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　バイオガスを原料とする水素製造技術の実証実験を北海道東部の別海町において実施してきた。本
研究はその実験結果を示すとともに、その成果を基礎に近年分散型電源利用システムとして注目され
ているマイクログリッドの酪農村地域への適用について検討した。
　プラント実験データをもとに試算した乳牛2,000頭規模のプラントから供給可能な水素量は
1,560N㎥ /day となった。この水素を用いた燃料電池発電と乳牛1,000頭規模のプラントにおけるバイ
オガス発電を分散型電源とするマイクログリッドモデルを策定した。一般にマイクログリッドでは分
散型電源の商用電力系統への影響を回避するため、マイクログリッド内に供給される商用電力は一定
となるように制御される。燃料電池発電とバイオガス発電の発電特性を考慮してそれぞれの発電量を
適切に制御することで、マイクログリッド内に供給する商用電力をほぼ一定にできることを示唆した。
また、このとき本マイクログリッドモデル導入後の温室効果ガス排出量は導入前の約1/3となること
が試算された。
《キーワード：バイオガス；水素エネルギー；燃料電池；分散型電源；マイクログリッド》

　A demonstration experiment of hydrogen production technology using biogas as the basic 
ingredient has been conducted in Betsukai Town in eastern Hokkaido. This paper presents the 
results of the experiment and discusses the application of the micro-grid, which is recently 
attracting attention as a distributed power-supply system based on the above technology, to dairy 
farming communities.
　Based on the plant experiment data, the amount of hydrogen that can be supplied by a plant 
with 2,000 milk cows was estimated to be 1,560 N㎥/day.  A micro-grid model was developed using 
this hydrogen-based fuel-cell generation and biogas generation at a plant with 1,000 milk cows as 
distributed-power sources.  The amount of commercial power supplied to the micro-grid is usually 
controlled at a certain level to avoid the infl uence of distributed-power sources on the commercial 
power system.  This study suggested the possibility of maintaining the amount of commercial 
power supplied to the micro-grid at an almost constant level by appropriately controlling the 
amounts of fuel-cell and biogas power taking their respective power generation characteristics into 
account.  It was also estimated that the greenhouse gas discharge would decrease to approximately 
one third by introducing this micro-grid model.
《Keywords：biogas; hydrogen energy; fuel cell; distributed power generation; micro-grid》
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　バイオマスや風力、太陽光など再生可能なエネル
ギー利用は温室効果ガス排出量を削減するともに、今
後化石燃料に代わる持続可能なエネルギーシステムを
確立するために重要である。また、高効率で小型化が
可能な燃料電池システムは次世代の分散型電源として
注目されている。その燃料電池に用いる水素は、現状
では主として都市ガスの改質や工場からの副生水素等
により供給されるが、再生可能エネルギーを用いた水
の電気分解やバイオマス改質等によっても製造可能
で、将来は地域の地場における水素エネルギー生産と
その利用が期待される。しかし、他方でこうした分散
型電源の普及に伴う既存の商用電力系統へ与える影響
が懸念されており１）、両者が協調性をもつ適切な系統
連系技術と電源運用方法の確立が課題となっている。
各分散型電源利用の特徴と今後の技術開発・普及動向
を見据えて、将来の社会状況に対応した適切なエネル
ギー利用方法を検討していくことが重要と考えられる。
　本報では北海道東部の別海町において実施してきた
バイオガスからの水素製造技術に関する実証実験２）３）

について述べるとともに、その成果を基礎に近年分散
型電源の利用方法として注目されているマイクログ
リッドシステムの酪農村地域における適用を検討した。

　バイオガスの主成分は60％のメタンと40％の二酸化
炭素である。 にバイオガスのエネルギー利用方
法について示す。現状における利用方法は、バイオガ
スプラントオンサイトにおけるバイオガスを直接燃焼
利用するガスエンジンコージェネレーションまたはガ
スボイラーによる熱利用である。主なエネルギーの供
給先はプラントの自家消費エネルギーまたは隣接した
農業施設等である。しかしバイオガスをメタンに精製

