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平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

申請者名 株式会社アドバンテック

補助事業の名称 株式会社アドバンテックによる鶴居村（下雪裡・鶴居地域）マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

事業実施地域 北海道阿寒郡鶴居村

■事業概要

■コンソーシアムメンバー(想定)

■地域マイクログリッド対象区域

施設名 概要

鶴居村総合センター
(鶴居村役場庁舎内)

指定避難所、収容人数210人

鶴居小学校 指定避難所、収容人数480人

鶴居中学校 指定避難所、収容人数500人

・非常時に電力が供給される主な施設

設備名 新設/既設 仕様等

バイオガス発電設備 既設 発電容量600kW

バイオガス補器電源 既設

蓄電システム 新設
最大出力1600kW
蓄電池容量9600kWh

データセンター 新設 データバックアップサービス事業用

高圧受電盤 新設

EDMS 新設 電力需給バランス調整

・マイクログリッドを構成する設備の概要

■事業の背景、目的
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事業の背景・・・2018年9月の北海道胆振東部地震に伴う全道ブラッ
クアウト時（停電）には、生活に必要不可欠な電力が利用できなくなっ
た。鶴居村の酪農業においては、乳用牛の搾乳ができなくなり、疫病
（乳房炎）の被害が発生していた。

事業の目的・・・非常時に再生可能エネルギー発電設備からの電力安
定供給を実現し、鶴居村住民の生活、基幹産業を守る。

株式会社アドバンテック 電力供給、EMS管理、需給に応じた出力調整

北海道電力株式会社 送配電業務

北海道阿寒郡鶴居村 地域住民への周知

合同会社ADソーラー５号 バイオガス発電事業者
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事業名：鶴居村（下雪裡・鶴居地域）マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

56平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッド対象区域

【要旨】

➢ 電力供給対象施設・・・指定避難所３施設（鶴居村総合センター、鶴居小学校、鶴居中学校）、酪農家５軒および周辺民家に供給。

➢ 配電線・・・北海道電力株式会社の保有する配電線（高圧：6ｋV）および一部自営線（高圧：6ｋV）を利用。

➢ 発電設備・・・既設バイオガス設備（鶴居丹頂バイオガス発電所1号）を利用。出力容量は600kW。

➢ 蓄電設備・・・バイオガス発電所の敷地内に新設。最大出力1600kW、蓄電池容量9600kWh

➢ 需給調整システム（EDMS）・・・発電設備、蓄電池、需要家設備から、電力供給に必要な情報を収集し、需給バランスを逐次調整。

施設名 概要

鶴居村総合センター
(鶴居村役場庁舎内)

指定避難所、収容人数210人

鶴居小学校 指定避難所、収容人数480人

鶴居中学校 指定避難所、収容人数500人

酪農家A 飼育頭数427頭

酪農家B 飼育頭数104頭

酪農家C 飼育頭数56頭

酪農家D 飼育頭数51頭

酪農家E 飼育頭数123頭

・非常時に電力が供給される主な施設

電力供給ライン
自動開閉器

鶴居丹頂バイオガス発電所1号

酪農家A

バイオガス発電設備、蓄電
池、EDMS

酪農家B

酪農家C

酪農家D

酪農家E

非常時電力供給ライン

鶴居小学校

鶴居中学校

鶴居村総合センター
（鶴居村役場庁舎内）
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【要旨】

➢ バイオガス発電所、蓄電池、高圧受電盤、データセンター、EDMSで構成される。

➢ 発電設備、蓄電池、需要家の電力需給状況を監視し、需給バランスを逐次調整する。

➢ 平常時は隣接する蓄電池、バイオガス補器電源、データセンターにバイオガス発電所から電力を供給する。

➢ 非常時は蓄電システムをブラックスタートにて起動、給電し、その後バイオガス発電所からの電力供給を開始する。

事業名：鶴居村（下雪裡・鶴居地域）マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

57平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

■地域マイクログリッドで構築するシステム詳細

設備名
新設
既設

仕様等

バイオガス発電設備 既設 発電容量600kW

バイオガス補器電源 既設

蓄電システム 新設 最大出力1600kW、蓄電池容量9600kWh

データセンター 新設 データバックアップサービス事業用

高圧受電盤 新設

EDMS 新設 電力需給バランス調整

・マイクログリッドを構成する設備の概要

データセンター
(新設)

