
富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

188（ 16 ）

1　まえがき

温室効果ガス削減をはじめとした地球環境問題への取組
みは，地球規模の枠組みの作成や目標設定が検討されてい

る。この中で，再生可能エネルギーは，その導入が環境問
題の解決と産業育成の両面に有効であるとされ，今後さら

なる発展が期待されている。

一方，再生可能エネルギーの大量導入は，電力系統への

悪影響が懸念されている。

1990 年代後半から欧州連合（EU）各国では，地球環境
問題への対応を目的に，大量の風力発電の導入を進めたた

め，さまざまな系統問題が顕在化しており対応が急務と

なってきている
⑴

。

富士電機では，2009 年から離島におけるマイクログリッ

ドシステムの構成の検討とともに，再生可能エネルギーを

大量に導入したときの独立系統における課題とその対応方
法を検討してきた。

本稿では，これらマイクログリッドシステムを離島に適
用した際の制御機能や導入設備の概要について紹介する。

2　マイクログリッドの離島への適用

₂.₁　マイクログリッドシステム 

マイクログリッドシステムは，分散型電源を複数台使用
して，地域的に電力の需要と供給のバランスを保ちながら

電力の運用を行うもので，次の特徴を持つ
⑵

。

⒜　複数の需要家が存在する特定地域に適用
⒝　分散型電源と小規模電力供給ネットワークにより構

成
⒞　既存の大規模電力系統から独立して運転可能なオン

サイト型電力供給システム

⒟　系統との連系は系統連系タイプと独立系統タイプ

⒠　 一 般 的 に ICT（Information and Communication 
Technology）を利用して複数の分散型電源や負荷を

統合的に制御
このような小規模系統は，地域内融通型電力供給システ

ムとして再生可能エネルギーを利用することで環境にやさ

しい電力系統であるとともに，電力や熱の貯蔵設備を持つ

ことで地域内の再生可能エネルギーに起因する出力変動や

需要の変化を吸収し，既存の電力に影響を与えない系統に

やさしいシステムとして普及が期待されている。

₂.₂　離島への適用における目的と課題

離島マイクログリッドシステムは，本来のマイクログ

リッドの特徴を継承しつつ小中規模独立系統に特化したシ

ステムであり，再生可能エネルギー大量導入時の独立系統
における電力品質の維持と供給信頼度の確保を目的として

いる。

世界には無数の有人離島が存在し，その多くは独立系統
により電力が供給されている。日本は世界的にも多くの離
島独立系統を持つ国である。

離島の独立系統では，運用制約などの問題で内燃力発電
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上での課題と解決方法，ならびに九州電力管内の 6 島と沖縄電力管内の 3 島で実施中の実証試験の概要を示す。

There are many inhabited isolated islands throughout the world and most of these operate with independent power systems. Because 
such power systems located on small isolated islands are small in size and their generators have small inertial energy, they are sensitive to 
fluctuations in the output of renewable energy. To solve this problem, Fuji Electric has studied the configurations of microgrid systems for 
isolated islands and has also studied the challenges for isolated systems when introducing a large amount of renewable energy as well as the 
way to address those challenges. This paper describes the challenges and solutions for applying microgrid systems to small isolated islands 
and also presents an overview of verification tests being carried out on six islands in Kyushu and three islands in Okinawa.

表₁　離島における再生可能エネルギー導入の課題

項　目 課　題

需給運用 常時需給バランス維持が必要（許容される変動は，既設
発電機のガバナ追従能力範囲内）

周波数
電圧維持能力

再生可能エネルギーおよび負荷変動による周波数変化が
大きく，瞬時に変化が起こる

予備力 予備力が極端に小さい（発電機の単機容量が小さいため）

経済性
再生可能エネルギーの変動量を補償する予備力（上げ代）
を持たせた場合は，ディーゼル発電機の運転点が低出力
となり燃費が低下する
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機による電力供給が一般的であり，比較的 CO2 排出係数
の大きな化石燃料を使用している。また，遠隔地への燃料
輸送は発電コスト高の原因となり，離島では経済性に関す

る問題を抱えている。

このような問題を解決するために，化石燃料が不要な再
生可能エネルギーを離島に大量導入することが環境負荷の

低減と経済性の両面を解決するものと考えられている。

しかし，再生可能エネルギーの大量導入は電力系統の電
力品質や供給信頼度の低下を招き，導入にはこれらを解決
するための対策が必須である。離島における再生可能エネ

ルギー導入時の課題を表₁に示す
⑶

。

マイクログリッドシステムの導入は，離島に再生可能エ

ネルギーを大量導入した場合に懸念される各種課題に対し

て有効な解決方法となる。

3　離島マイクログリッドシステム

₃.₁　基本構成

図₁に，離島マイクログリッドシステムの基本構成を示
す。

システムは，既設の内燃力発電システムと，再生可能エ

ネルギーおよび電力貯蔵装置からなり，それぞれの発生電
力や電力品質評価項目（周波数・無効電力など）をセンサ

で計測し，高速伝送路でマイクログリッド制御装置に送信
する。

小規模系統では，主として慣性エネルギーの小さい小容
量内燃力発電機を使った運用であるため，再生可能エネル

ギーの出力急変や停止などによって瞬時の周波数変動など

の電力品質の低下が発生する。このような急変は，既設の

発電システムの制御装置（ガバナ制御）では追従不可能で

あり，未対策の場合は周波数の規定値逸脱など系統の電力
品質の低下を招くおそれがある。

系統規模が数百 kW 程度の離島（小規模離島）では，

この瞬時周波数変動が顕著に表れる傾向があり，変動補償
機能の高速化が必要である。さらに小規模離島では，発電
機の運転台数が少なく，運用調整範囲が小さい。そのため，