すれば、従来のガスインフラを用いた熱利用が可能で
一般家庭等を対象とした給湯または暖房用に利用でき
る。またさらにメタンを改質し水素を製造すれば、一
般需要家を対象に燃料電池システムを用いた電力・熱
エネルギー利用を行うことができる。
　以上のようにバイオガスの利用形態を変えることに
よりバイオガスエネルギーの利用途を拡大することが
できる。将来は各需要家の要求や国や自治体のエネル
ギー施策、あるいは他のエネルギー利用の普及状況等
を踏まえて、適切なバイオガスエネルギーの利用方法
が選択されていくものと考えられる。

　水素はメタンから次の反応式により製造することが
できる。
　CH4+H2O → CO+3H2 （水蒸気改質反応） （1）
　CO+H2O → CO2+H2 （CO変成反応） （2）
　この方法は水蒸気改質法と呼ばれ、メタンなど炭化
水素を改質し、水素を製造する実用的な方法である。
この水蒸気改質の前段でバイオガスからメタンを精製
すれば、バイオガスから水素を製造するプロセスとな
る。そこで別海資源循環試験施設（乳牛1000頭規模共
同利用型バイオガスプラント）より生産されるバイオ
ガスを原料として、水素を製造する一連技術の実証実
験を行った。本実験プラント設備の内、メタン精製設
備と水蒸気改質設備の外観をそれぞれ 、
に示す。
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　メタン精製設備の主要な装置はバイオガスからメタ
ンを分離・精製するメタン分離膜や圧縮機等である。
　水蒸気改質設備はスチームボイラー、水蒸気改質器、
CO変成器等により構成され、その後段には水素精製
を行う PSA（Pressure Swing Adsorption）装置を備
える。

　バイオガスから水素製造のプロセスフローを
に示し、その物質収支を に示す。実験では
200N㎥ /day のバイオガスからメタン108N㎥ /day が
精製され、水蒸気改質（メタン転化率90％）、PSA装
置（水素回収率73％）などを経て製造された水素は
280N㎥ /day であった。

　実験において計測した電気・熱のエネルギー収支を
元に、電気はバイオガス発電によって供給し、熱はバ
イオガスの燃焼や各設備から回収されるオフガスの燃
焼によって供給すると想定した場合のエンタルピーフ
ローを に示す。200N㎥ /day のバイオガスから
水素を280N㎥ /day 製造する場合、入力した物質（バ
イオガス、空気、水）の総エンタルピーは12.1GJ/day、
出力された物質（圧縮水素）の総エンタルピーは3.0GJ/
day となり、エンタルピー効率（エネルギー効率）は約
25％となった。また、200N㎥ /day のバイオガスを処
理して圧縮水素を製造するために必要な燃料用および
発電用バイオガスの量は約361N㎥ /day となり、圧縮
水素１N㎥を製造するために必要なバイオガスの総量
は約２N㎥ /N㎥ -H2となった。
　このエンタルピーフローよりバイオガス発電機から
の回収熱と水蒸気改質器からの排熱がメタン精製、ス
チームボイラー、２つの圧縮機及び PSA装置と比較
して非常に大きいことが分かり、これらを加熱プロセ
スに活用すれば効率を改善できる。例えば、バイオガ
ス発電機からの回収熱をスチームボイラーにおける水
の顕熱供給や水蒸気改質器におけるガスの顕熱供給に
使用するといったことが考えられる。一方、水蒸気改
質器からの排熱は燃焼炉の炉壁からの放射熱が主であ
ることから断熱の強化といった方法が考えられる。
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　実用を想定したプラントはバイオガスプラントと水
素製造プロセスを一体化したプラントシステムである。
そのプラントを本報ではBTH（Biogas-To-Hydrogen）
プラントと呼ぶ。別海資源循環試験施設の運転データ
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と前節で示した物質及びエネルギー収支結果を基礎と
して BTH プラントからの水素供給量をシミュレー
ションにより試算した。設定した BTHプラントのシ
ステムフローを に示す。乳牛ふん尿等の処理過
程は通常のバイオガスプラントと同様であり、メタン
発酵より発生するバイオガスの一部を用いて水素を製
造する。ここでは乳牛１頭あたり１日の平均ふん尿量
を65㎏とし、バイオガス発生量は他の有機性廃棄物と
の共発酵を想定してふん尿投入量１t あたり40N㎥と
した。また、BTHプラント稼動に伴う消費エネルギー
はすべて発生するバイオガスによる自家供給で賄うと
した。水素貯蔵には40MPa圧縮シリンダーを仮定した。

