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第1章 調査事業概要 

 

1.1. 調査の背景および目的  

 

フィリピン（以下、比国）エネルギー省が発表したエネルギープランにおいて、比国は

積極的な再生可能エネルギーの導入を掲げており、2030年までに約10,000MWを開発する

計画である。 

上記方針のもと、比国ミンドロ島の電力マスタープラン策定を検討しているが、進んで

おらず、本調査では、日本企業の知見や技術を活かしたミンドロ島の電力網の安定化、電

力需給の安定化に向けた提言を行う。  

併せて、再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせたマイクログリッドシステムの導入

可能性を調査し、比国における再生可能エネルギー導入方針の実現の具体化に貢献する。  

当社および東光高岳は、新島・式根島、母島において、島嶼地域の事業収支改善及び再

エネ大量導入の課題に対する対策技術を開発中である。新島・式根島においては、NEDO

実証を通じて、再エネ設備の「出力予測」「出力制御」、電力系統の「需給運用」技術を

確立し、既に実系統における実運用を行っている。  

さらに、母島においては、再生可能エネルギーのみでの電力供給を実現させるべく、技

術的課題となる短絡容量低下や慣性力低下に対する解決策を開発中である。  

こうした当社の取り組みを始めとする日本企業の知見や技術が、高額な燃料を消費するデ

ィーゼル発電の焚き減らしによる発電原価の低減、CO2の削減、電力需給の最適化の実現

への貢献可能性についても調査を行う。  

 

 

1.2. 調査内容 

 

1.2.1. 調査概要 

 

発注者である経済産業省（Ministry of Economy, Trade and Industry: METI）から提示された

仕様書の下記項目を実施する。  

 

（１）ミンドロ島の電力事情の現状分析及び電力マスタープランの策定支援に向けた調査 

 ミンドロ島に関する基本情報（人口分布や産業構造等）の収集 

 電力の供給信頼度、需給安定化及び電化率の向上に向けた目標と施策の把握 

 既存の電力需要想定に基づく電源計画や送配電計画の現状把握と見直しの検討 

 

（２）ミンドロ島におけるマイクログリッドシステムの導入に向けた調査 

 (1)で収集した情報を考慮した系統モデルの解析と解決策の必要性を検討 

 

（３）マイクログリッド分野で適用可能な日本企業の技術、知見に関する調査 

 本分野における日本企業が有する関連技術や取組み状況の調査 
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 日本企業が参入可能となる仕様・条件の電力マスタープランへの反映に向けた調査 

 

（４）比国国内の他地域への水平展開の可能性調査 

 マイクログリッドシステム導入対象地域の選定条件の検討 

 マイクログリッドシステム導入の可能性のある地域や島の可能性調査・選定 

 

（５）電力マスタープラン等の実現性を高めるための提案（PAA 制度等改善活用） 

 比国における PAA(電力分野における性能評価・監査)制度の現状分析と改善策の提案 

 日本政府によるファイナンス面での支援等、その他電力マスタープランの実現性を高

める提案の検討 

 

 

 

 

1.2.2. 調査スケジュール  

 

以下に示すスケジュールで、調査を実施した。  

 

表 1- 1 調査スケジュール  
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【面談先と概要】 

 ・第 1 回渡航(2019 年 9 月 11 日～9 月 19 日) 

日時 面談先 議題 

9/12 DOE ✓ 本案件の主旨説明 

9/13 JETRO,JICA, 

NEA 

✓ 本案件の主旨説明 

✓ 日本企業の比国での活動状況の聞き取り 

9/16 NPC,ORMECO ✓ 本案件（主にミンドロ島）についての意見交換 

9/18 OMECO ✓ 本案件（主にミンドロ島）についての意見交換 

  

・第 2 回渡航(2019 年 11 月 13 日～11 月 21 日) 

日時 面談先 議題 

11/15 DOE,NEA ✓ 水平展開候補先、PAA について意見交換 

✓ 今後の方針説明 

11/18 ORMECO, 

LUBELCO 

✓ 課題の聞き取り 

✓ 現地設備視察 

✓ 今後の方針について議論 

11/19 ORMECO,NPC 

NPC-SPUG 

✓ 課題の聞き取り 

✓ 実務者レベルの議論 

11/20 OMECO ✓ 課題の聞き取り 

 

・クシ大臣との面談＠ヒルトン小田原 (2019 年 12 月 6 日) 

日時 面談先 議題 

12/6 クシ エネルギー大臣 

メンドーサ事務次官 

PNOC Lista 社長 

✓ 本案件の進捗状況説明 

✓ 方向性に関する意見伺い 

 

・第 3 回渡航(2020 年 1 月 19 日～1 月 25 日) 

