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公共施設等への太陽光発電導入によるＣＯ２削

減の取り組みについて 
―一般国道３６号 花ロードえにわの事例紹介― 
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 政府の低炭素社会づくり行動計画に基づく施策として、公共施設への太陽光発電導入拡大が

位置づけられた。札幌開発建設部では道の駅 花ロードえにわに実証実験のための設備を導入し、

今後５年間に渡りデータを取得することで本施策の効果について検証するものである。本文で

は導入する設備事例の紹介、想定される環境負荷軽減データの検証を行うとともに、本取り組

みを進めるうえで発生した課題と、その解消の事例を報告し今後の展望を探る。 
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1.  施策について 

(1)   施策概要 
本取り組みで設置する太陽光発電設備は、二酸化炭素

を削減し低炭素社会を実現するため、高速道路及び直轄

国道における公共管理施設等に必要な電力について太陽

光発電施設の本格導入に向けた実証実験を行うことを目

的に設置するものである。 

この実験は、平成21年度より25年度までの5年にわ

たり行われるもので、直轄国道では全国で 20 箇所が選

定され、北海道開発局では直轄国道に一般国道３６号

（花ロードえにわ）と一般国道３３４号（うとろシリエ

トク）にそれぞれ太陽光発電設備を設置することとなっ

た。本文は、札幌開発建設部が担当した一般国道３６号

（花ロードえにわ）の事例を報告し、その環境負荷軽減

効果の検証及び今後の導入方法について検討を行うもの

である。 
 
(2)   検討事項 
a) 協議事項 
冬期の施工のみならず、道の駅構内での作業となるた

め、一般来客への配慮や恵庭市と道の駅管理者と施工内

容について協議を行い了承を得なければならなかった。

また、電気事業者とは本取り組みで設置する設備が売電

契約に適合するものなのか確認を行う必要があった。ま

た、機器の製作期間が不明なため、工期内に確実に竣工

するには、速やかに協議をすすめ製作期間の確保に務め

た。 
b) 現地調査 

太陽電池アレイを設置するスペースは空き地を利用し

て設置する事になるが、冬期間は堆雪スペースとなって

いる。このため道の駅管理者、恵庭市役所と現地立会の

もと確認を行う必要があった。 
 
c) その他 
 設置箇所である花ロードえにわは平成18年7月1日に一

般国道３６号初の道の駅として登録され、道内では87番
目であった。施設全体面積は24,400㎡となっており、駐

車場は65台分完備されている。大型車専用スペースもあ

り、24時間駐車出来るため、絶えず車両が駐車している

状況である。このため、施工には特段の配慮が必要とな

るため、仮設設備や施工計画について、道の駅管理者、

恵庭市役所と入念な確認を行う必要がある。 
 

 
 

写真－１ 花ロードえにわ内部 

2.  設備設計の考え方 

(1)   システム概要 
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本取り組みにおける指定事項により、太陽電池アレイ

の総面積は 100m2、公称出力は 15kw、かつ電力補償を目

的とした蓄電池の設置とされ、さらに発電電力が供給先

である設備負荷電力容量を超過する、いわゆる「余剰電

力」が発生した場合、商用（電気事業者）側への売電を

行う事とされていた。また、本取り組みは直轄事業に対

する実証実験である事から、設置先である道の駅 花ロ

ードえにわの構内既設の駐車場照明を電力供給対象負荷

設備とした。 

次に蓄電池の容量についてはこれらを考慮し過剰とな

らないよう算定している。蓄電池は発電した電力によっ

て蓄えられ、あらかじめ設定されたタイマーによって時

限的に構内照明へ供給されるものとした。 

日中の設備負荷が無く、蓄電池に充分な電力が蓄えら

れた際の余剰な電力については、無駄の無いよう商用側

への売電を行う。これにより、環境負荷軽減へさらなる

貢献が期待できる。 

これ以外の事項は発注担当課所での決定によるとのこ

とであったので、次に概要を記載する。 

先ず太陽電池アレイの設置箇所であるが、一般家庭で

は屋上や屋根に設置するケースが多いが、道の駅の景観

やアレイへの積雪時の対応を考慮し、地上に設置するこ

ととした。 

発電から負荷設備までの受電の流れは大まかに下記の

通りとなる。 

太陽電池アレイは、太陽からの日射を受けて直流電力を

発生する。 

 

接続箱は、各アレイの直流電力を集電し、パワーコンデ

ィショナへ電力供給するとともに、蓄電池盤へ電力供給

を行う。 

 

パワーコンディショナは、集電した直流電力を連系する

商用電源と同期した電圧及び周波数に変換し、負荷へ電

力を供給する。 

 

連系保護装置等により、インバータ及び系統の異常時に

は解列する。 

 

