技術資料

分散型電源大量導入時におけるバイオガスプラントの運用
及びバイオガスエネルギーの利用方法に関する検討
大久保

天＊

１．はじめに
バイオガスプラントはメタン発酵により家畜ふん尿
を処理するとともに、バイオガスによるエネルギー生
産を行う施設である。従来の堆肥処理や液肥処理と比
較して温室効果ガス排出量が少なく１）、家畜のふん尿
臭を低減するなどクリーン農業を指向する将来的な農

図－１

業施設として期待される。しかし、そうしたバイオガ

バイオガスのガスボンベによる貯蔵・運搬と
需要家におけるエネルギー利用の概念

スプラントの利点にも関わらず、その普及は順調に進

て行うように制御されているものではない。すなわち、

んでいるといえない。その主な理由は、経済的に自立

それはプラントの運用面において効率的な方法として

できるバイオガスプラントの経営が一般に困難である

も、需要側や電力系統側との整合性という観点からは、

からである。バイオガスプラントの多くは、プラント

必ずしも適切な方法とは限らない。とくに分散型電源

オンサイトにガスエンジンを設置して、自ら生産する

大量導入時には、電力系統へ影響を与えない協調的な

バイオガスを燃料にコージェネレーション（以下、「オ

プラント運転が求められる。バイオガスは電気に変換

ンサイト BGCGS」
）を行っている。そして、その電力

された時点で即使用しなければならない。しかし、本

と熱によりプラントの稼働に必要な需要を賄うととも

来バイオガスはガス体であり、タンクやボンベ等を用

に、余剰として発生した電力を電力会社に売電して収

いて貯蔵・運搬が可能なエネルギー資源である。その

入の一部としている。バイオガスプラントの経済的成

特徴を活かして、プラントからの逆潮流を抑制し、地

立のためには、その売電収入の増加が必要であると考

域の需要家を含むエネルギー需給の全体において、よ

２）

えられている 。そのため、売電単価の引き上げや全

りいっそうの便益が得られるようなバイオガスエネル

量買取り制度の適用などが求められている。

ギーの利用方法について検討することが必要と考える。

しかし、そうしたバイオガスプラントの成立に必要

そこで本研究は、図－１に示すようなプラントで生

な売電
（逆潮流）
であるが、一般に電力系統への逆潮流

産したバイオガスをガスボンベに貯蔵し、それを地域

は系統側からすれば歓迎できるものではない。なぜな

の需要家にまで運搬してコージェネレーションの燃料

らば、日本の電力系統は放射型と呼ばれ、発電所から

として利用するシナリオを想定し、その場合のプラン

需要家への一方向の電気の流れを前提に運用されてお

ト運転の最適化やエネルギー供給量等を評価した。こ

３）

り 、電力系統より制御不能な分散型電源による逆潮

のようなバイオガス利用とすることで、プラントから

流を想定した十分な調整機能を備えていないからであ

の逆潮流を解消し、貯蔵したバイオガスを用いて系統

る。それゆえ、現状において大量の分散型電源が導入

運用を考慮した適正なコージェネレーションの運転が

され、それに伴い逆潮流が電力系統内に増加すれば、

可能と考えられる。また、その試算結果を基に、今後

電力需給バランスの調整や周波数等の電力品質に問題

普及が見込まれる太陽光発電との連携運用を想定した

が生じると懸念されている４）５）。

バイオガスエネルギーの利用方法について提案した。

そこで、オンサイト BGCGS を基本とする現状のバ
イオガスエネルギーの利用方法を今後見直していく必

２．試算方法

要があると考える。現状のバイオガスプラントにおけ
る発電は、日々の運転状況に従い行われているのであ
り、需要家の要求や系統運用上の適切な時間帯に応じ
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２．１

モデル化

独立行政法人土木研究所寒地土木研究所では、北海
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バイオガス貯蔵・地域利用モデルの物質及びエネルギーフロー