日時 面談先 議題 

1/20 FICELCO, 

Virac 市長 

✓ 本案件の主旨説明 

✓ 現地設備視察 

1/21 FICELCO ✓ 本案件に対する意見交換 

1/22 JBIC,JICA ✓ 本案件の主旨説明 

✓ ファイナンス面での意見交換 

1/23 DOE ✓ これまでの進捗報告 

✓ 今後の方向性議論 
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1/24 NPC,NEA ✓ これまでの進捗報告 

✓ 今後の方向性議論 

 

・第 4 回テレカンファレンス(2020 年 3 月 10 日～3 月 12 日) 

日時 面談先 議題 

3/10 OMECO ✓ 最終報告書に関する説明 

✓ 提案内容に関する意見確認  FICELCO 

3/12 ORMECO 

※コロナウイルスの影響により渡航中止し、テレカンファレンス実施。  

 

1.2.3. カウンターパート  

 

  本事業のカウンターパートは、以下の 4 機関とする。 

1) エネルギー省（DOE: Department of Energy）:エネルギーに関する比国政府の全ての計

画及び活動について準備、統合、調整、監督及び規制を所管する比国の行政機関。  

2) 国家電化庁（NEA: National Electrification Administration）: 地方電化プログラムを推  

進するための DOE 所管の機関。 

3) 電力公社（NPC: National Power Corporation）: 100%政府出資の国営電力会社として設  

立。その後、分割民営化を経て、既存発電所の管理と送配電系統から遠く離れた地域で

の小規模発電事業を行っている。  

4) 電化組合（Electric Cooperatives）:採算性のある都市地域の配電系統は民間配電事業者

により運営されているが、採算確保の困難な地域は国家電化庁(NEA)の監督の下で、

EC により配電が行われている。EC の供給地域は比国全土の約 9 割を占める。  
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1.2.4. 調査実施体制 

 

調査は、以下に示す体制で実施した。  

 

 

図 1- 1 調査実施体制  
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第2章 フィリピン国の電力事情 

 

2.1. 比国の電気事業 

  

2001 年の EPIRA 施行に伴い、NPC の分割民営化により、電気事業は発電部門と送電部

門、配電・小売部門に分割され、発電部門および小売部門には財閥系グループをはじめ多く

の民間事業者が参入している。 

 なお、EPIRA とは NPC 財政赤字解消を目的とした NPC 保有資産の民間への売却による

負債返済と、適正な価格メカニズムが機能した電気事業の形成を目的とした電力産業改革

法のことである。 

 

2.1.1. 発電部門 

 発電事業は、国営の NPC および民間の IPP によって構成されており、IPP では特に財閥

系グループのシェアが大きい。なお、発電事業を行うためには ERC からライセンス認定を

得る必要がある。 

 

Ⅰ.NPC(National Power Corporation) 

 100％政府出資の国営電力会社として 1936 年に設立。NPC は設立以来、発送電設備の大

部分を保有し、1993 年の IPP 制度導入後もほぼ独占的に IPP から電力購入していたが、

2001 年の EPIRA に基づく NPC の分割民営化により、現在は民営化されるまでの期間の既

存発電所の運営と、送配電系統と接続されていない地域（ミッショナリー地域）での小規模

発電事業（NPC-SPUG（Small Power Utilities Group））が管理・運営などを行っている。

なお、ミッショナリー地域の発電設備についても、経済性・収益性の高い発電設備から順次、

民営化する方針である一方、残された地域の発電設備については継続して NPC が管理・運

営することとしている。 

 

Ⅱ.財閥系 IPP 

 前述のとおり、比国では発電事業に IPP の参入が認められており、財閥系グループ企業

の大手 3 社（San Miguel Energy、First Gen、Aboitiz Power）のシェアが大きくなってい

る。 

 

2.1.2. 送電部門 

 送電事業は、国営の TRANSCO が資産所有、民間の NGCP が事業運営を行っている。 

 

Ⅰ.TRANSCO (National Transmisson Corporation) 

 2003 年に NPC の送電部門を分社化し設立された国営の送電事業者。2008 年の共和国法

9511 号に基づき、PSALM を通じて 2009 年に NGCP へ送電事業権を譲渡した。それ以降、

TRANSCO は送電資産所有や NGCP の事業運営の監督・指導を行っている。  

 

Ⅱ.NGCP (National Grid Corporation of the Philippines) 
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 2009 年に TRANSCO から送電事業権を譲渡され、送電事業運営を行っている。送電設備