再生可能エネルギーの発電比率が高くなると既設発電機の

運用範囲での安定運用が困難になるため，再生可能エネル

ギーの出力制限や電力貯蔵装置の冗長化，大容量化による

ピークシフト運用などの対策が必要となる。

また，系統規模が 1,000 kW 程度の離島（中規模離島）

では，複数台の内燃力発電機による台数制御が中心で，予
備力に余裕があれば運用範囲を広く設定できる。このこと

から，マイクログリッドシステムは，既設発電設備の制御
範囲での最も経済的なシステム構成が可能となる。

₃.₂　小規模離島における制御機能

富士電機では，高効率ガスエンジン発電機の負荷投入時
の負荷追従性能をアシストする機能（アブソーバ機能）を

持つ無停電電源装置 ｢UPS 8000G シリーズ｣ を商品化し

ている。この無停電電源装置は負荷の瞬時変化を捉え，数
ms 〜 10 ms 程度の瞬時変動補償が可能である。また，風
力発電所の出力変動抑制を目的とした安定化装置の実証試
験を，株式会社ウインパワー西目風力発電所（富士電機
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100% 出資の風力発電会社）で 2008 年から実施している。

この実証試験により，安定化制御技術および蓄電デバイス

の運用管理技術を確立した
⑷

。これらの技術をベースに，小
規模離島向けのマイクログリッド制御機能を開発した。

図₂に，開発した小規模離島向け制御機能の構成図を示
す。本制御機能により，風力発電機のカットアウトや太陽
光パワーコンディショナの停止なども含めた瞬時変動に対
して系統周波数の逸脱なしに制御することができる。図₃

は，瞬時電力補償機能ありの場合と，なしの場合とを比較
したシミュレーション結果である

⑶

。

₃.₃　中規模離島における制御機能

常時複数台の回転機型発電設備で運用されている中規模
離島においては，発電機の慣性エネルギーにより一定の過
渡変動は吸収される。このような系統では発電機の運用範
囲も比較的広く，経済的な装置導入を考えた場合，蓄電デ

バイスの適切な選定と容量の低減が重要である。

さらに，系統規模が大きくなると再生可能エネルギーの

設置点も複数になり，再生可能エネルギーの出力変動の検
出は難しくなる。このような場合には需要変動も含めた系
統の高速周波数変動補償が有効な手段となる。

₃.₄　蓄電デバイスの選定

マイクログリッドを構成する上で蓄電デバイスの選定は，

運用および経済性の両面で重要である。富士電機では，西
目風力発電所で蓄電デバイスメーカーの協力を得て，ニッ

ケル水素電池，高サイクル鉛蓄電池，電気二重層キャパシ

タによる検証を実施してきた。

本検証試験により，デバイスごとの許容充放電深度やサ

イクル寿命に関する特性を考慮した蓄電デバイスの管理機
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能を開発した
⑷