道道東の別海町において、乳牛1,000頭のふん尿処理

を数理計画法に基づき定式化した。

規模の共同型バイオガスプラント
（名称：別海資源循

２．２．１

環試験施設、以下、「実証プラント」と記す）の実証研

（1）条件設定

究を行ってきた６）７）。本研究はその実証データを基に、
乳牛1,000頭のふん尿処理規模のバイオガスプラント
から生産されるバイオガスをガス圧縮ボンベに貯蔵し

モデルの各種設定
㗄⋡

୯

න

1㗡ߚࠅ⊒↢ߔࠆ߰ࠎዩ㊂
65
実証プラントの設備仕様、運転データ
‐㧔ᚑ‐㧕

８）

kg/day
及び関連資

料を参考として、本モデルの定式化に必要な条件を設
3
1t
30
‐߰ࠎዩ㊂

Nm /t

ߚࠅߩࡃࠗࠝࠟࠬ⊒↢㊂

定した。表－１にその各種条件設定を示す。乳牛ふん
a

ࡃࠗࠝࠟࠬ(CH 4 60%, CO2 40%)Άᾲ㊂

3

て運搬し、地域の需要家におけるコージェネレーショ

21.47
MJ/Nm
尿投入量１t あたりのバイオガス発生量は、実証プラ

ンの燃料として利用するモデル（以下、「バイオガス貯

65
kW
ࡊࡦ࠻ౝࠟࠬࠛࡦࠫࡦജ
ントの運転実績値より決定した。バイオガス燃焼熱は

蔵・地域利用モデル」）を設定し、その運用を検討した。

バイオガス中の60%
がメタンであるとして算出した。
b
%
⊒ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ㔚ല₸
28

図－２に設定した本モデルの物質及びエネルギーフ

ガスエンジン及びガスボイラーは、実証プラントにお
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓᾲല₸

55

b

%

ローを示す。プラントへ投入する乳牛ふん尿は、バイ

いて実際に導入されている設備仕様に準じた。ただし、

オガス生産性の高いプラントを想定して、メタン発酵

%
ࡊࡦ࠻ౝࠟࠬࡏࠗല₸
80
ガスエンジンは定格出力運転を基本とし、ガスボイラ

に適する液状のふん尿のみとした。発生したバイオガ

ーは如何なる出力においても効率は一定で、その出力
20
%
ࡊࡦ࠻ౝᾲ↪ߦ߅ߌࠆ៊ᄬ₸

スは、プラントのエネルギー供給源となるガスエンジ

b

の上下限は設定しないと仮定した。また、実証プラン
ࡃࠗࠝࠟࠬ㊂ߦኻߔࠆࡃࠗࠝࠟࠬ⾂⬿⸳ߩ

3

ン及びガスボイラーの燃料に使用するとともに、バイ

0.40
kWh/Nm
トにおいてバイオガスのボンベ貯蔵は実施していない
㔚ജ㔛ⷐ㊂

オガス貯蔵設備において圧縮ガスボンベに貯蔵する。

ので、それに関する値は
NEDO 技術開発機構等によ
20
km
䊒䊤䊮䊃䈎䉌㔛ⷐ䉁䈪䈱〒㔌

ガスエンジンはコージェネレーションにより電力と熱

る水素ステーションの実証データ ９）を参考に設定し
35

Mpa

（80℃以下）
を供給する。また、系統連系され常時電力

た。バイオガスの運搬は従来の軽油車両とし、需要地

系統から電力を購入することができる。すなわち、プ

3
95
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭ኈ㊂
Nm /ᧄ
のガス貯蔵場所に一括して積み下ろすとした。ガスエ

ラントの電力需要にはガスエンジン発電と系統電力に

ンジンの発電効率はその出力規模が大きくなるほど向
300
kg/ᧄ
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㊀㊂

より、熱需要にはガスエンジン回収熱とガスボイラー

䊋䉟䉥䉧䉴❗䊗䊮䊔䈱ജ

上し、家庭用１kW のガスエンジンでは20% 程度であ
2.5

䊋䉟䉥䉧䉴ㆇ៝ゞਔ䈱Ά⾌

km/L

により対応可能とした。また、ガスエンジン、ガスボ

るが、業務用あるいは大規模工場用として数百 kW

イラー及びバイオガス貯蔵設備のそれぞれに導入され

30
km/h
䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭⒖േㅦᐲ
～数千
kW の出力規模となれば、その発電効率は40%

るバイオガス配分量は、全体の物質及びエネルギー収

10）
c
を超えるものも商品化されている
。地域の大口の需
CO2ឃේන㧔シᴤ㧕
kg-CO2 /L
2.64

支バランスにより決定されるとした。プラントより供
給されるボンベ詰めバイオガスは、地域の需要地にま

要家において、複数のプラントから集積したバイオガ
b
㔛ⷐኅߦ߅ߌࠆࠟࠬࠛࡦࠫࡦߩ⊒㔚ല₸

%

35

スを利用すれば、そこには数百 kW のガスエンジン

で運搬され、需要家設置のガスエンジンによりエネル

%
ޓޓޓޓᾲല₸
45
を設置することができ、プラント設置のガスエンジン

ギー変換され、その電力と熱は余すことなく有効に利

（数十
kW）より大型化することができる。本モデルで
20
%
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓᾲ↪៊ᄬ