の拡充・改良工事については送電設備開発計画（TDP: Transmission Development Plan）

に、運用・補修については系統連系規定（グリッドコード:Philippine Grid Code）に基づい

て実施している。NGCP の出資比率は、国内港湾業務最大手の ICTSI(International 

Container Terminal Services, Inc.)傘下のモンテ・オロ・グリッド・リソーシズ社（Monte 

Oro Grid Resources Corporation ）とカラカ・ハイ・パワー社 (Calaca High Power 

Corporation)の 2 社がそれぞれ 30%、中国国家電網公司が 40%となっている。 

 

2.1.3. 配電部門 

 配電事業は、民間配電事業者（PDU: Private Distribution Utility、25 社）や地方自治体

（LGU: Local Government Units）が所有する事業者（LGU-OU: LGU Owned Utility）（5

社）、小規模の電化協同組合（EC: Electric Cooperative、121 社）など、大小様々な配電事

業者（DU: Distribution Utility）によって構成されている。これら DU は、発電事業者と

の相対取引や WESM（Wholesale Electricity Spot Market）でのスポット取引委より電力

を調達し、供給エリア（実質的に地域独占）の需要家に電力を販売している。なお、各配電

事業者の供給エリアは国会で承認される。  

 

Ⅰ.MERALCO(Manila Electric Company) 

 マニラ首都圏を中心とした国内最大の PDU。2015 年の需要家数は約 580 万軒、販売電

力量は約 290 億 kWh である。MERALCO は小売子会社を 5 社所有しており、MPower、

Vantage Energy Solutions and Management(Vantage) 、 Solvre 、 Clerk Electric 

Distribution Corporation (CEDC)、Pampanga Ⅱ Electric Cooperative(PELCO Ⅱ)とな

っている。 

 

Ⅱ.VECO(Visayan Electric Company) 

 ビサヤス地域最大の PDU。2015 年の需要家数は約 40 万軒、販売電力量は約 26 億 kWh

であり、MERALCO に次いで国内第 2 位の規模である。 

 

Ⅲ.DLPC(Davao Light Power Company) 

 ミンダナオ地域最大の PDU。ダバオ市の本社があり、2015 年の需要家数は約 35 万軒、

販売電力量は約 21 億 kWh であり、VECO に次いで国内第 3 位の規模である。 

 

2.1.4. 小売部門 

 小売事業は、RCOA により契約電力 750kW 以上の需要家が自由化対象(2018 年 3 月時点)

となり、需要家は小売事業者(RES および Local RES)から電力の供給を受けることが可能

となっている。RES として事業を行うには、ERC から認定を受ける必要があり、2018 年 3

月時点でライセンスを取得している RES は 30 社である。また、Local RES は、ある PDU

子会社が親会社 PDU の事業エリア内で小売事業を営む、ライセンスが不要な事業者のこと

を示し、2018 年 3 月時点で 25 社存在する。 

 需要家保護の観点から、需要家がいずれの RES とも契約が成立しない(供給を受けられな

い)場合は、ERC が指定した SoLR(Supplier of Last Resort)がその需要家に対して供給を行
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うこととしており、当該地域を事業エリアとする配電事業者がその役目を担う。2018 年 3

月時点で 44 社が SoLR として指定されている。 

 

2.1.5. ミッショナリー地域(オフグリッド地域) 

 系統に接続されておらず、DU からの供給を受けられない箇所(ミッショナリー地域)では、

NPC-SPUG(New Power Provider)と呼ばれる新規発電事業者が存在する。また、DU また

は EC によって電化がなされていない場合、QTP(Qualified Third Party)による電化が検討

される。 

 

 

 

図 2-1 比国の電気事業体制図 

[出典]一般社団法人 海外電力調査会「海外諸国の電気事業 第 1 編(下巻)」をもとに作成 

 

 

2.2. 比国の開発計画 

EPIRA の施行により、比国政府は電源開発を直接的に推進できない立場となり、電源開

発は民間投資に委ねられている。ただし、採算性の低い地方電化を目的とした小規模電源に

関しては、NPC が新規電源開発を行うこととなっている。  

一方で DOE は国のエネルギー資源の開発・利用に関する基本方針として、エネルギー計

画(PEP)と電源開発計画(PDP)を策定し、将来の需給見通しを示している。  

 

2.2.1. 需要想定 

 PDP における将来の電力需要については、発電、送配電、小売の実績データに基づき、3

地域ごとに算出されている 

この想定によれば 2016 年から 2040 年にかけて、ルソン地域で 5.2%、ビサヤス地域で
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7.1%、ミンダナオ地域で 8.3%の年平均成長率で需要が増加するとし、2040 年時点の全国

の最大電力は 4,929 万 kW と、2015 年の 1,221 万 kW から約 4 倍になるとされ、大規模な

設備開発が必要とされている。 

 