　一般に太陽光、風力、バイオマスをはじめとする再
生可能エネルギーやガスエンジン、燃料電池等のよう
な分散型電源が商用電力系統に多数連系されれば、次
に述べるような電力系統全体の電力品質と運用の安定
性に悪影響が生じるものと懸念されている。

　風力発電や太陽光発電は気象条件により時々刻々と
大きく変動する。これら再生可能エネルギーを商用電
力系統に直接連系すれば、その不安定な発電変動と通
常の負荷変動が加わり、全体として電力系統内の電力
変動は増幅されることになる。また通常バイオガス発
電等に利用されるガスエンジンは、部分負荷運転では
効率が低下するため一般に定格での一定出力運転を行
う。そのため現状では負荷の変動部分やガスエンジン
の起動 /停止時による急激な変動、余剰電力の逆潮流
への対応は商用電力系統が担っている。
　 に別海資源循環試験施設の系統連系点におけ
る電力需給の推移の一例を示す。バイオガス発電はガ
スエンジンによる発電のため風力発電や太陽光発電の
ような短周期の変動は少ないが、現状ではバイオガス
発生量に応じたガスエンジンの稼動を行っているため

　 にシミュレーションにより試算した結果の一
例を示す。各プラント規模は乳牛ふん尿処理頭数で示
した（以降プラント規模は簡単に～頭規模と記す）。プ
ラント規模の増大にほぼ比例して、BTHプラントか
らの水素供給量は増大し、一般需要家でエネルギー利
用可能な相当量の水素が供給できる。例えば2,000頭
規模のBTHプラントからの水素供給量1,560N㎥ /day
により、燃料電池システムを用いて約140戸（１戸あた
り水素使用量は約11N㎥ /day）の住宅の消費電力を賄
うことができる。

　2003年４月に「電気事業者による新エネルギー等利
用に関する特別措置法」：通称 RPS（Renewables 

Portfolio Standard）法が施行された。RPS 法はある一
定量以上の新エネルギー等（太陽光、風力、バイオマス、
中小水力、地熱）電気の利用を電気事業者に義務づけ
るもので、環境保全に優れた電力利用の促進を図るこ
とを目的としている。ただし、同法に関する経済産業
省告示の条文では、 に示すような新エネルギー
等による電力供給量の目標値を掲げる一方で、周波数
変動抑制等の系統安定化や既存系統の増強等を講ずる
ことが必要としている。

CH4 H2 H2CH4 H2 H2
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不安定な電力需給となっている。プラント施設の余剰
電力が生じている場合は商用電力系統への逆潮流を
行っており、バイオガスが減少し十分な発電ができな
くなると商用系統より電力を購入する。電力推移はプ
ラント運用工程により大きなパターンがあるように見
えるが安定しておらず、逆潮流から電力購入またはそ
の逆へと急激に変化する時間帯もある。