用されるものとした。

b

は、そうした大口需要家におけるガスエンジンの大型
d
CO2ឃේන㧔♽⛔㔚ജ㧕

kg-CO2 /kWh

0.433

化を想定して、その発電効率を35%、熱効率を45% と
２．２

数理計画法に基づく定式化

本研究は設定したバイオガス貯蔵・地域利用モデル
の導入による温室効果ガスの排出削減量と最適なプラ
ント運転方法について試算する。そのため、本モデル
52

CO2ឃේන㧔LPG 㧕
設定した。

58.6

c

g-CO2 /MJ

ૐ⊒ᾲ㊂ (LHV)
（2）
バイオガスプラントの電力・熱需要の推移
a

b

ૐ⊒ᾲ㊂ (LHV) ၮḰ୯

c
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本研究ではプラントの時間単位の電力及び熱需要に

対して最適化を行う。図－３に実証プラントの運転デ
ർᶏ㔚ജ㧔ᩣ㧕 2009 ᐕᐲታ❣୯
d
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図－３

実証プラントの運転データを基礎に策定した
バイオガスプラントの電力及び熱需要の推移

ᾲ㔛ⷐߩផ⒖

%
3

0.40

40

600
300

kW

28

60

900

3

100
80

1200

MJ/Nm

⊒ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ㔚ല₸

ࡃࠗࠝࠟࠬ㊂ߦኻߔࠆࡃࠗࠝࠟࠬ⾂⬿⸳ߩ
㔚ജ㔛ⷐ㊂

1500

Nm /t

ࡃࠗࠝࠟࠬ(CH 4 60%, CO2 40%)Άᾲ㊂

㔚ജ㔛ⷐߩផ⒖

kWh/Nm

㔚ജ㔛ⷐߩផ⒖

1800

100

1500

80

1200

60

900

40

600

㔚ജ㔛ⷐ kWh

㗄⋡

ᾲ㔛ⷐߩផ⒖

1800

㔚ജ㔛ⷐ kWh

条件設定
ᾲ㔛ⷐ MJ

表－１

ᾲ㔛ⷐ MJ

䉣䊮䉳䊮

䊒䊤䊮䊃䈎䉌㔛ⷐ䉁䈪䈱〒㔌

20

km

䊋䉟䉥䉧䉴❗䊗䊮䊔䈱ജ

35

Mpa
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Nm /ᧄ
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km/h

転スケジュールに依存するため、年間を通してほぼ同

kg-CO2 /L

様となる。ただし、総需要量は季節により変動するこ
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図－４

負荷を平準化したバイオガスプラントの電力
及び熱需要の推移

うした電力と熱需要の推移パターンは、プラントの運

とになるが、本稿では年間の平均需要量について試算
した。また、原料の受入時間帯の分散や殺菌時間のシ
フトなど運転制御の自動化により、プラントの電力と

%

熱需要の平準化が可能と考えられる。図－４に実負荷

kg-CO2 /kWh

パターンを平準化した場合（以下、「負荷平準パター

g-CO2 /MJ

a

ૐ⊒ᾲ㊂ (LHV)

b

ૐ⊒ᾲ㊂ (LHV) ၮḰ୯

c

ᐔᚑ 14 ᐕᐲ᷷ቶലᨐࠟࠬឃ㊂▚ቯᣇᴺᬌ⸛ળ㧔ⅣႺ⋭ޓᐔᚑ14 ᐕ㧕

d

ർᶏ㔚ജ㧔ᩣ㧕 2009 ᐕᐲታ❣୯

ン」）を示す。原料の受入れを午前と午後に分散し、消
化液の殺菌も２回に分け、熱需要が常時あるように平
準化を仮定した。
（3）バイオガス貯蔵設備の設定
バイオガス発生量は時間帯により変動するが、ガス
ホルダーにおけるバイオガスの一時貯留を介して、バ

ータを基礎に策定した乳牛1,000頭のふん尿処理規模

イオガス貯蔵設備は一定出力の定常運転を行うものと

のバイオガスプラントの電力及び熱需要（以下、「実負

した。

荷パターン」
）を示す。電力需要は約60kW をベースと

本研究では、以上の設定条件において、実負荷パタ

して、昼間の２つのピークはそれぞれ原料
（乳牛ふん

ーンと負荷平準パターンのプラント運用に対する最適

尿）の投入時と殺菌槽への消化液移送時の電力需要で

化について試算した。

ある。熱需要は時間帯により大きく異なる。８時台の
原料の受入れ開始と同時にその加温に必要な熱需要が
一気に高まる。原料の受入れは午前中にほぼ終了し、
その後は夜半まで消化液の殺菌（55℃）による熱需要が