2.2.2. 電源開発 

 図 2-2 に、PDP における電源開発必要量を示す。PDP では前述の最大電力予想に、更に

25%の予備力を上乗せし、必要な設備容量を算出している。  

 送変電設備開発計画(TDP: Transmission Development Plan)に記載されている電源開発

計画としては、短期的な民間の開発計画のうち、受給契約が締結され、融資合意が完了し、

開発段階にあるプロジェクトと、受給契約は締結されているが、融資合意が完了していない

プロジェクトに区分されている。PDP ではそのうち開発段階にあるプロジェクトのみが反

映され、その結果、2040 年時点では、既存設備と開発段階にあるプロジェクトに加えて、

さらに 4,378 万 kW の開発が必要としている。 

 DOE は、電源構成については細かく定めてはいないが、電源の 7 割を低コストで信頼性

の高いベースロード電源(石炭火力、既存の天然ガス火力、大型火力、地熱)で賄うべきとし、

2040 年までに追加で 2,527 万 kW の開発が必要としている。またミドル電源(主に新規天然

ガス火力)とピーク電源(風力、太陽光、石油など)はそれぞれ、1,450 万 kW と 400 万 kW の

開発が必要としている。 

 なお上記で必要とされている容量は、電源ごとの季節特性（渇水による水力の運転減など）

等を考慮した、運転可能容量であり、それは設備容量よりも小さな値となる。その点からす

ると既に、2017 年時点でビサヤス地域とミンダナオ地域は予備力を含めた最大需要に対し、

運転可能容量が不足している状態とされている。図 2-2 のように PDP では 2040 年までに

膨大な量の電源開発が必要とされているが、開発は原則民間投資に委ねられている。そこで

DOE は、電力事業にイニシアティブをもたらす法制度の整備等をもって、この開発促進す

るとし、PDP において図 2-3 のような、発電事業分野のロードマップを提示している。  
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図 2-2 PDP における電源開発必要量 

[出典]DOE, Philippines Development Plan 2016-2040 

 

 

 

 

図 2-3 DOE の発電分野におけるロードマップ 

[出典]DOE, Philippines Development Plan 2016-2040 

 

 

 

2.2.3. 送変電設備開発 

 送変電設備開発については、NGCP が長期開発計画(TDP)を策定している。TDP は次の

ような 5 つのステップを経て策定される。①DOE の需要予測と電源開発計画に基づく、必

要変電設備容量の設定、②送電設備の各ステークスホルダーとの調整、③仮想ネットワーク
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モデルを作成し、様々な供給シナリオに基づく系統シミュレーションを実施、その結果に基

づき、詳細な送電設備開発計画を策定する。④計画案について、各ステークホルダーと最終

調整、⑤DOE の PEP および、PDP との整合調整、ERC による計画審査承認。現在最新の

計画としては TDP2016-2040 の草案が公表され、調整が行われている。 

 TDP2016-2040(草案)によると、短期的計画では、マニラの急増する需要に対応するため

に。マニラ周辺に 3 箇所の変電所が新設され、また近年急増する再エネ接続の課題(需要地

から離れていること、短い開発期間で運開すること、電圧変動など)に対応すべく、Northern 

Luzon 230kV ループ系統や、無効電力設備の追加などが盛り込まれている。  

 

 長期的な計画としては、各系統の基幹送電線(Transmission Backbone)と、島間連系の開

発を定めた大網である送電マスタープランが策定されている。  

 また WESM の全国的な運用と、供給信頼度の向上のために、古くから検討されてきた。

ビサヤス―ミンダナオの系統連系計画は、ミンダナオ―ビサヤス連系計画(MVIP)と名称を

定め、容量 45 万 kW のステージ 1 は、2020 年の運開を目指している。同計画は 2018 年 6

月にはエネルギー規制委員会(ERC)の正式承認を得ている。  

  

2.3. 比国の再エネ導入計画  

 

2.3.1. 再生可能エネルギーの開発促進  

 2008 年に再生可能エネルギー法(共和国法 9513 号、以下「再エネ法」)が制定されて以降、

政府は、電力の供給力確保や二酸化炭素排出量削減に向けた方策の 1 つとして、再エネ事

業を加速していくとしており、国家再生可能エネルギー委員会 (NREB: National 

Renewable Energy Board)が主体となって、「国家再生可能エネルギー計画」 (NREP: 

National Renewable Energy Plan、DOE が策定)を推進している。NREP では、再エネ発

電設備を 2010 年の 544 万 kW から 2030 年にはおおよそ 3 倍に当たる 1,530 万 kW にする

ことを目指している。 

 再エネ開発促進のため、再エネ法では財政的インセンティブと非財政的インセンティブ

が定められており、前者は各種税制優遇措置等、後者は固定価格買取(FIT: Feed-in Tariff)

制度や再エネ利用基準(RPS: Renewable Portfolio Standard)制度である。 

 