　現状におけるこのような再生可能エネルギーやガス
エンジン等の分散型電源利用は、負荷変動時の電力需
給アンバランスを商用電力が即座に補填することに
よって安定的に運用している。しかしこのような分散
型電源の導入が増加すれば、 に示すように商用
電力系統における電力需給バランスの調整制御機能、
いわゆるアンシラリーサービス（負荷変動等における
電力需給アンバランスより生じる電圧および周波数変
動を一定範囲内に調整し電力品質を維持する機能）の
負担が増大し、そのための予備力確保及び制御機能の
増強等にかかる商用電力系統側の運用コストの増加が
予想される５）。またその他、燃料電池やマイクロガス
タービン等のインバータからの高周波ノイズの増大、
複数の単独運転検出の干渉による検出感度の低下、逆
潮流による系統運用全体の複雑化や短絡容量の増加等
による事故波及の可能性など、いくつかの課題が挙げ
られている６）。

の１日の電力負荷推移の実測値を示す。早朝と夕刻に
は搾乳機器等の作動により電力ピークとなり、数時間
ごとにバルククーラーの起動 /停止による短時間の電
力負荷もある。前述の指摘から負荷変動部分も含めて
戸別の分散型電源のみで全電力負荷を賄うとしても、
発電をこのような矩形上の電力需要に追従させるのは
困難であり、たとえそれが可能としても利用する発電
量に対して発電設備は大きなものとなるため利用効
率・経済面から現実的な方法とはいえない。

　こうした分散型電源の導入による課題を解決するた
めには、これまで系統連系において商用電力系統に依
存してきた機能の一部またはすべてを分散型電源側で
行うことが必要と考えられる。そのための方法のひと
つとしてマイクログリッドシステムが注目されてい
る。マイクログリッドシステムとは に概念図を
示すように複数の分散型電源と電力負荷をネットワー
クしたローカルな小規模電力系統である５）。それは多
数の負荷をネットワークすることで、 に示した
ような戸別需要家に特徴的な矩形上に立ち上がるピー
ク負荷を平準化し、これまで商用電力系統に依存して
きた負荷変動への対応を現代の IT関連技術を用いて
自らの分散型電源より対応するシステムである（
）。このとき、マイクログリッド内の商用電力は安
定的なほぼ一定の供給となるように制御し、商用電力
系統に与える電力品質低下等の影響を回避することが
できる７）。
　また、このようなマイクログリッドシステムはネッ++

　以上の課題を戸別に設置された分散型電源において
解決していくことは難しいと考えられる。一般に戸別
の電力負荷推移はベース電力上に、各種電気機器類の
スイッチ起動 /停止による矩形上の電力利用を重ねあ
わせた様相を示す。一例として に酪農施設１戸

ITIT
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トワークによるエネルギー利用の平準化効果や補完効
果が期待されるばかりでなく、アンシラリーサービス
など商用電力系統本来の機能の一部を担う電力系統の
末端設備としての概念に発展しつつある８）。すなわち、
それは環境性に優れた再生可能エネルギー等の導入を
促進すると同時に商用電力系統の課題であるピーク電
力への対応にも貢献し、電力系統全体の効率化と安定
化が図られるものと考えられる。さらに商用電力系統
の事故時にマイクログリッドの自立運転が可能であれ
ば、エネルギーセキュリティの面からも期待される。

　現在、家庭用燃料電池システムとして都市ガス等を
原料とした改質器付固体高分子形燃料電池システムが
開発されているが、ガス改質能力に限界があるため通
常ベース電源としての利用となる。しかし、固体高分
子形燃料電池自体は必要な水素供給があれば非常に優
れた負荷追従性を示し、部分負荷運転においても発電
効率は低下しないという特性を持つ９）。本研究では
BTHプラントで製造した水素を直接燃料電池に導入
するので、ガス改質器なしの固体高分子形燃料電池を
想定する。以降この場合の固体高分子形燃料電池を簡
単に「燃料電池」と記す。ここではその燃料電池の発
電特性の実測結果を示すとともに、次節以降のマイク
ログリッドモデルの分散型電源のひとつとして検討を
行った。