２．２．２

制約条件

制約条件はプラントの電力収支、熱収支、物質収支
より、それぞれ（1）、（2）、（3）式のようになる。

続く。そして、夜半過ぎからの熱需要はなくなる。こ
寒地土木研究所月報

№701

2011年10月 

53

（1）

電力を代替、熱は LPG を代替）に削減できる温室効果
ガス量を算出する係数である。g は電力系統の単位電

（2）

力量あたりの温室効果ガス排出量（CO2排出原単位）、
h は単位バイオガス量あたり運搬に伴う温室効果ガス

（3）

排出量である。
以上のように、バイオガス貯蔵・地域利用モデルを
整数混合線形計画問題として定式化した。
３．結果と考察

ここで、xn，yn，zn，wn は本モデルの決定変数で、
それぞれ時刻 n－１時～ n 時
（１時間）における系統か

３．１

プラント運転方法と温室効果ガス排出削減量

らの電力購入量
（kWh）
、ガスエンジンの運転台数（０

実負荷パターンのプラント負荷における本モデルを

及び正の整数値）
、バイオガス貯蔵設備の電力需要量

ケース１として、その最適化より導かれたプラントの

（kWh）
、ガスボイラーによる熱供給量（MJ）である。

運転方法を図－５に示す。ガスエンジンを熱需要時に

ただし、バイオガス貯蔵設備は定常運転を仮定したの

応じて運転し、それ以外の電力供給は電力系統から購

で、zn は時間帯 n によらず一定とする。EBPn、HBPn

入、熱の不足分はガスボイラーにより供給する運転方

はそれぞれ時刻 n－１時～ n 時のバイオガスプラント

法となった。原料受入時の９時～ 11時にかけて、電

の電力需要量
（kWh）
、熱需要量
（MJ）である。a はガ

力と熱需要が増大する時間帯には２台のガスエンジン

スエンジン出力で、ayn はガスエンジンの各時間帯に

を運転し、その後ガスエンジン１台を運転、夜半には

おける発電量
（kWh）を表わす。b はガスエンジンの発
150

ジンの発電量よりガスエンジンへのバイオガス導入量

120

を算出する係数、d はバイオガス貯蔵設備の電力需要
量より同設備に導入するバイオガス量を算出する係
数、e はガスボイラーの熱出力量よりガスボイラーへ

㔚ജ㊂ kWh

電量からその回収熱量を算出する係数、c はガスエン

る場合を表わす。
（3）式は各設備に分配されるバイオ

60
30

1,500
ࠟࠬࠛࡦࠫࡦᾲଏ⛎㊂
ࠟࠬࡏࠗᾲଏ⛎㊂
ࡊࡦ࠻ߩᾲ㔛ⷐ㊂

1,200

ᾲ㊂ MJ

ションによる余剰電力と余剰熱が時間帯により発生す

90

0

のバイオガス導入量を算出する係数である。
（1）式、
（2）
式の不等号は、それぞれガスエンジンコージェネレー

ࠟࠬࠛࡦࠫࡦ㔚ജଏ⛎㊂
♽⛔߆ࠄߩ㔚ജ⾼㊂
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0
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及びガスボイラーの各設備へ導入されるバイオガスの

23

45

67

89

1011 1213 1415

16
17

18
19 2021 2223 24

ᤨ㑆 h

１日当たりの総量が、バイオガス発生量 BG（Nm3）に

図－５

ケース１におけるプラントの運転方法

等しいことを示す。
目的関数の設定

ࠟࠬࠛࡦࠫࡦ㔚ജଏ⛎㊂
♽⛔߆ࠄߩ㔚ജ⾼㊂
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150

本研究では、目的関数を温室効果ガス排出削減量
ZGHG の最大とし、
（4）式により設定した。

㔚ജ㊂ kWh

２．２．３

（4）

120
90
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0
1,500

ネルギー利用をバイオガスにより代替した場合の温室
効果ガスの排出削減量である。第２項、第３項はそれ
ぞれプラントにおける系統電力の購入とバイオガス運
搬に伴う温室効果ガス排出量を示す。f はバイオガス
を単位量あたりエネルギー利用した場合
（電力は系統
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ここで、右辺の第１項は、需要家における従来のエ
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図－６

ケース２におけるプラントの運転方法
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それを停止させることとなった。本モデルではガスエ
需要量を超過して電力が逆潮流する時間帯や放熱する
時間帯がある。この場合の温室効果ガス排出削減量は
980kg－CO2/day である。
次に負荷平準パターンのプラント負荷におけるモデ
ルをケース２として、その最適化より導かれたプラン

10,000
㔚ജ䊶ᾲଏ⛎㊂ MJ/day

ンジンの定格運転を前提としているので、プラントの

8,000
6,000
4,000
2,000
0

トの運転方法を図－６に示す。ケース１の場合と同様

㔚ജ

に、プラントの熱需要に応じたガスエンジンの運転と

出削減量は1,072kg－CO2/day となり、ケース１に比

図－７

べて若干向上する。
３．２

ᾲ

䉥䊮䉰䉟䊃BG CGS
↪䋩
䋨ᓥ᧪䈱↪

なるが、この場合はガスエンジン１台を定常的に運転
すればよいこととなった。このとき、温室効果ガス排

ᾲ↪
ᾲ
ߥ
ߥߒ
㔚ജ

ᾲ

䊋䉟䉥䉧䉴
䉴⾂⬿䊶ၞ
↪䊝
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従来のバイオガス発電（オンサイト BGCGS）と
バイオガス貯蔵・地域利用モデルにおける電
力・熱供給量の比較