太陽電池アレイで発電している場合、放充電制御部によ

る蓄電池の充電を行い、夜間等太陽電池の発電がない場

合、放充電制御部により蓄電池からパワーコンディショ

ナへ電力供給を行う。蓄電池の放電終了時には、電力会

社からの買電により負荷へ電力供給を行う。 

 
(2)   発電設備主要機器概要 

 以下に本取り組みで設置する太陽光発電設備の主要な

機器について概要を説明する。 
 
a) 太陽電池アレイ 

 太陽からの日射を受けて直流電力を発生する。太陽電

池アレイの種類は、単結晶（結晶系），多結晶（結晶

系），アモルファス（非結晶系）の3種類がある。アレ

イ変換効率はそれぞれ、単結晶（12～15%）、多結晶

（10～14%）、アモルファス（6～8%）となっており、

も高い（12～15％）単結晶を採用した。 

b) パワーコンディショナ 

 集電した直流電力を連系する商用電源と同期した電圧

及び周波数に変換し、負荷へ電力を供給するもので、イ

ンバータ及び系統連携保護装置等により構成される。な

お、系統連系保護装置は、系統側やインバータ側に異常

が発生した場合、これを検知し速やかに系統側の安全を

確保するものである。 

c) 蓄電池部 

 蓄電池と架台等により構成され、日中においては太陽

電池の発電電力により充電され、夜間もしくは太陽電池

の発電量が規定値に満たない場合において、太陽電池に

代わりパワーコンディショナに対し電力供給されるもの

である。 

e) データ記録装置 

 本設備における、太陽電池発電量、買電電力量、負荷

の消費電力量、蓄電池の充電・放電電力を計測・演算し、

電子データとして記録を行う。測定イメージ図を図－２

に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 発電設備構成（参考図） 
 
(3)  対象負荷設備の容量計算 

本取り組みで設置する設備の負荷容量について説明

する。 

a) 駐車場照明 

 高圧ナトリウムランプ180Ｗ～1灯（0.24kW）8台 

 高圧ナトリウムランプ180Ｗ～1灯（0.24kW）＋110Ｗ～1

灯（0.15kW）1台 
b) 太陽光発電設備 

  気象信号変換箱（0.24kW）1台 
 データ記録装置（0.24kW）1台 

実運用面を考慮（4.想定された懸念事項とその解消に

ついてにて後述）し、高圧ナトリウムランプ 180Ｗ～1

灯（0.24kW）の 5 台分を負荷とした。よって、対象とす
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る負荷容量は高圧ナトリウムランプ 180W（0.24kW）×5

台＝1.20kWとなる。 

 

(4)   太陽光発電容量計算に関わる条件 

a) 包囲 真南（0°） 

b) 取付角度50° 

表－１より傾斜角を40°にすることで 適な日射量を

得る事が出来るが、冬期間の積雪を考慮し、発電効率が

落ちない範囲でさらに傾斜を設けることが必要と考えた

ため、傾斜角は50°とした。 

c) 日射量(kWh/(㎡・期間))   

上記条件より3.69(kWh/(㎡・期間)) 

 

表－１ 全国日射量平均値データマップ（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

計算式を３ページに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ データ記録装置イメージ 

 

(5)   蓄電池の仕様検討 

 本設備で設置する蓄電池はその運用形態から毎日、充

放電が繰り返される。これを放電深度が深いと言う。蓄

電池はこの放電深度を元に寿命が変動する。広く使用さ

れているＭＳＥ形蓄電池は安価に購入する事が出来るが、

本施策の運用条件では、その実験期間である５年間の運

用に耐えられず、その寿命は１．４年となる。また、高

効率、高寿命で知られるリチウムイオン電池は小型でか

つ軽量である事から、特に設置スペースが限られている

本取り組みの場合では優位性はあるが、放電深度が深い

条件での運用は試験中であり、その効果は未知のものと

なっている。また、イニシャルコストが非常に高価であ

り、ＭＳＥ形蓄電池の１０倍以上となる。制約の多い本

施策では導入出来る物では無く、費用対効果という面で

も過剰な設備投資と言わざるを得ない。そこで、本施策

ではＭＳＥ形蓄電池をベースに改良し、寿命を大幅に向

上させ、イニシャルコストはＭＳＥ形のおおよそ１．５

倍程度であるＳＬＥ形と呼ばれる蓄電池が 適と判断し

た。一般的な蓄電池の性能比較表を表－２に示す。 

 