　 は最大出力７kW（0.85kW×10台、インバー
タ効率80％）の燃料電池を電源に家庭用掃除機のス
イッチ投入時の発電推移を示す。燃料電池の待機状態
からスイッチ投入後、約７秒で安定的な出力となり、
このときの最大負荷追従速度は0.4kW/s であった。ガ
スエンジンの負荷追従性は約100秒であり７）、その値
をもとに同様な負荷変動、すなわち最大出力の16％の
負荷変動をガスエンジンで対応した場合の追従速度を
点線で示す。この場合、ガスエンジン単独では秒オー
ダーの急激な負荷変動に追従できないため、その間他
の電源から電力が補完されなければ起動停止または電
圧や周波数等に異常が生じることになる。また、燃料
電池は起動時間が約１分程度であり、出力は０（待機
状態）～定格出力まで使用可能である。 には各
部分負荷における水素消費量と発電量の関係を示す。
両者はほぼ比例関係となり、部分負荷運転に関わらず
燃料電池の発電効率はほぼ一定となることを確認した。

　マイクログリッドでは急激な負荷変動には二次電池
（例えば鉛蓄電池 負荷追従性１～数秒）を用いて対応
することが考えられている。 に示したようにガ
スエンジンで追従できない変化を二次電池で補完し、
負荷変動に対応することも可能であるが、この場合ガ
スエンジンは負荷変動に対応する制御余裕（予測でき
ない負荷変動に対応する電力供給能力）を確保するた
め、通常は発電効率を落とした部分負荷での運転を余
儀なくされることになる。負荷変動対応に二次電池と
燃料電池を用いれば、ここで示した燃料電池特性から
二次電池設備が大幅に軽減されるとともに、燃料電池
により発電効率を低下させることなく負荷変動対応が
可能となるものと考えられる。
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　酪農村地域における将来的なバイオガスエネルギー
の利用方法のひとつとして、以上に述べたマイクログ
リッドシステムの適用を検討した。構成する主要な分
散型電源はバイオガスプラントオンサイトにおけるガ
スエンジン発電および BTHプラントから供給される
バイオガス改質の水素を用いた燃料電池発電とした。 

　この場合のガスエンジンと燃料電池の特性およびマ
イクログリッドにおける利用方法について、 に
まとめる。バイオガス単位量あたり生産できるエネル
ギー量が大きいのはプラントオンサイトにおけるガス
エンジン利用であるが、プラント立地が住宅等の主要
な需要家から離れた郊外となるため、隣接した熱需要
施設がなければその回収熱を効率的に利用することは
難しい。それに対して、燃料電池は騒音がなく排気は
水だけであるので、住宅またはその近傍に設置し回収
熱も効率的に利用できる。また、それぞれの発電機特
性からガスエンジンはほぼ定格運転が望ましく、燃料
電池発電は負荷変動追従運転が可能である。

　各発電機の利用方法と酪農村の地域性を踏まえて策

定したマイクログリッドモデルを に示す。大規
模経営の酪農地域では酪農家間が数百m～数kmオー
ダーで点在し、エネルギー源となるバイオガスプラン
トもその中に散在することになる。そのため需要家が
密集する住宅地と遠方のバイオガスプラントをネット
ワークすることは困難と考えられる。それゆえ本マイ
クログリッドモデルでは、住宅地における各需要家と
その近隣郊外の酪農家およびバイオガスプラントにま
たがるネットワークを考え、遠方のプラントではバイ
オガスを水素に変換しそれを輸送して、マイクログ
リッド内の燃料電池システムにおいてエネルギー利用
を行うものとした。

　一般に発電所等の電源運用は、あらかじめ予想され
る電力需要に対する各発電機の運転計画により実行さ
れる。マイクログリッドにおいても同様に運転計画に
基づいた各発電機の運転制御を行う。前項で設定した
マイクログリッドモデルにおける電源運用について検
討を行った。マイクログリッド内の負荷パターンは
戸々の電力需要の重ね合わせであり、平準化効果によ
りネットワークする住宅など負荷が多数となるほど
日々の電力負荷パターンの大きな相違は解消する。そ
のため概ねその電力需要は予想できると考えられる。