2.3.2. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度  

 固定価格買取(FIT)制度については、2008 年の再エネ法に伴い導入され、FIT ルール(2010

年、ERC 決議 No.16)、REPA/RESA(REPA: Renewable Energy Payment Agreement、

RESA: Renewable Energy Supply Agreement)契約ひな型等に基づき実施されている。  

 2012 年にエネルギー規制委員会(ERC: Energy Regulatory Commission)により買取価格

と導入目標が公表されたが、太陽光と風力については電源接続の申込みが急増し導入目標

が達成された。その後、2015 年に太陽光と風力の新しい買取価格と導入目標が公表された

が、その後、目標は達成されている。  

 また、DOE は NREB と協力して、再エネ証書および RPS 制度導入の検討を進めている。 
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・再生可能エネルギー 

Ⅰ.水力 

 DOE によると、包蔵水力は 1,310 万 kW と推定され、内訳は 1 万 kW 超の水力 1,122 万

kW、ミニ水力(100kW 超、1 万 kW 以下) 185 万 kW、マイクロ水力(100kW 以下) 3 万 kW

となっている。2016 年末現在、比国国内には合計 362 万 kW の水力発電設備が導入されて

いる。一方で、未開発水力資源も多く、政府は引き続き水力開発を推進していく方針である。

PEP2016-2030 においては、2016 年から 2030 年までの間に合計 155 万 kW の水力発電設

備が導入される見通しである。また DOE は、水力発電開発募集地域として、ルソン地域 22

万 kW、ビサヤス地域 9 万 kW、ミンダナオ地域 40 万 kW を示している。 

 

Ⅱ.地熱 

 比国は地熱資源に恵まれており、ポテンシャルは 479 万 kW と推定されている。地熱発

電は、発電コストが水力発電に次いで安く、設備利用率が高いことから、以前から重要なベ

ース電源として活用されている。発電設備容量は 2016 年末で 192 万 kW と、アメリカに次

いで世界第 2 位となっている。 

 

Ⅲ.風力 

 比国はアジア太平洋地域のモンスーンベルト周辺部に位置し、季節風が吹き、風力密度は

0.5kW/㎡に及ぶことから、風力の理論上のポテンシャルは 7,660 万 kW、技術的な開発可能

容量は 740 万 kW と推定されている。風況が特に良い地域としては、①Luzon 島北部の

Batanes 諸島および Babuyan 諸島、②Luzon 島北西部、③Luzon 島、Mindoro 島、Samar

島、Leyte 島、Panay 島、Negros1 島、Cebu 島、Palawan 島、Mindanao 島東部および周

辺諸島の高地、④Luzon 島北部から Samar 島にかけての東部海岸地域、⑤Luzon 島と

Mindoro 島間の風回廊、⑥Mindoro 島と Panay 島間の風回廊の 6 ヵ所が挙げられる(各島

の位置は図 2-4 を参照)。 

 FIT 制度導入も後押しし、風力発電設備の導入は近年早いスピードで増加している。DOE

によると、2016 年現在の国内の風力発電設備容量は 43 万 kW であり、今後、100 万 kW 以

上の開発が計画されている。 

 

Ⅳ.太陽光 

 米国立再生可能エネルギー研究所(NREL: National Renewable Energy Laboratory)によ

ると、太陽光発電のポテンシャルは年間平均日量 5.1kWh/㎡と推定されている。  

 風力と同様、FIT 制度の導入により、太陽光発電設備の導入は急速に進んでおり、2016

年末における設備容量は 76.8 万 kW であった。さらに、150 件以上(合計容量 400 万 kW 以

上)のプロジェクトが予定されている。  

 

Ⅴ.バイオマス 

 国内には、大規模農業、畜産、林業などで出されるバイオマス資源(稲わら、もみ殻、バ

ガス、ココナッツ殻など)が豊富にあり、NREL は、そのポテンシャルを 323.1 石油換算 100

万バレルと推定している。2016 年末時点でバイオマス発電設備 35.3 万 kW(うち自家用: 

12.0 万 kW)導入されている。さらに、自家用を含めて 67 件(合計容量 32.6 万 kW)の開発プ
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ロジェクトが検討されている。 

 また、政府はバイオ熱料の利用も推進しており、2006 年に制定されたバイオ燃料法

(Biofuels Act)により、ガソリンおよびディーゼルは一定のバイオ燃料の配合(バイオガソリ

ン:10%、バイオディーゼル:2%)が義務付けられている。ただし、バイオ燃料の国内利用量の

うち半分程度は輸入に頼っており、最終消費者価格の上昇(1 ペソ程度)にも影響している。 

 

