電機、小型バイオガス発電機、蓄電池、余剰電力の消費装置)が

必要である。 
以下に図ア、図イで想定していた非常用発電機、小型バイオガス発電機、蓄電

池、余剰電力の消費装置について、調査から得られた結果及び本事業でのモデル
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での取り扱いを①～④として示す。 

 
① 非常用発電機（発電設備の起動用） 
 本事業のモデルプラントでは、既設自家用発電機やふん尿収集車、トラクター

を起動用電源として活用することができるため、新たな起動用電源の設置を想

定しないこととした。このため本設備の設置費用は含めていない。 

 
② 小型バイオガス発電機（平常時は FIT 売電施設として使用） 
発電規模に比べて需要電力が小さい場合の発電施設側の対応として小型バイ

オガス発電機の設置を想定していたが、発電施設側で出力調整が可能であるた

め、新たな小型バイオガス発電機の設置を想定しないこととした。このため本設

備の設置費用は含めていない。 

 
③自立運転時の畜舎への電力供給のための蓄電池 
上記②と同様、発電施設側で出力調整が可能であるため、新たな小型バイオガ

ス発電機の設置を想定しないこととした。このため本設備の設置費用は含めて

いない。 
ただし、需要電力の変動への対応のため、本設備が必要となる場合も考えられ

る。 

 
④余剰電力の消費装置 
上記②と同様、発電施設側で出力調整が可能であるため、新たな小型バイオガ

ス発電機の設置を想定しないこととした。このため本設備の設置費用は含めて

いない。 
ただし、需要電力の変動への対応のため、本設備が必要となる場合も考えられ

る。 

 
上記のとおり、本事業のモデルにおけるシステム構成は、①発電機側高圧電源

切替装置、②需要側高圧電源切替装置、③発電機側と需要家受電側間の自営線、

④発電機側の既設高圧受電盤の改造（単独運転可能とする改造）、としこれらの

基本設計を行い、見積もり調査を実施した。 
結果を次項以降に示す。 
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6. 調査結果と実現に向けた課題 

 

本事業におけるアンケート調査、ヒアリング調査、FIT 売電事業者(3 者)の電

力供給システム構築モデルの調査結果等から、既設バイオガス発電プラントに

電源切替装置の増設、発電側と需要家側間の自営線の設置、発電機側の既設高圧

受電盤の改造を行うことで、ブラックアウト発生時においてもバイオガスプラ

ントの活用が技術的に可能であることが明らかとなった。 

 
今回モデルとして基本設計を行った 3 施設において、追加となるシステム構

成に係る概算工事費は 5 千万円～9 千万円程度であり、これは既存プラント造

成費用の 10～20％程度に相当する。 
なお、工事費の内訳としては、切替装置と既設盤の改造にかかる費用が 3 施

設同額の 3 千万円程度であり、これに加えて１km あたり 1 千 3 百万円程度の

自営線敷設費用が必要となる結果となった。 

 
ただし、起動用電源として利用できる設備を備えていない場合や、発電側の調

整だけでは需給バランスの調整ができない場合は、追加設備として、非常用発電

機、小型バイオガス発電機、蓄電池、余剰電力の消費装置が必要となる場合があ

る。 

 
その他、技術面、経済面、制度面からの調査結果及び実現に向けた課題を以下

にとりまとめた。 

 
○技術面 
・本事業モデルは、高圧電気の切り替え時に電気主任技術者による作業が発生

する。大規模バイオガスプラントには、専任の電気主任技術者が在籍してい

るが、新たに本事業モデルに関する業務が発生した場合、専任の電気主任技

術者にかかる負担は大きい。また、電気主任技術者が在籍していない規模の

バイオガスプラントでは、有事の際、すぐに電気主任技術者が現場にかけつ

けることができず、この様なシステムが稼働するまでに時間を要する可能性

がある。このため、平時からの体制の整備や、高圧電気の手動切り替え時に

電気主任技術者以外が作業を行っても問題が起こらない手法を検討する必

要がある。 

 
・発電側での出力調整とともに、需要側での調整や調整用の機器の設置を行う

ことが重要である。実現に向けては、プラント事業者や電力需用者のみなら
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ず、電力会社や自治体などの関係機関とも連携を図り、発電側と需要家側の

電力バランス調整が可能な体制を整備する必要がある。 

 
○経済面 
・いつ発生するかわからない災害時対応のみとしての設備への投資は費用面

での負担が大きいため、平常時災害時に関係なく、常に活用できる設備で

あることが望ましい。そのため、本事業モデルにおいては、既設バイオガ

スプラントから各電力供給先までの自営線を新設する設計となっているが、

災害時においても既存の電線を活用できる仕組みが望ましい。 

 
・バイオガスプラント事業者が施設導入する場合、費用負担の面で課題が残 

る。このため、新たに施設整備費用を補助する制度の創設が望まれる。 

 
○制度面 

 ・電気事業法や電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法上のルールをクリアした上で取り組みを進める必要がある。また、

電力会社や地元自治体等の関与・協力も不可欠である。 

 
 ・今回想定したケースについては、先行事例が存在しないため、法令上の確認

に加え、現場レベルにおいて、電力会社等の関係者との協議・調整により、

運用上の問題を１つ１つクリアしていくことが必要となる。 

 
・既設バイオガスプラント単体で検討する以外に、ある一定エリアを対象にそ

の他の再エネ発電設備と一体的にマイクログリッド的な捉え方かつ既設電

線を活用する仕組みを検討することも必要である。 

 
・一方、制度上面での障壁が小さい、例えば個別農家敷地内での非常時の需給

を可能にするなどの、小規模での取り組みも有効な手段であると考えられる。 

 

