
地域マイクログリッド構築事業について

2020年３⽉24⽇時点
経済産業省北海道経済産業局

資源エネルギー環境課



●⽶国エネルギー省（DOE） Microgrid Exchange Group
ー 定義された電気的境界内で負荷と分散エネルギー源が相互接続されたグループ
ー 電⼒系統に対して、独⾃で制御可能な集合体として機能
ー 電⼒系統と連系接続および切り離した状態（⾃⽴）の両⽅で動作可能

●国際⼤電⼒システム会議（CIGRÉ）C6.22
ワーキンググループ, マイクログリッドロードマップ

ー 負荷と分散型エネルギーリソース（分散型発電機、蓄エネデバイス、制御可能な負荷など）を含む配電システム
ー 主たる電⼒系統ネットワークに接続、若しくは切離した状態、いずれも制御・調整された⽅法で運⽤可能

マイクログリッド（Microgrid）とは
マイクログリッドには、厳密な定義はないが、以下の例が有名である。

出典:https://building-microgrid.lbl.gov/microgrid-definitions

●デジタル⼤辞泉
マイクログリッド → 《「⼩規模発電網」の意》

電⼒を必要とする都市部などから離れた場所に作られる⼤規模、集中発電⽅式に対し、太陽光発電・⾵⼒発電・⽣物資源利⽤・燃
料電池など⼩規模の発電施設を地域内に作って連結し、その電⼒需要をまかなおうという構想。
建設費⽤が安価で、送電によるエネルギーロスが少ないなどのメリットがある。分散型電⼒網。分散型電源。
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 限られたコミュニティの中で、太陽光発電やバイオマス発電などの再⽣可能エネルギーで電気
をつくり、蓄電池などで電⼒量をコントロールし、当該コミュニティ内の電⼒供給を賄うことので
きるシステムが「地域マイクログリッド」。

 平常時には、地域の系統線（電⼒会社の送配電線ネットワーク）を活⽤。

 地震や台⾵などの⼤規模停電が発⽣した場合には、平常時は電⼒会社等と繋がっている送
配電ネットワークを切り離し、地域単独のネットワークに切り替える。

経済産業省予算 地域マイクログリッド構築事業
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
（１）新エネルギー課

03-3501-4031
（２）政策課

03-3501-1728
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地域マイクログリッド構築 マスタープラン作成
①補助⽬的  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の活⽤を可能にするよう、

蓄電池等の調整⼒を付加した配電網等による電⼒供給網（地域マイクログリッド）
の構築を⽀援することで、災害時における再⽣可能エネルギーの供給⼒を確保すると
ともに、平常時からグリッド運⽤または需給調整シミュレーション等による⾃⽴的運⽤に
活⽤できる優れたエネルギーシステムの構築を図ることを⽬的とする。

 地域マイクログリッド構築に向けた導⼊可
能性調査を含む事業計画作成に要する
費⽤を⽀援することで、優れたエネルギー
システムの構築を図ることを⽬的とする。

②補助対象事業  災害等により系統電⼒からの供給が停⽌した際に、地域にある電源を活⽤し、当該
電源を含む⼀定規模のコミュニティ内に電⼒を供給できるシステムを構築する事業

 地域マイクログリッド構築に向けたFS調査
を含む事業計画を作成する事業

③設備等要件  原則として系統線活⽤を含むこと
※⾃営線のみの活⽤に極めて⾼い優位性が認められる場合、審査の結果認められる場合がある

 調整⼒機能の設備種は問わないが、電源として再⽣可能エネルギー発電を含むこと
 保安管理として事故検知機能と緊急遮断機能を含むこと

 地域マイクログリッド構築に準ずる計画と
すること

④申請者要件  再エネ発電事業者・エネルギーマネジメント事業者・⼀般送配電事業者など、地域マ
イクログリッドの運⽤に必要な事業者と地⽅公共団体のコンソーシアム
※グリッド範囲と防災上の位置づけ、及び⾮常時受電施設指定について地⽅公共団体が必須

 地域マイクログリッド構築を想定した際の
設備を所有・活⽤する事業者⼀者以上
と地⽅公共団体の共同申請

⑤補助対象経費  地域マイクログリッドの構築に必要な経費のうち、設計費、設備費、⼯事費  マスタープラン作成に必要な経費のうち、
⼈件費、諸経費、事業化可能性調査に
係る経費など
※地⽅公共団体の⽀出経費は対象外