する。このとき、オンサイト BGCGS により約17,000

モデルの評価

実際のプラント運転において、負荷
（電力及び熱需

MJ/day の熱相当が、バイオガス貯蔵・地域利用モデ

要）の時間推移は日々変動するので、ケース１の場合

ルにより約23,000MJ/day の熱相当がそれぞれプラン

ではガスエンジンの起動／停止のタイミングのずれか

ト外部で利用可能ということになる。それゆえ、本試

ら生じるロス
（最適運転からのずれ）が大きくなると考

算条件を実現できるシステムであれば、本モデルの導

えられる。それに対して、ケース２ではプラント負荷

入により従来のバイオガス発電以上のエネルギー供給

の変動に関わらずガスエンジンを一定出力で継続運転

量が期待できる。

すればよく、最適なプラント運転を実現するにあたり

さらに本モデルは最初の前提のように、プラントか

有利と考えられる。ただし、この場合は負荷を平準化

らの逆潮流を抑制し、かつ需要家の要求や系統運用に

するためのオペレーションあるいは自動制御システム

則したバイオガスエネルギー利用が可能と考えられ

の導入などが必要となる。

る。このことについて、次章において検討する。

また、ケース２の試算結果によれば、乳牛1,000頭
のふん尿処理規模のプラント１基から約900Nm3/day

４．地域におけるバイオガスエネルギー利用

のバイオガスが地域の需要家にもたらされる。このバ
イオガスを燃料とするコージェネレーション
（発電効

４．１

率35%，熱効率45%）を用いて、需要家では1,880kWh/

４．１．１

分散エネルギーシステム
個別システム

day の電力と8,700MJ/day の熱利用が可能である。こ

大規模な都市ガス網を有する都市部と異なり、農村

れは戸建住宅
（電力消費量12kWh/day）約150戸の電力

地域におけるガスラインは未整備である。それゆえ、

に相当する。ただし、プラント運転において520kWh/

現状では各家庭において直接バイオガスを利用するよ

day の系統電力を購入し、バイオガス運搬において、

り、大口の需要家の軒先で一括して利用するほうが効

320MJ/day の熱を消費しているので、正味1,360kWh/

率的である。例えば、病床を有する地域の総合病院は、

day の電力と8,380MJ/day の熱供給量となる。その電

夜間や祝祭日を問わず相当量の電力・熱需要があり、

力・熱供給量とオンサイト BGCGS（従来のバイオガ

コージェネレーションの導入に適正な負荷と考えられ

ス発電）
との比較を図－７に示す。オンサイト BGCGS

る。総延べ床面積1,200m2の病院を想定すると、その

ではプラント外で熱利用ができないので電力供給のみ

電力需要は約1,689千 kWh/year、熱需要は約14,000千

である。この場合、バイオガス貯蔵・地域利用モデル

MJ/year と推察される11）。それは、前章における試算

の電力供給量は、オンサイト BGCGS の電力供給量よ

から乳牛1,000頭のふん尿処理規模のプラント２基分

り約13.5% の減少となるが、熱利用が可能である。こ

のバイオガスを導入することにより、病院の電力需要

こで、電力と熱を同等に評価するため、仮に COP=

の約８割以上と熱需要の約35% を賄えることになる。

３のヒートポンプを用いて電力をすべて熱に変換する

また、こうした分散エネルギー利用は、地域のエネ

ことを考える。すなわち、電力を３倍の熱として換算

ルギー保障の面からも重要である。地域でバイオガス
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図－８

バイオガスを用いた地域分散ネットワークシステム（マイクログリッド）の一例

を生産・貯留することは、災害や事故による系統停電

結果となった。ただし、これは年単位の需給バランス

時に、地域の重要負荷（病院や消防署等）に対して自立

の試算であり、実際は日々の状況によりエネルギー供

的に電力供給を行えるシステムを構築できる。

給源の配分は時々刻々と変化する。例えば、マイクロ

４．１．２

グリッドでは太陽光発電の出力状態に合わせてガスエ

地域ネットワークシステム

需要家個別の分散システムとするだけでなく、それ

ンジンの出力調整または起動／停止を行う。図－10と

を面的な広がりを持つ需要家間のネットワークにおい

図－11にはそれぞれ快晴の日、降雨日のマイクログリ

て構築することにより全体の効率向上を図ることが提
案されている12）。すなわち、供給対象とする需要増に

♽⛔㔚ജ
䉧䉴䉣䊮䉳䊮࿁

伴いガスエンジン等コージェネレーションの大型化や

䉧䉴䊗䉟䊤䊷䋨㪣㪧㪞㪀

16,000

電力・熱供給の共有あるいは融通により、一層の効率
㔚ജ䊶ᾲ㔛⛎㊂ (㬍10 3 MJ)