((
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　 に本マイクログリッドモデルの冬季１日の電
力収支を示す。負荷として住宅300戸、小学校、酪農
家（乳牛100頭飼養）10戸およびそのふん尿等を原料と
する1,000頭規模のバイオガスプラントの所要電力を
想定し、分散型電源となるバイオガスプラントのガス
エンジンは65kW級４台を設置、燃料電池システムは
住宅等近傍に数 kW～数十 kW級のものを計200kW
相当設置するものとした。また燃料電池に必要な水素
は、2,000頭規模（乳牛100頭飼養の酪農家20戸から構
成）の BTHプラントから40MPa 圧縮水素シリンダー
により１日約1,560N㎥（ 節試算結果）をマイクロ
グリッド内の燃料電池へ輸送し、電力・熱エネルギー
利用を行うものとした。

　 にこの場合の電源運用計画の試算例を示す。
ここでは簡略化のため１時間平均の電力需要推移で表
している。マイクログリッド内の１日の総電力需要量
から供給可能なガスエンジン発電量と燃料電池発電量
を差し引き、商用電力系統から供給する電力量を求め
る。商用電力を一定供給とし、ガスエンジンの運転計

画を決めれば、残りの電力需要は燃料電池発電からの
供給となる。このときガスエンジンはほぼ定格運転と
し、予測される大きな需要変化に応じた発電量の調整
はガスエンジン４台の起動・停止により行うとした。
そして予測不可能な短周期の負荷変動補償は燃料電池
発電と二次電池により行うとともに、夕刻から夜半に
かけては住宅において熱需要が増大するので、その時
間帯に対応して燃料電池の発電量（コージェネレー
ション）を増大させることとした。
　以上の電源運用計画例のように、マイクログリッド
内の電源制御を適切に行うことで、バイオガスエネル
ギーを有効利用すると同時に商用電力系統の負荷平準
化となり、分散型電源と商用電力系統双方に有効なエ
ネルギー利用と環境性向上が期待できる。また、風力
発電や太陽光発電、小水力発電など地域において産出
する他の再生可能エネルギーもこのようなマイクログ
リッドに連系することで、それらに特徴的な急激な発
電変動を吸収でき、適切な電力利用を行うことができ
るものと考えられる。
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　前節までのマイクログリッドモデルの検討は、電力
供給面について述べてきた。分散型電源利用の重要な
利点のもうひとつは、コージェネレーションによる回
収熱利用によるエネルギー効率の向上である。しかし、
一般の住宅等需要家の電力と熱需要の割合（熱電比）は
日々異なるため、戸別のコージェネレーションシステ
ムでは回収熱の一部が未利用のまま放熱される場合が
生じる。そのためコージェネレーション効果を十分に
発揮できないことになるが、このことを解決するため
電力システムと同様に各需要家を結ぶ給湯配管ネット
ワークを考える。これによりコージェネレーションの
回収熱を需要家間で融通し、無駄な放熱を極力少なく
することができる８）。
　 に示すように本マイクログリッドモデルにお
いて、住宅間のネットワークによる熱融通システムを
考える。電力の場合と同様、熱利用の平準化がなされ
日々の熱利用量に大きな差は生じない。一日の燃料電
池発電量は より1,867kWh/day であり、利用可
能な回収熱量は20％の損失をみて5,400MJ/day 弱であ
り、約住宅100戸相当の給湯などの熱利用を行うこと
ができる。しかし、郊外に設置されるバイオガスプラ
ントでは余剰回収熱利用を有効に行う利用手段がな
い。何らかの熱需要施設を設置するなど、その回収熱
の利用方法は課題である。