⑥補助率・上限額  補助率２／３以内 上限６.０億円  補助率３／４以内 上限２千万円
⑦蓄電池価格低減
⽬標の適⽤

 適⽤せず  地域マイクログリッド構築に準ずる計画と
すること

⑧配管・電線の
補助対象範囲

 地域マイクログリッドの構築に必要な設備は補助対象とする  地域マイクログリッド構築に準ずる計画と
すること

⑨事業後の稼働
担保⽅法

 事業完了後１年内において、設備点検及び電⼒供給⼿順の確認を含む災害対応
訓練を実施し、執⾏団体に報告を⾏う

 ⾮常時は、補助事業により設置した設備に係る⾮常時の活⽤状況等の報告を⾏う

 事業後２年内の追跡調査において、構
築着⼿に向けた状況報告を義務付け

 構築後１年以内に災害対応訓練を義
務付け

※地域マイクログリッドで必要な蓄電システムは、これまでのkW価値で評価される蓄電システムとは異なり、⻑時間の充放
電に耐える能⼒が必要な蓄電システムが含まれるため、資源エネルギー庁が２０１７年３⽉に公表した蓄電システムの
価格⽬標は適⽤しない。ただし、この趣旨を踏まえ、必要不可⽋な能⼒以上の蓄電システムを使わないこと、必要に応じ
て運⽤データの蓄積及び提供が可能な蓄電システムであること等を⼗分考慮した蓄電システムを選定するよう努めること。

補助制度のポイント 地域マイクログリッド構築⽀援事業
※平成30年度補正予算での事業内容です。令和 2年度予算では、変更になる可能性があります。
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地域マイクログリッドの構成要素例
系統線による
地域マイクログリッドの構成例 ⾃営線を⼀部⽤いた構成例

エリア 緊急時の系統線オフグリッドエリア
平常時の系統線電⼒供給網を緊急時に遮断してエリア化

平常時の⾃営線エリア＋緊急時の公的災害拠点等
⼯業団地等＋役場・避難所等

ユ
ニ
ッ
ト

グリッド 系統線（※）
（※）⼀部接続線等に⾃営線の場合あり

⾃営線＋系統線（※）
（※）⾃営線に優位性が認められる場合は系統線に限らず

電源 オフグリッドエリア内の再⽣可能エネルギー
平常時は系統電⼒等で利活⽤

⾃営線エリアの再⽣可能エネルギー
平常時は⾃営線エリア内で利活⽤

需給調整⼒ 蓄電池、コジェネ等、エリア内電⼒の周波数制御や需給バ
ランス調整に活⽤できる設備
平常時は系統電⼒等で利活⽤

蓄電池、コジェネ等、エリア内電⼒の周波数制御や
需給バランス調整に活⽤できる設備
平常時は⾃営線エリア内で利活⽤

需給調整
システム

需給調整システム・エネルギーマネジメントシステム・場合に
より需要家スマートメーター等
平常時は系統電⼒等で利活⽤

需給調整システム・エネルギーマネジメントシステム
（CEMS・BEMSなど）
平常時は⾃営線エリア内で利活⽤

遮断・
切替リレー

系統電⼒を遮断する遮断機 系統電⼒を遮断する遮断機
緊急時送電⽤の⾃営線・系統線接続切替機

事故検知 グリッド内の地絡等事故常時検出機能 グリッド内の地絡等事故常時検出機能

緊急遮断 事故検知を受けた電⼒供給緊急遮断機能 事故検知を受けた電⼒供給緊急遮断機能

その他 ・電気主任技術者の配置が必要
・系統運⽤との調整や責任分界整理等が必要

・電気主任技術者の配置が必要
・系統運⽤との調整や責任分界整理等が必要

※平成30年度補正予算での事業内容です。令和 2年度予算では、変更になる可能性があります。
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地域マイクログリッド 補助対象範囲の例

出典︓環境共創イニシアチィブ︓平成30年度補正 地域マイクログリッド構築事業 公募要領。 6



平成３０年度補正予算の採択状況について
【参考】
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 マスタープラン作成事業は、全国１２件中、北海道では以下４市町村で採択されている。

地域マイクログリッド構築⽀援事業（H30第２次補正予算、北海道管内採択事業）

⽯狩市⽯狩湾新港は、災害時の海上輸
送の重要拠点として指定されており、
道内でも有数のエネルギー、物資の供
給拠点となっているが、バックアップ
電源が未整備。太陽光発電と蓄電池を
活⽤して、⾮常時には港湾施設（ガン
トリークレーン、倉庫等）及び近隣の
港湾関連企業に電⼒を供給できるよう、
地域マイクログリッドの構築を⽬指す。

釧路市阿寒町は、酪農が盛んであり、昨
年のブラックアウトでは、⽣乳の廃棄、
乳房炎などの被害を受けた。災害や⾮常
時にも、地域の多⽬的センターや阿寒農
業組合の酪農家に安定的な電⼒供給がで
きるよう、太陽光発電と家畜ふん尿を利
⽤したバイオガス発電を活⽤した地域マ
イクログリッドの構築を⽬指す。

上⼠幌町は、酪農が盛んであり、昨年の
ブラックアウトでは、乳⽜への飼料供給
遅れによる⽜の体調不良、⽣乳の廃棄に
よる経済被害も発⽣したほか、通信障害
により地域への情報伝達にも影響が出た。
畜産業への被害防⽌や町の防災拠点機能
の維持のため、太陽光発電と家畜ふん尿
を利⽤したバイオガス発電を活⽤した地
域マイクログリッドの構築を⽬指す。