。

蓄電デバイスは，図₄に示すように種類によって特性
が異なる。蓄電デバイスの選定にはこれらの特性に加えて，

サイクル寿命や設置面積，経済性を考慮して適用を検討す

る必要がある。

一般的にはピークシフトのような負荷平準化用途には，

蓄電デバイスの大容量化が必要であり，比較的体積エネル

ギー密度が高い蓄電池が有利とされている。

一方，変動補償用途にはさまざまな蓄電デバイスの適用
が検討されている。数分以内の比較的短周期の変動周期の

安定化対策には，サイクル寿命や体積出力密度で優位にあ

るキャパシタが有利とされている。また，数十分以上の長
周期変動の補償には，リチウムイオン電池などの新型電池
も含めてさまざまな蓄電池が適用されている。

富士電機では，このようなさまざまな蓄電デバイスの

適用検証とともに，蓄電デバイスの共同開発も進めてき

た。電力変換装置用リチウムイオンキャパシタモジュー

ルは，富士電機と FDK 株式会社の共同開発品である。こ

れは，電気二重層キャパシタとほぼ同一用途に適用可能な

キャパシタで，同一容量の電気二重層キャパシタと比較し

て小型軽量化が可能である。

リチウムイオンキャパシタモジュールの外観を図₅に，

その仕様を表₂に示す。

₃.₅　高速周波数検出装置

マイクログリッドにおける周波数検出は，電力品質の 1
指標にとどまらず，内燃力発電機を含むマイクログリッド

域内における電力供給と需要のバランスを知るための重要
な指標である。

離島における独立系統全体の協調制御を実現するために

は，既設制御装置で追従できない瞬時の周波数変動に対し

て，マイクログリッド制御が有効に機能する必要がある。

系統周波数検出の原理の例として，例えば定められた期
間内において系統交流電圧がマイナス（－）ボルト値から

プラス（＋）ボルト値に移行する回数 N と，N 回の移行
に要した時間から交流 1 サイクルを算出する方法

⑸

などが用
いられる。この場合，周波数検出に数 100 ms 〜 10 s 程度
の検出時間が必要とされる。

富士電機では，系統交流電圧を信号源にし，独自の誤差
圧縮アルゴリズム・最適特性フィルタを採用することで，

実系統の周波数変動に対し約 30 ms の周波数追従特性を持
つ高速周波数検出装置を開発

⑹

し，マイクログリッド制御機
能における高速周波数変動補償に適用した。図₆に，開発
した高速周波数検出装置の実測結果の一例を示す。

4　離島マイクログリッドシステムの実証試験

₄.₁　小規模離島における実証試験

富士電機では，九州電力株式会社が経済産業省資源エネ

ルギー庁の“離島独立型新エネルギー導入実証事業費補助

図₅　リチウムイオンキャパシタモジュールの外観
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図₆　高速周波数検出装置の実測結果例

表₂　リチウムイオンキャパシタモジュールの仕様

項　目 仕　様

定格電圧 DC45 V（27 〜 45 V）

初期静電容量 200 F以上（1 A放電時）

初期内部直流抵抗 19 mΩ以下（100 A放電時）

充放電電流（定格） 20 A

外形寸法 W203×D134×H193（mm）

質　量 6 kg

表₃　導入設備の概要（小規模離島）

導入設備

離島名

太陽光
（kW）

風　力
（kW）

鉛蓄電池
（kWh）

リチウム
イオン電池
（kWh）

黒　島   6.0 10 256 66

竹　島   7.5 ─ ─ 33

中之島 15.0 ─ 80 ─

諏訪之瀬島 10.0 ─ 80 ─

小宝島   7.5 ─ 80 ─

宝　島 10.0 ─ 80 ─



富士時報　Vol.84 No.3 2011

特  

集

離島向けマイクログリッドシステム

192（ 20 ）

金”を受けて実施した離島マイクログリッドシステムの関
連設備を納入した。導入設備の概要を表₃に示す。

系統規模に対する新エネルギー導入量は島ごとに，約
10 〜 30% 程度と異なり，春や秋に代表される中間期の最
低需要量と比較すると 50% を超える導入量になる。蓄電
池は，高サイクル寿命型鉛蓄電池とリチウムイオン電池を

適用し，変動補償用途およびピークシフトなどの平準化用
途に使用する。これらの島は本土から遠く輸送制約が大き

いことから，連系設備および連系インバータなどの電気品
は，全て本土にて小型コンテナを利用した収納容器に据付
け・配線を行った上で，海上輸送することにより現地施工
の簡素化を図った。

図₇に収納容器の外観を，図₈にシステムの全景を示す。

₄.₂　中規模離島における実証試験 

富士電機では，沖縄電力株式会社が経済産業省資源エネ

ルギー庁の“離島独立型新エネルギー導入実証事業費補助
金”を受けて実施した離島マイクログリッドシステムの関
連設備を納入した。表₄に導入設備の概要を示す。

本システムでは，前述したリチウムイオンキャパシタモ

ジュールを世界で初めて系統安定化用途に適用した。各設
備のキャパシタは，系統に発生した急峻（きゅうしゅん）

な出力変動を既設制御装置の応答範囲に平滑化できる容量
として設計した。また，制御装置には高速周波数検出装置
を利用した高速周波数制御を採用しており，系統周波数の

変動にも既設発電設備のガバナフリー機能の応答前に周波
数安定化を図る機能を備えている。図₉に導入システムの

全景を示す。

5　あとがき

本稿では，主に離島マイクログリッドシステムにおける

富士電機の特徴ある製品と適用技術を紹介した。今後は，

システムの標準化およびパッケージ化を完了し，海外市場
を視野に入れた経済性と輸送および施工の簡素化を追求す

る予定である。

最後に，実証事業への装置導入に関して多大な協力と指
導をいただくとともに，本稿への資料提供に協力いただい

た九州電力株式会社殿，沖縄電力株式会社殿および株式会
社沖縄エネテック殿の関係諸氏に感謝する。
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図₇　収納容器の外観

図₈　システムの全景（黒島）

図₉　システムの全景（多良間島）

表₄　導入設備の概要（中規模離島）

導入設備

離島名

太陽光
（kW）

電力貯蔵装置

変換器容量
（kW）

キャパシタ容量
（kWh）

多良間島 250（25） 300 7.2

与那国島 150（15） 200 4.7

北大東島 100（10） 100 2.9

＊：（　）内：富士電機のフィルム型アモルファス太陽電池「FWAVE」の容量
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