Ⅵ.海洋エネルギー 

 比国は島嶼国であるため、海洋エネルギー開発に期待が寄せられており、FIT 制度の対象

にもなっている。計画中のプロジェクトの一つとして、潮流発電プロジェクトがある。比国

中部 Samar 島の北西端に 1,500kW の潮流発電設備を建設し、同島の小規模電化協同組合

(EC)に電力を供給する計画を発表した。投資予定額は 2,500 万ドルと見込まれ、運開時期

は 2019 年中を目指している。 

 

2.4. 比国の電力系統運用状況 

2.4.1. 比国全国の需給バランス 

 比国の系統は、北部の首都マニラのある同国最大の島のルソン島を中心としたルソン地

域、南側にある同国第 2 の面積にミンダナオ島を中心としたミンダナオ地域（中心都市ダ

バオ）、ルソンとミンダナオの両島間における諸島で形成されるビサヤス地域（中心都市セ

ブ）に区分される。ルソン地域とビサヤス地域は直流連系線により連系されているが、3 つ

の系統は基本的に独立しており、各地域における発電電力は、その地域の系統内で消費され

ている。 

 

・発電電力量について 

 発電事業者による比国全土における年間発電力量は、2008 年からの 10 年間で、平均年

率 5.0%で増加し、2017 年には 944 億 kWh となっている。 

 電源種別にみると、古くから地熱発電の発電量が多いことが同国の特徴であるが、近年は

安価で信頼性の高い電源として、石炭火力の開発が進められている。石炭火力はベースロー

ド電源として設備利用率が高く、2017 年には石炭火力からの発電電力量は、全発電電力量

のほぼ半分を占めている。 

 地域別にみると、2017 年にはルソン地域の発電電力量が全国の 72.6%を占め、ビサヤス

地域が 14.9%、ミンダナオ地域が 12.5%となっている。 

 

・発電設備について 

 2017 年の全国の発電設備容量は 2,273 万 kW であり、電源構成は、石炭 35.4%、天然ガ

ス 15.2%、石油 18.3%、水力 16.0%、地熱 8.4%、その他再エネ 6.8%となっている。比国の

特徴として地熱発電の割合が高く、特にビサヤス地域では 28.2%が地熱発電である。地熱発

電は、運転コストが水力発電に次いで安価であり、同じ再エネの風力発電や太陽光発電と比

較して変動がなく、ベース電源として活用され、エネルギー自給率の向上に貢献している。 

 水力発電や地熱発電は、国産再生可能エネルギーであり、運転コストの面でも有利である

が、開発に適した場所は限られ、近年の開発は進んでいない。対して近年開発が進んだのは、

石炭火力や天然ガス火力の開発であり、主に IPP により開発されている。 
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 石油火力は 2000 年頃までは種用電源であり、設備量全体の 5 割以上を占めていたが、原

油価格の高騰や国内ガス田の開発を機に、新規開発は縮小し、老朽化した石油焚き火力も順

次廃止された。しかし、島嶼部を中心にディーゼル発電はいまだ数多く利用されている。  

 また水力発電、地熱発電以外の再エネは、2017 年の設備容量に占める割合は 6.8%であ

り、内訳は太陽光発電 3.9%、風力発電 1.9%、バイオマス発電 1.0%である。2014 年から開

始された固定価格買取(FIT)制度や、WESM における優先給電規程等の導入推進昨により開

発が進み、毎年その前の年の倍近い量が導入されている。  

 

2.4.2. 送変電設備について 

 図 2-4 に比国の主幹系統図を示す。比国では、送変電設備は送電公社(TRANSCO)が資産

を保有し(資産管理と送電事業監督を行う)、比国送電会社 NGCP が系統運用と、送電設備

の保守を行なっている。 
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図 2-4 比国主幹系統図 

[出典]NGCP, Transmission Development Plan2016-2040 

 

・送電設備 

 比国の電力システムは、①ルソン系統、②ビサヤス系統、③ミンダナオ系統の 3 つの主幹

系統によって構成され、各系統は独立しているが、ルソン地域とビサヤス地域は 350kV 直

流連系線により連系している。 

 135kV 以上の系統を管理する監視制御所は、①中央給電指令所(NCC: National Control 

Center)、②地方制御所(RCC: Regional Control Center)、③地域制御所(ACC: Area Control  

Center)の 3 階層に分かれており、ルソン系統は NCC と 4 ヵ所の ACC、ビサヤス系統は 1
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ヵ所の RCC と 4 ヵ所の ACC、ミンダナオ系統は 1 ヵ所の RCC と 5 ヵ所の ACC により管

理している。また、各系統に 1 ヵ所ずつバックアップ制御所(BCC: Backup Control Center)