釧路市阿寒町 申請者︓阿寒農協同組合⽯狩市 申請者︓住友電気⼯業(株)

上⼠幌町 申請者︓(株)karch

⽯狩市

上⼠幌町

釧路市阿寒町

鶴居村

地域マイクログリッド構築⽀援事業（H30第２次補正予算）︓ 道内４件採択

鶴居村 申請者︓(株)アドバンテック

鶴居村は、酪農が基幹産業であり、⼀年
中搾乳を継続しなければいけない状況の
中、災害による電⼒供給の停⽌は酪農家
にとって死活問題となる。そこで、住⺠
の⽣活と基幹産業を守るため、酪農業に
よって発⽣する乳⽜のふん尿を利⽤した
バイオガス発電を活⽤した地域マイクロ
グリッドの構築を⽬指す。

令和元年９⽉１１⽇付２次採択
令和元年６⽉１０⽇付１次採択
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採択⼀覧(令和元年６⽉１０⽇ ⼀次公募採択）
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採択⼀覧(令和元年９⽉１１⽇ ⼆次公募採択）
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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
再⽣可能エネルギーを安定的に供給するには出⼒変動に対応する調
整⼒が必要不可⽋です。北海道胆振東部地震では、⼤規模停電に
より系統全体の周波数が低下し、多くの太陽光や⾵⼒発電は⽕⼒発
電による調整余⼒が戻るまで再稼働できず、調整⼒の確保状況と並
⾏して段階的に系統へ接続が⾏われました。⼀⽅で、蓄電池を併設し
た太陽光や⾵⼒発電については、蓄電池の調整⼒が利⽤できたため、
⽐較的早期に接続が⾏われ、電⼒供給に貢献しました。

災害の多い⽇本においては、災害時の安定的な電⼒供給に向け、電
⼒インフラのレジリエンスを強化していくことは緊急の課題です。緊急時に
おける蓄電池の即時応答性及び調整⼒としての有⽤性が確認されたこ
とを踏まえ、再エネ発電設備への蓄電池の導⼊を⽀援します。

 また、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の活
⽤を可能にするよう、蓄電池等の調整⼒を付加した配電網等による電
⼒供給網（地域マイクログリッド）の構築を⽀援します。

成果⽬標
蓄電池の導⼊により再⽣可能エネルギー6万kWの供給⼒を確保する
とともに、優れたエネルギーシステムの構築を⽬指します。

（2）地域マイクログリッド構築⽀援事業

（1）再⽣可能エネルギー発電設備への蓄電池導⼊⽀援事業
 災害時に、電⼒系統の調整⼒が不⾜した場合においても、電⼒系統
へ再⽣可能エネルギーを迅速かつ安定的に供給するための蓄電池を
導⼊する再エネ事業者を⽀援します。（補助率:中⼩企業1/2以内、
⼤企業1/3以内）

地域マイクログリッドは、需
給調整⼒や事故検知・
遮断機能等を有し、既存
の配電線や⾃営線を使っ
て災害時にも再⽣可能エ
ネルギー等を活⽤して電
⼒を供給できるグリッド。
この構築に向けた導⼊可
能性調査を含む事業計
画がマスタープラン。※ 固定価格買取制度の認定対象設備は補助対象経費に含まない

変電所や
フィーダー

系統電⼒線

配電線または⾃営線

再⽣可能エネルギー発電需給調整⼒

蓄電池

など

地域の
需要家

コジェネ

需給調整システム など
バイオ
マス

太陽光
⾵⼒

災害時の⼤規模停電
における
地域マイクログリッド
の活⽤イメージ

地域で再エネ電⼒を活⽤

 災害時にも地域にある再⽣可能エネルギーを活⽤し、地域に電⼒を
供給できる「地域マイクログリッド」を構築しようとする⺠間事業者等
（地⽅公共団体の関与は必須）を⽀援します。
①マスタープラン作成費⽤に対する補助（補助率:3/4以内）
②地域マイクログリッド構築費⽤に対する補助（補助率:2/3以内）

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 平成30年度第２次補正予算案額 44.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
（１）新エネルギー課

03-3501-4031
（２）政策課

03-3501-1728

（1）⺠間事業者等
（2）⺠間事業者等（地⽅公共

団体の関与は必須）

補助
(定額)

国 ⺠間団体等

(1)1/2,1/3
(2)3/4,2/3補助

天候や⽇照条件で変動する出⼒を蓄電池により
安定な出⼒にして連系する

電⼒系統

⾵⼒
発電 蓄電池

太陽光
発電
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本資料に関するお問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境課

〒060-0808
札幌市北区北8条⻄2丁⽬ 札幌第1合同庁舎
ＴＥＬ︓011-709-2311（内線2703）
メール︓hokkaido-shigen@meti.go.jp

（北海道経済産業局HP）
https://www.hkd.meti.go.jp/index.htm
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