化が見込まれる。また、太陽光発電等に伴う発電変動
の電力系統への影響を回避するため、蓄電池やガスエ
ンジンなど出力調整可能な電源を IT 技術で制御し、
系統内の変動を平準化することで、従来の電力系統と
の協調を図るマイクログリッドシステムが提案されて
いる13）14）。これまでマイクログリッドについては、

12,000

8,000

4,000

NEDO 技術開発機構によるプロジェクトを中心に実

0

15）

証試験が実施されてきた 。それは主に工業区域や都
市部の集合住宅等を対象としたものであるが、戸建住

䉧䉴䉣䊮䉳䊮⊒㔚
ᄥ㓁శ⊒㔚

㔚ജ
1

図－９

ᾲ
2

マイクログリッド内の電力及び熱の需給配分

宅中心の農村地域においても、同様なマイクログリッ
ドシステムの構築が考えられよう。
地域におけるマイクログリッドを想定して、図－８
に示すような総合病院のコージェネレーションを核と
し、戸建住宅500戸とネットワークを構築するモデル
のバイオガス
（270Nm3/day）を燃料としたガスエンジ
ン及びガスボイラーを基本とし、系統電力と LP ガス

500
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0
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5

図－10

3.9kWh/m /day、発電効率：0.1）を想定した 。この
場合のマイクログリッド内の年間需要量に対する電
力・熱供給ついて図－９に示す。全体の約70% の電
力を太陽光発電及びガスエンジンにより供給し、熱需
要の約半分以上をガスエンジン回収熱により供給する

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

快晴日のマイクログリッド内の電源運用例
䉧䉴䉣䊮䉳䊮

ᄥ㓁శ⊒㔚

700
600

㔚ജ㔛⛎ kWh

16）

7

↪♽⛔

病院の屋上や各家庭
（300戸）の屋根等に、太陽光発電
システムの設置
（設置総面積：7,000m3、平均日射量：

6

ᤨ㑆 h

をそのバックアップとして利用できるとした。また、
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100

を考える。乳牛1,000頭のバイオガスプラント3基から

2
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マイクログリッドの運用例
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降雨日のマイクログリッド内の電源運用例
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ッド内の電源運用の一例を示す。快晴日には太陽光発
電の出力増加に伴いガスエンジンの出力を絞り、太陽
光発電の消失とともにガスエンジンの出力を上げて電
力を補償する。曇りや降雨日には太陽光発電の発電量
は小さいので、ガスエンジンをフルに稼働する。こう
したガスエンジンの運転制御を行うことにより、系統
からの電力供給を平準化でき、太陽光発電等の変動に
よる系統への影響を抑制する。
しかし、マイクログリッドの制御は限られたネット
ワーク内においてであり、今後地域全体に太陽光発電
など分散型電源の導入が進めば、その出力全体をマイ