EDMS
(新設)

蓄電システム
(新設)

区分開閉器

(災害時接続)

需要家

開閉器(新設)

非常時：切断
開閉器(新設)

非常時：切断

バイオガス発電所

(既設)

平常時の電力の流れ

非常時の電力の流れ

電力計測制御

高圧受電盤



事業名：鶴居村（下雪裡・鶴居地域）マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業

58平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金
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■地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細

【要旨】

➢ マイクログリッドにおける需給調整は、電力量ではなく、瞬時電力で管理する。

➢ 受電端（需要家）と発電端（発電機および蓄電池）の瞬時電力を計測し、同じになるように制御を行う。

➢ 監視は高圧で行うが、需要家の低圧電力に合わせ、発電所および蓄電池の出力を調整する。

■平常時における需給調整シミュレーション（イメージ）

出力 2,200kW
(バイオガス 600kW
蓄電池1,600kW)

データセンター
(新設)

EDMS
(新設)

蓄電システム
(新設)

区分開閉器

(災害時接続)

需要家

開閉器(新設)

非常時：切断
開閉器(新設)

非常時：切断

バイオガス発電所

(既設)

非常時の電力の流れ

電力計測制御

【詳細】

➢ 出力端はバイオガス発電所の発電容量
600kW、蓄電池1,600kWの合計
2,200kWである

➢ 需要端から取得した電力データに基づき、
出力端を調整する。

➢ 機械学習等を利用し、周辺環境のデータも
出力端の調整に活用する。



コンソーシアム(想定)

事業名：鶴居村（下雪裡・鶴居地域）マイクログリッド構築に向けたマスタープラン作成事業
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■地域マイクログリッドの実施体制

株式会社アドバンテック
（申請者）

【担当】
・電力供給 ・EMS管理
・需給に応じた出力調整

■災害対応訓練の実施計画

北海道電力
（一般送配電事業者）

【担当】
・送配電業務

鶴居村
（地方公共団体）

【担当】
・地域住民への周知

合同会社ADソーラー5号

【担当】
・バイオガス発電事業者

■非常時の地域マイクログリッド発動手順概要

1. 停電の状況から北海道電力株式会社がマイクログリッド発動の要否を判断する。

2. 発動の場合、合同会社ADソーラー５号バイオガス発電所の安全確認を実施し、鶴
居村が需要家に発動を通知する。

3. 北海道電力株式会社が自動開閉器を操作し、対象の送電線を系統から切り離す。

4. 合同会社ADソーラー５号がバイオガス発電の系統を切り替える

5. 株式会社アドバンテック発動時刻を決定し、鶴居村役場が需要家に再度発動を通
知する。

6. マイクログリッドを発動する。

7. 発動後は株式会社アドバンテックと合同会社ADソーラー５号による監視、保安業務
を行う。

➢実施場所

マイクログリッド対象地域および鶴居村役場庁舎

➢実施時期

2021年8月および2022年2月

➢訓練内容

1. マイクログリッド発動訓練

2. マイクログリッド運用訓練

3. マイクログリッド停止訓練

4. 対象需要家研修

5. 設備点検・試運転
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■地域マイクログリッド構築スケジュール

スケジュール項目
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

地方公共団体との調整

対象地域の検討

一般送配電事業者との調整

各種許認可の手続き

実施設計

マイクログリッド構築

運用開始

災害対応訓練

■地域マイクログリッド構築に係る課題及び対策

課題①：計量法においてマルチメーターが「特定計量器」に定められていない。

→マルチメーターを「特定計量器」に指定するよう働きかける。

課題②：マイクログリッドの起動方式（ブラックスタート）による家電製品への影響が懸念される。

→低電圧時での安全性、ブラックスタート時での応答時間、電圧変動時の稼働と故障回避について規定するよう提言する。