表－２ 蓄電池比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  法的（電気事業法等）な制約 

(1)   エネルギー供給構造高度化法によるもの 

 余剰電力を電力会社に売電（系統連係，逆潮流あり）

する場合、その契約種別は公衆街路灯契約であってはな

らない、また、余剰電力を電力会社に売電（系統連係，

逆潮流あり）する場合、インバータ容量に対する自家消

費電力の割合が50％以上であることとがエネルギー供給

構造高度化法によって平成21年8月28日に施行された。

技術的な面においては、設計段階で考慮すれば問題は無

いが、商用側との契約を行う際には元契約との兼ね合い

から電気料金の増減が見込まれるため、留意しなければ

ならない。 

(2)   商用側都合によるもの 

北海道電力の契約約款によると、１構内（１需要場

所）につき１契約としての扱いである事から、太陽光発

電設備のための受電を別途契約する事が出来ない。これ

は北海道電力から需要家である道の駅の受電点を本設備

の局舎とし、そこから太陽光発電向のものと、それ以外

の道の駅電気設備向のもので配電することにより解決し

た。なお、既設は構内に設置された分電盤から受電を行

っている。本取り組み終了後は元の運用に戻すため、既

設設備は廃棄せず休止扱いとした。 
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4.  想定された懸念事項とその解消について 

 (1)  設備設置面 

道の駅は普段から一般利用者で賑わっており、周囲

からは興味を持って見られる事が想定される。その際、

誤って設置スペースへ侵入してしまう事例が懸念される。

政府としての取り組みの一環であるため、本取り組みを

広く知っていただきたく、興味を持っていただけるのは

大変ありがたい事ではあるが、不測の事態による一般利

用者へ危害が及ぶ事を未然に防ぐ必要がある。そこで本

工事では侵入不可の設置看板を立てる事による注意喚起

を行うとともに、立入防止柵を設ける事で解決した。 

 
(2)  実運用面 

 当初検討していたシステムでは、商用電力への切替の

際には構内照明が一時的に全て消えてしまう恐れがあっ

た。これは蓄電池からの放電が規定の電圧を下回った際、

発電設備から商用電力への切替のために起こる事である。

夜間の来客の多い設備にとっては、安全面での配慮をし

なければならない。そこで、商用側と発電側それぞれ並

行して受電し、電流検知器を設備に設ける事で設備への

電流の増減で自動切替を行う事とした。これで一時不点

灯になることなく商用側へ切り替えを可能とし、道の駅

利用者の安全に配慮した。 

 また、機器の予期せぬ故障により構内照明全てが不点

灯となるのを防ぐため、構内照明を全てを太陽光発電設

備の負荷とせず、一部を常時商用側からの受電した。 

 

(3)  設置後の維持管理面 

冬期間の積雪、夏期の樹木や雑草の成長による太陽光

の遮断により、発電量の低下が懸念されるが、設置位置

を堆雪スペースを避けるよう考慮し、雑草の成長や太陽

光アレイ付近の積雪については、通常の施設維持管理の

中で対応することで整理した。 

 

5.  導入効果の検証と今後の展望について 

(1)  CO2削減効果の検証 

CO2 削減予想効果を６ページに示す。CO2 削減効果は

10,184kg-CO2となり、環境に資する効果が期待出来る。 

 北海道開発局では、当初紹介したとおり、道の駅うと

ろシリエトクにも同等の設備を設置しており、そちらと

の実証データを用いる事で、北海道内における地域差を

考慮した検証を行い、地域特性という観点からの削減効

果の検証を行える。 

(2)  今後の導入拡大 

本取り組みは試験的な位置付であったが、今後の導入

においては日中でも発電電力が有効に活用できるような

設備への導入を探りたい。例としてトンネル設備は負荷

対象となる設備が、構内照明、ジェットファン、各種通

信機器と豊富であり、防災や実運用の観点から、本工事

と同様に商用電力との二重化は必要であるが、対象とな

る設備の負荷から環境負荷軽減への効果はより大きなも

のとなると考える。 

 また、各種情報通信設備においても、屋外に設置する

道路情報板やＣＣＴＶカメラにおいても、設置条件や運

用に慎重な検討が必要となるが、導入拡大の余地はある

と考える。 

 

(3)さらなる環境負荷削減のために 

 本取り組みで対象となった負荷設備である構内街路灯

を、より長寿命、省エネルギーであるLEDに変更する事

で、さらなる負荷軽減が見込まれる。今後の取得データ

の推移によっては導入の検討を行いたい。これは太陽光

発電による設備の維持の効果の向上を図るとともに、環

境負荷への軽減に資する事が出来るため有用であると言

える。 

 なお、一般国道に設置する場合は照明均斉度や隣接の

ランプ等への影響も考慮する必要があり、冬期間の運用

の実績が無いため降雪時どのような影響が出るのかわか

らないため、慎重な検討が必要である。 

 

6.  まとめ 

 本取り組みで設置した太陽光発電設備は、政府が推進

する低炭素社会づくり行動計画を、より推進するための

一翼を担うものである。環境負荷軽減に対する施策は注

目度が高く、予算や工期に制約がある中で慎重な検討が

求められたが、本実験は一定の効果を得られるものと期

待している。今後５年間で取得するデータでその効果に

ついて検証、 新の技術動向を踏まえ、本格運用に向け

ての検討を行いたい。 
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