が存在する。 

 諸島で構成される、比国の国土においては、海底ケーブルによる島間連携が特徴的であり、

その主なものには、①Leyte-Luzon(350kV 直流)、②Leyte-Cebu(230kV 交流)、③Negros-

Panay(138kV 交流)、④Cebu-Negros(138kV 交流)、⑤Cebu-Lapu-lapu(138kV 交流)、⑥

Panay-Boracay(69kV 交流)等がある。中でも Leyte-Luzon 連系は、ルソンとビサヤスの異

なる系統を連系する重要な回線であり、1998 年に運開し、最大容量は 44 万 kW である。 

 送電設備の投資基準については、「N-1 基準」の順守が最優先事項となっている。  

 

・変電設備 

 変電所の一次側電圧は、ルソン系統では 500kV、230kV、115kV、69kV、ビサヤス系統

では 230kV、138kV、69kV(一部 69kV 未満)、ミンダナオ系統では 138kV、69kV により構

成され、ルソン系統とビサヤス系統の直流連系電圧は±350kV となっている。また、500kV、

350kV、230kV 変圧器を器官系統用として、138kV、115kV、69kV 以下の変圧器を配電用

として区分している。 

 

・配電設備 

 配電事業者は、NGCP が管理する一時変電所から 69kV～138kV で受電し、高圧需要家

(受電電圧 69kV～138kV)には自社の送電線を通じて、中圧・低圧需要家には自社の中圧配

電線(13.8kV～34.5kV)および低圧配電線(220V～480V)を通じて、それぞれ電力供給してい

る。以下首都マニラを供給地域とする MERALCO を例に、配電損失と供給信頼度について

概説する。 

 

・配電損失 

 配電損失については、設備の近代化や、盗電などのノンテクニカルロス対策 (電力量計の

柱上設置や不法引込線の撤去など)により改善され、2007 年から 2016 年の 10 年間で 3.29

ポイント減少(9.65%→6.36%)している。なお、配電事業者は、配電損失率 8.5%相当までは、

電気料金の一項目(システムロス料金)として需要家から徴収することが ERC により認めら

れているが、損失率を超える損失分は、電気料金に原価算入することができず、配電事業者

の自己負担となる。 

 

・供給信頼度について 

 供給信頼度は年々改善傾向にあり、平均停電継続時間(SAIDI)は 2007 年の 1,309 分/年・

需要家から 2016 年には 225 分/年・需要家となった（図 2-5）。しかし、比国は毎年のよう

に台風の被害に見舞われており、供給信頼度は台風の通過頻度に左右される。  
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図 2-5 MERALCO 供給信頼度の推移 

[出典]MERALCO, “efforts towards supply vs demand” 

 

 

(以上 一般社団法人 海外電力調査会「海外諸国の電気事業 第 1 編(下巻)」を出典し作成) 
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第3章 ミンドロ島電力マスタープランのレビュー 

3.1. ミンドロ島およびルバング島基本情報  

3.1.1. ミンドロ島概要 

・概要 

ミンドロ島は、ルソン島の南西海岸沖とパラワン島の北東に位置している。  非営利の環

境保護団体である Conservation International によると、海浜魚の生物多様性の中心であ

り、漁業や海運などの経済活動を伴う世界で最も生産的な生態系の 1 つであるヴェルデ島

航路によってルソン島から分離されている。島中央の山脈によりオキシデンタルミンドロ

（島西部）とオリエンタルミンドロ（島東部）に分けられる。島内には、複数の河川があり

小型水力発電サイトとして利用されている。  

ミンドロ島はミンドロ、マリンドゥケ、ロンブロン、パラワンを合わせた地域ミマロパの

１つであり、他の主要な島としてルバング島、カブラ島、アンビル島およびゴロ島がある。 

(ミマロパ地方・・・ミンドロ、マリンドゥク、ロンブロン、パラワン合わせた地方) 
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図 3-1 ミンドロ島 

（出典:各種資料をもとに作成） 

 

・人口について 

ミンドロ島の人口は、2000 年の 110 万人から 2015 年の 130 万人へと増加している。  

 これは、比国全体の人口の 1.3%を占める。 

下の表に、ミンドロ島と比国全体の人口を示す。  
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表 3-1 ミンドロ島の人口 

 

（出典:Philippine Statistics Authority） 

 

表 3-2 ミンドロ島の人口、面積、人口密度  

 

（出典:Philippine Statistics Authority（as of 2015 population census）） 

 

 

表 3-3 オキシデンタルミンドロ（ミンドロ島西部）の各都市人口  

 

（出典:Philippine Statistics Authority 

（as of 2015 population census）Mindoro master plan） 
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表 3-4 オリエンタルミンドロ（ミンドロ島東部）の各都市人口  

 

（出典:Philippine Statistics Authority 

（as of 2015 population census）Mindoro master plan） 

 