（出典）
経産省「次世代送配電ネットワーク研究会」報告書

図－12

電力系統内の余剰電力発生の状況の概念

クログリッドのみで制御することは容量やコスト面か
ら困難となる。そのため、より広域おける調整・制御

刻の需要量を上回り、電力系統内に余剰電力が発生す

により、電力系統全体の安定性確保とコスト低減を図

る（図－12）。電力系統は即座にその余剰電力解消のた

る必要性が生じてきた。将来の太陽光発電など出力変

め調整を行わなければならないが、火力発電などの出

動の大きい分散型電源の導入に対して、電力系統全体

力はすでに下限値に達しており、その調整機能が低下

において制御及び効率化を目指すものがスマートグリ

しているので、安定した系統運用が困難となる。

17）

ッドである 。

（3）配電系統における電圧上昇、その他
需要家からの逆潮流による配電系統の電圧上昇の問

４．２

太陽光発電大量導入時のプラント運転制御

４．２．１

題や事故時における太陽光発電の単独運転等の問題が
ある。また、配電系統からその上位系統へ逆潮流が生

太陽光発電大量導入時の問題点

政 府 は2020年 ま で に2,800万 kW、2030年 ま で に
18）

じる場合、変電所及び配電系統の管理・保護面におい

5,300万 kW の太陽光発電の導入目標を掲げている 。

て問題が生じる20）。

しかし、現状の電力系統が有するその受け入れ可能量

４．２．２

太陽光発電大量導入時の対応

（調整力）は約1,000万 kW と考えられており、それを

太陽光発電大量導入時における周波数変動や余剰電

超える太陽光発電の導入が進めば、次のような問題が

力発生の問題に対応する解決策として、揚水発電など

19）

生じると懸念されている 。
（1）周波数の変動

調整力の増設、電力系統への蓄電池の設置、需要家に
おける新規電力需要の創出、太陽光発電の出力抑制な

従来、電力系統は発電所の出力を需要量に応じて調

どが挙げられている21）。先ず、電力系統の調整力強化

整し、
全体の需給バランスを維持している（同時同量）。

として揚水発電の増設等が考えられる。揚水発電は需

しかし、
太陽光発電の出力は天候に依存するのであり、

要量の小さい夜間のベース電力を用いて貯水し、必要

その同時刻の電力需要量とは無関係に発電を行う。そ

な時間帯において発電を行う水力発電であるが、太陽

れゆえ、太陽光発電の大量導入時には従来の需要の変

光発電の余剰電力を利用して、同様な平準化を行うこ

動に太陽光発電の変動が加わり、系統内の電力変動は

とが考えられる。しかし、その立地確保において増設

増幅される。この場合、電力系統の同時同量を満足す

には一定の限界がある。次に配電用変電所など電力系

る制御が困難となり、周波数が既定値（50Hz，60Hz±

統に大容量の蓄電池を設置することが考えられるが、

３%）を逸脱して変動する可能性が生じてくる。周波

現状では大幅なコスト増が見込まれる。そこで、より

数の変動はモーターの回転数等に影響し、製造業など

低コストとなる運用を目指して、近い将来に普及が期

に支障をきたす。

待される電気自動車（EV）あるいはプラグインハイブ

（2）余剰電力の発生

リッド車（PHEV）に搭載されている蓄電池を利用する

休日など電力需要量が小さいとき、電力系統では火

ことや、余剰電力の発生に合わせてヒートポンプ式給

力発電等の出力ダウンや発電停止を行い、全体の需給

湯器を稼働することなどが提案されている22）。しかし、

調整を行う。その場合、電力系統は一定出力で発電を

こうした対策によってもなお余剰電力を解消できない

行うベース電力の割合が高くなっている。このとき、

場合は、太陽光発電自体の出力を制限することが考え

晴天となれば太陽光発電と発電所からの電力とで同時

られている。また、配電系統における電圧上昇等の問
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題について、配電系統内の変圧器の増設やパワーエレ
23）

を配電系統とその上位系統まで押し広げて大規模に展

クトロニクス技術を用いた対策等が挙げられる 。

開することになる。その主要な制御機器は変電所や系

４．２．３

電力系統の再構築
（スマートグリッドの

統内に設置された蓄電池システム及びコージェネレー

展開）

ションである。コージェネレーションは従来のように

これまで日本の電力系統は大規模集中型の発電所か

需要家中心の運転を行うのであれば、電力系統側に調

ら需要家へ一方向の電力の流れにおいて運用してき

整力負担を与えるものである。しかし、それは蓄電池

た。しかし、以上の太陽光発電大量導入時の問題と対

ほどの負荷追従性はないものの、出力制御や起動 / 停

応策にみるように、今後は需要の末端や送電途中にお

止操作が比較的容易な発電設備である。すなわち、コ

いて太陽光発電など変動の大きい分散型電源が多数連

ージェネレーションの運転を太陽光発電等の変動に応

系され、場所や時間帯により逆方向の電力の流れをも

じて制御すれば、小型の火力発電所のごとくローカル

許容するような電力系統へ組み替えていかなければな

な系統内の調整力として利用することができる27）（図

らない。すなわち、需要の変動に対して大規模発電所

－13）。コージェネレーションはすでに工業地域や都

の発電量を調整するこれまでの系統運用から、分散型

市部を中心に全国で数百万 kW が系統連系されてい

電源の発電に応じてローカルに蓄電や需要調整を行う

る。それらを適正に出力制御できれば、電力系統にお

系統運用への発想の転換が必要である。こうした電力

いて有力な調整力となり得ると期待されている28）。

系統の実現を目指して、スマートグリッドは電力貯蔵

４．２．５

バイオガスプラントによる余剰電力対応

技術による電力供給の平準化を図るとともに、情報通

農村地域では都市部に比べて既存のコージェネレー

信技術を駆使して電力系統と需要家双方の協調を図

ションは少ない。しかし、今後バイオガスプラントの

り、需要家のライフスタイルをも巻き込んで
（デマン

普及が進めば、それは同時にコージェネレーションの

ドレスポンス）電力系統全体の安定化及び最適化を図

地域への導入となる。そのコージェネレーションを太

24）25）

ろうとするものである
４．２．４

。

陽光発電に応じて出力制御すれば、バイオガスプラン

調整力としてのコージェネレーションの

トはローカルな系統内における電力調整力として利用

役割

できる。本研究のケース２の試算結果を一例とすれば、

日本におけるスマートグリッドとは、すなわち、太

図－14のように太陽光発電による余剰電力発生時には

陽光発電など分散型電源の大量導入が必須となる今後
の状況において、それに対応して再構築しなければな

㔚ജ♽⛔䈱⺞ᢛജ
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らない電力系統システムである。しかし、想定される