 本調査において、多くの企業や自治体を対象にアンケート調査やヒアリング

調査を行ったが、いずれの調査対象者においても、本取り組みに対する関心は高

く、本取り組みへの期待がうかがえた。 
 本調査では北海道の一部地域をモデル地域としているが、さらに他の地域で

も地域の特色を活かしたシステムを導入に向け、企業同士または企業と自治体

がディスカッションを今後さらに行うことで、この取り組みを発展させること

が期待できる。 
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本事業モデルを推進していくためにはクリアしなければならない経済面、補

助金、法律などの制度面、建設に際しての技術面など課題がある。しかし、有事

の際の非常用電源として利用できる可能性があることから、地域のバイオマス

を活用するシステム構築の実現に向けた取り組みが進められることが期待され

る。 
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用語の解説 

ページ数 用語 解説 
3 一般送配電事

業者 
一般送配電事業者は、日本の電気事業法に定めら

れた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣か

ら一般送配電事業を営む許可を受けた者をいう。

供給区域内で送電線、変電所などを維持、運用し、

これを使って他人の電気を目的地まで送り届ける

ことが主な事業である。日本全土は 10 の供給区

域に分割されており、供給区域ごとに 1 事業者が

存在する。 
5 キュービクル キュービクル式高圧受変電設備とは、発電所から

変電所を通して送られてくる 6,600V の電気を

100V や 200V に降圧する受電設備を収めた金属

製の箱のことである。 
7 ブラックスタ

ート 
電力会社の電力系統において停電が発生した場合

でも、外部電源により発電された電気を受電する

ことなく、停電解消のための発電を行うこと。 
9 バルククーラ

ー 
乳業工場へ向かう集乳車が来るまでの間、牧場で

搾乳した生乳を保存するためのタンク。生乳を投

入した 初の 1 時間以内に 10℃まで乳の温度を

下げ、次の 1 時間で 4℃まで下げるように設計さ

れている。 
9 自営線 特定規模電気事業者が電力供給のために自ら敷設

した電線。電線路。平成 11 年(1999)の改正電気

事業法による電気小売の自由化に伴い、いわゆる

大手電力会社である一般電気事業者以外の事業者

が参入できるようになった。 
11 ロードシェア

リング 
ロードシェアとは、情報システムや通信システム

の構成法の一つで、同じシステムを 2 系統用意し

て、処理を均等に振り分けて負荷を分散する方式。 
11 インバータ インバータとは、直流または交流から、周波数の

異なる交流を発生させる（逆変換する）電源回路、

またはその回路を持つ装置のことである。 
12 電気主任技術

者 
電気主任技術者とは、事業用電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、

設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安

のための責任者である。電気主任技術者の指名に

際しては、事業場の規模により、第一種、第二種

及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちか

ら選出しなければならない。 
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12 ガバナ制御 調速機とは、機械において回転などの運動の速度

を自律的に調整するしくみである。ガバナー

(Governor)ともいう。 
14 保護装置 電気機器に対する接続導線を経て入ってくる外部

からの異状状態で機器の損傷を防ぐため、または

電気機器の内部の異状状態で自体が損傷し、更に

接続導線を隆て外部の電気機器に損傷を及ぼすこ

とを防ぐため、その回路内に設けられる装置。 
14 静止形無効電

力 補 償 装 置

(SVC) 

静止型調相設備の一種。一般には降圧用変圧器、

直列リアクトル、進相コンデンサ、高電圧大容量

サイリスタ装置で構成され、サイリスタを用いた

高速制御により、負荷状態において無効電力を連

続的に変化させて、応答速度の速い無効電力補償

を行うことができる。 
16 RPS 法 RPS（Renewable Portfolio Standard）法とは、

2003 年 4 月に施行された「電気事業者による新エ

ネルギー等の利用に関する特別措置法」のこと。

この RPS 法は、電気事業者に新エネルギー等から

発電される電気を一定割合以上利用することを義

務づけ、新エネルギー等の一層の普及を図るもの

である。 
18 特定供給 一般に、電気事業を営む場合以外の電気の供給を

特定供給という。電気事業法は、需要家利益を保

護するため、電気を直接需要家に供給する場合に

は、一般電気事業または特定電気事業の許可を要

する（特定規模電気事業を除く）こととしている

が、需要家保護の必要性が弱い一定の場合には、

電気事業以外の供給を認めている。ただし、一般

電気事業者や特定電気事業者に供給義務が課せら

れている中で、供給秩序の混乱を避ける趣旨から、

特定供給を行う場合には原則として経済産業大臣

の許可を要する。 
29 マイクログリ

ッド 
既存の大規模発電所からの送電電力にほとんど依

存せずに、エネルギー供給源と消費施設をもつ小

規模なエネルギー・ネットワーク。エネルギー供

給源としては分散型電源(太陽光発電、風力発電、

バイオマス発電、コジェネレーションなど)があ

る。その間欠的なエネルギー供給特性を補い、住

宅、オフィス、学校などのエネルギー需要特性と

適合させるよう、情報通信技術を利用してネット

ワーク全体を管理運転することが特徴。 
 

 