るため、発電機は効率を落とした部分負荷運転を行い、
場合によっては逆に発電機を増設するということも考
えられるからである。この点、マイクログリッドシス
テムでは分散型電源の制御により電力変動を吸収し商
用電力をほぼ一定のベース供給とするため、分散型電
源代替相当の実効的な温室効果ガス排出量の削減が期
待できる。

　バイオガス及びそれから製造される水素エネルギー
は再生可能なエネルギーであるが、プラントを運用す
る過程で温室効果ガスが排出される。それは家畜ふん
尿及び消化液運搬車両の燃料消費や圃場に散布した消
化液からのガス揮散等である。しかし、プラント導入
前の従来のふん尿処理である個別型スラリー処理は、
スラリー貯留・散布時にメタンや亜酸化窒素など温室
効果ガスを排出し、その量はプラント運用の場合を大
幅に上回る10）。それはプラントによるふん尿処理は、
密閉されたホルダー内での嫌気性発酵であり同時に貯
留されるバイオガスをエネルギー利用（放出すれば温
室効果ガスとなる）するシステムだからである11）。そ
のため従来のスラリー処理との比較によれば、温室効
果ガスは削減することになる。

　LCA手法を用いて、本報で策定したマイクログリッ
ドモデル導入前後の温室効果ガス排出量を試算した。
その結果を に示す。ただし、ここでは施設の建
設・解体に伴う温室効果ガス排出量は含めていない。
乳牛ふん尿を個別型スラリー処理からプラントによる
処理とすることで温室効果ガスを約1/3程度に低減す

　温室効果ガスが実効的に削減されるということは電
力会社の化石資源を燃料とする発電機が削減されるか
あるいはその発電効率が向上するということである。
しかし、これまで述べてきたようにアンシラリーサー
ビスを商用電力系統に依存した分散型電源利用では、
代替する発電量に見合った温室効果ガス削減量が得ら
れないものと考えられる。なぜならその場合は、商用
系統側では電力変動対応の発電機の制御余裕を確保す

FC FC FC

FC

FCFC FCFC FCFC

FCFC
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ることができる。さらにプラントから供給するバイオ
ガス及び水素エネルギー利用により化石燃料の代替相
当分の温室効果ガスを削減することができ、全体とし
て温室効果ガスの削減量は年間2,710t-CO2となった。

　前項で述べた温室効果ガス排出量の削減効果をさら
に完全なものとするため、すなわち商用電力系統の
ピーク負荷対応の発電設備の効率化またはその削減に
貢献するためには、再生可能エネルギーを含むマイク
ログリッドの普及が必要である。また単独のマイクロ
グリッドシステムにおいて完全に無事故とする管理は
現実的ではなく、その場合万一の事故時に備えて結局
のところ商用電力系統側のアンシラリーサービスが必
要となる。こうしたセキュリティの面からも複数のマ
イクログリッドの普及が必須であり、その普及時には

に示すようにマイクログリッド間を連系して、
相互に協調することにより万一の事故時に備えたセ
キュリティを強化することが考えられる。しかし、こ
の場合においてもバイオガスをはじめ再生可能エネル
ギーは限りある希少な資源である。それゆえ、マイク
ログリッドの普及に伴い構成する電源の商用電力割合
は増加し、 に示した場合よりも商用電力を主要
なベース電源とするマイクログリッドが一般的な形態
になると考えられる。いずれの場合にしても重要なの
は分散型電源が商用電源系統に悪影響を与えないシス
テムであること、そして商用電力のピークカットに貢
献することである。極端な場合、マイクログリッド内
のピーク電力負荷の時間帯にのみ合わせて集中的に分
散型電源を利用する運用方法等も考えられる。
　ただし、現実にマイクログリッドの形態とその普及
を最終的に決定する要素は経済性によるところが大き
いと考えられる。経済性については、再生可能エネル
ギーの単価やネットワークする負荷等、不確定要素が
多く今後の課題としたい。