ജᓮ

双方向の電力の流れを制御するシステムが本当に実現
できるのか、現状の一方向の電力の流れで制御するほ
うが効率的ではないか、その費用対効果は、さらには
集中か分散かというところまで遡った議論がある26）。
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分散型電源と電力系統の調整力との関係

確かにスマートグリッドを現時点で詳細に設計できて
150

レスポンス機能が早急に確立されるとは考えにくい。

120

そこで先ずは、太陽光発電等の逆潮流を前提とした電
力系統側の調整機能をできるだけ強化していくことに

㔚ജ㊂ kWh

も、現実に EV や PHEV の普及や需要家のデマンド

なろう。ただし、その電力系統の増強には大規模発電

べて集中的に処理するのは膨大で、ある程度ローカル
な範囲において適正量の情報をもとに調整・制御を行
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うほうが効率的と考えられるからである。スマートグ
リッドはマイクログリッドの広域化に類似する側面を
持つが、この場合がまさにマイクログリッド制御技術
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太陽光発電による余剰電力を購入する場合の
プラント運転の一例
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系統からの電力購入を増大させた運転に切り替えるこ

その余剰電力を系統に設置された蓄電池システムとバ

とで、余剰電力消費を促進する。この場合、ガスエン

イオガスプラントにおけるコージェネレーションの出

ジン１台を休止するので、その間65kW の電力需要が

力調整により解消し、電力系統の運用安定化に寄与す

創出できる。このとき、プラントの熱供給はガスボイ

るとともに、太陽光発電の有効利用を図る。

ラーのみとなるので、そのためのバイオガス消費が発
3

現在、近い将来における太陽光発電大量導入を目指

生するが、全体として約77Nm /day のバイオガス供

して、大規模なスマートグリッドの実証試験が開始さ

給量の増加となる。そのバイオガスの増量分は、需要

れている29）。その成果を踏まえて、今後の具体的な電

家におけるコージェネレーションにより、約160kWh

力系統の方向性が示されよう。また、太陽光発電は低

の電力と745MJ の熱に変換される。すなわち、太陽

温ほど発電効率が向上し、北海道でも大規模な酪農地

光発電による余剰電力を用いてプラントを稼働するこ

域を含む根室から十勝にかけての太平洋側は年間を通

とで、余剰電力はバイオガスとして貯蔵され、それは

して日射量も大きい30）。さらに、農村地域は太陽光パ

後に需要家において有効にエネルギー利用されること

ネルの設置スペースの制約が小さいことから、その電

になる。もちろんこのとき、プラント運転に有利とな

力需要量に比して太陽光発電の導入が進むことも考え

るように、系統からの電力購入料金（余剰電力料金）は

られる。それゆえ、以上に考察したようなバイオガス

通常料金より格安であるか、またはマイナス価格とな

プラント、太陽光発電及び電力系統との協調的な運用

るような価格弾力性を基本とした料金体系となってい

は今後ますます重要度を増していくものと考えられる。

ることが前提である。また、以上のようなプラント運
転は、従来の個別型バイオガスプラントにおいても可

５．まとめ

能である。ただし、その場合、余剰電力購入時のバイ
オガスを一時的に貯留するガスホルダー容量が必要で
ある。

本研究は、将来の分散型電源大量導入時を想定して、
電力系統の安定運用に影響を与えないあるいは貢献を

４．２．６

地域におけるエネルギー利用の構想

目指すバイオガスエネルギー利用方法として、プラン

以上のように、バイオガスプラントはエネルギー供

トで生産したバイオガスをガスボンベに貯蔵し、それ

給とともに電力系統の調整力機能をも併せ持つ。この

を地域の需要家にまで運搬してコージェネレーション

ことを踏まえて、将来の太陽光発電大量導入時におけ

の燃料として利用する方法（バイオガス貯蔵・地域利

るプラントを活用した地域のエネルギーシステムのイ

用モデル）について検討した。本研究により得られた

メージを図－15に示す。ここでは配電系統内に地域の

主な知見を次にまとめる。

市街地におけるマイクログリッドとその他戸建住宅等

（1）時間単位のプラント運転負荷に対する温室効果ガ

をイメージしている。プラントから供給されるバイオ

ス排出削減量を最大とする最適なプラント運転方

ガスは需要地に運搬され、コージェネレーションの燃

法について試算した。本研究における試算はその

料として利用される。マイクログリッドにおけるコー

一例であるが、他のモデルや条件におけるプラン

ジェネレーションは太陽光発電の出力を補償するよう

トのシステム設計や運転スケジュールを検討する

に運転し、電力系統との連系線内は変動が抑制された

にあたり、数理計画法による最適化手法は有効な

電力が流れる。また、需要が小さく太陽光発電がフル

手段となる。

稼働するような場合は、系統内に余剰電力が発生する。
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ラントオンサイトのガスエンジンを熱需要に応じ
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