　北海道の農村地域は寒冷地であることはもとより、
農家が大規模農地を所有する離散型の農村形態であ
る。このような地域特性におけるマイクログリッド導
入にかかる課題について次に記す。

　北海道の農村地域では農家は離散的である。とくに
本報で検討したような大規模酪農村地域における酪農
家間距離は大きい。マイクログリッドを運営する事業
主体によるが、通常従来の電力会社とは独立した電気
事業者であれば、独自の自営線によりマイクログリッ
ドを形成する。なぜならば従来の電力会社の配電線を
借用してその借賃を支払っていくより、将来的には自
営線を施工したほうが割安となると考えられるからで
ある。しかし、送電義務を負わないマイクログリッド
事業者において、自営線の設営にかかる経済性の理由
から需要家密度が小さい離散的な農家間のネットワー
クは行われにくいであろう。そうすれば農村地域でも
経済的に有利な人口密集地でのマイクログリッドのみ
が限定的に形成されることになり、マイクログリッド
を構成する需要家とそれ以外の需要家において電気事
業サービスに格差が生じることになる。従来の電力会
社が地域のマイクログリッド事業者として運営を行え
ば、このような問題は解消されると思われるが、その
場合は電力自由化により規制緩和される電気事業の競
争市場は拡大しない。

　 項に示したように、燃料電池等の回収熱利
用を有効に行うため電力と同様に給湯配管による需要
家どうしのネットワークが必要である。しかし、熱利
用に有利な集合住宅が少ない農村地域の住宅地では、
戸別住宅間での配管設置ということになる。その配管
網整備のための経費が嵩む上、冬期間の熱損失は大き
いものとなる。
　以上、北海道の農村地域における地域特有の課題に
ついて記したが、マイクログリッド自体もまだ完全に
確立された技術ではない。再生可能エネルギーの開発
状況によるところが大きいと思われるが、主として経
済性の面からまだ一般電気事業者における普及にまで
至っていない。しかし、北海道はバイオマスをはじめ
再生可能エネルギーに恵まれた土地である。本報で検
討したようなマイクログリッドシステムの導入を先進
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的に進めていける土壌にあると思われる。

　本報で述べた結果について次に記す。
（1） 水素製造プロセスのエネルギー収支とバイオガス

プラントのデータを基礎に実用規模として想定し
た2,000頭規模の BTH プラントから1,560N㎥ /
day の水素が供給できることが試算された。

（2） 分散型電源の普及に伴う商用電力系統への影響に
ついて述べ、それに対応した利用方法としてバイ
オガスエンジンと燃料電池を分散型電源とするマ
イクログリッドモデルを策定した。

（3） ガスエンジン及び燃料電池の発電特性を検討し、
策定したマイクログリッド内での電源運用につい
て試算した。二次電池と燃料電池により速い短周
期の負荷変動に対応し、バイオガスエンジンはほ
ぼ定格運転で遅い大きな変動に対応することで商
用電力の供給はほぼ一定にできることを示唆し
た。これにより商用電力系統への影響を回避し、
環境面に有効な分散型電源利用が可能となること
を示した。

（4） 本マイクログリッドモデルの温室効果ガス排出量
の削減効果は、マイクログリッド導入前と比較し
て導入後は約1/3に低減、その削減量は年間
2,710t-CO2となることが試算された。

　本報では、バイオガスエネルギー利用として水素・
燃料電池利用を積極的に進めることとし、バイオガス
からの水素変換技術と地域におけるエネルギー利用方
法としてバイオガス及び水素エネルギーを分散型電源
としたマイクログリッドシステムについて述べた。い
ずれも現状から進んだ将来の技術といえるが、今後バ
イオガスに限らず他の新エネルギーの導入を進めてい
く上においても、本報で述べたエネルギー利用の新た
な側面は徐々に重要になっていくものと考えられる。
今後は経済性を精査し、より具体的な地域のバイオガ
ス利用について検討を進めていきたい。
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