・主要産業 

 農業がミンドロ島の主要産業である。比国貿易産業省によると、ミンドロ島はミマロパ

地域の中で最も多くの米の生産を行なっている地域の一つである。  

また、比国の中でも米、トウモロコシ、ココナッツ、煙草、ニンニク、玉ねぎ、マンゴー、

バナナ、メロン、ピーナッツなどの農作物の産地として知られている。  

  

・ミマロパ地域国内総生産  

  ミマロパ地域の国内総生産は 2018 年時点で 1,434 億ペソとなっており、比国全体の GDP 

の 1.6%であった。2014 年から 2018 年にかけて、複合年間成長率(CAGR)が 5.0%増加して     

いる。 

 以下の表に、2014 年～2018 年までのミマロパ地域の国内総生産を示す。  
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表 3-5 ミマロパ地域 GDP 

 

（出典:Philippine Statistics Authority） 

 

・気候 

 ミンドロ島西部は、乾季と雨季があり、6 月～9 月が雨季、11 月～4 月が乾季となって  

いる。ミンドロ島中央部の山脈が自然の壁となり、台風の影響はあまり受けない。  

 ミンドロ島東部は、雨季はないが、台風の影響を受けやすい。また、短い乾季（1～3 か 

月間）がある。 

以下に月平均降水量を示す。  

 

図 3-2 サンホセ（西部ミンドロ）とカラパン（東部ミンドロ）の月平均降水量  

（出典：比国大気地球物理天文局）  

 

・平均風速 

 ミンドロ島の年間平均風速は毎秒 2～3m の間の値になる。  
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図 3-3 ミンドロ島の年間平均風速  

（出典：比国大気地球物理天文局）  

 

・台風 

  比国天文サービス管理局のデータによると、2013 年から 2018 年にかけて 11 個の台風 

がミンドロ島付近を通過した。ミンドロ島におけるこれらの台風の影響はインフラの損傷   

をもたらし、その結果、インフラを修復するために継続的なコストが必要となる。 過去数 

年間、台風による被害は以下のとおり。 

 

表 3-6 ミンドロ島台風被害 

 

（出典:News articles） 
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表 3-7 台風のカテゴリー 

 

（出典：比国大気地球物理天文局） 

 

3.2. ミンドロ島の電気事業体制  

 

3.2.1. ミンドロ島電力事業者  

 ミンドロ島には電力供給事業者として 3 つの EC が存在しており、OMECO はミンドロ

島西部、ORMECO はミンドロ島東部、LUBELCO はルバング島に電力供給を行っている。 

 

図 3-4 ミンドロ島の電力供給事業者 
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（出典:DOE 各種資料をもとに作成） 

 

 

3.2.2. OMECO 組織概要 

・概要 

OMECO は、大統領令の下で正式に組織された非営利の電気サービス流通協同組合であ

る。OMECO は NEA の監督下にあり、NEA から独占的な電力供給を認められている。  

OMECO の電力供給エリアは次の通り。 

Abra de llog, Calintaan, Magsaysay, Mamburao, Paluan, Rizal, Sablayan, SanJose, 

SantaCruz. 

OMECO の供給エリアにある自治体の 1 つ Paluan は、OMECO によるサービス提供が

困難なため、地方自治体が電力供給を実施している。  

以下の地図は、OMECO の電力供給エリアを示したものである。SAMARICA、Sablayan、

および MAPSA の 3 つの供給エリアに分割されている。 

 

図 3-5 OMECO の電力供給エリア 

（出典:DOE Distribution Development Plan） 
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表 3-8 OMECO 概要 

 

(出典:NEA fact sheet;DOE Distribution Development Plan (“DDP”);NEA Memo 

No.2019-041) 

 

・OMECO 組織図 

 

図 3-6 OMECO 組織図 

（出典:OMECO ヒアリングをもとに作成） 
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表 3-9 OMECO 財務諸表 

 

 

（出典:OMECO Statement of comprehensive for 2019） 
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・設備について 

○送電線 

NPC の 69 kV 送電線は、OMECO の電力供給エリアすべての市町村をカバーし、パルア

ン変電所からサブラヤン変電所、そしてサンホセ変電所まで送電されている。 

 

○配電線 

 OMECO は、2,238.4 km の配電線ネットワークを通じて、電力供給エリアすべてのバラ

ンガイに電力を供給している。 

表 3-10 各エリアの配電線 

 

（出典:OMECO PSPP） 
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○変電所 

 OMECO 電力供給エリアの既存変電所については以下の表に示す。  

表 3-11 各エリアの変電所 

 
（出典:Mindoro Master Plan） 

 

 

・供給について 

 OMECO は以下の表に示すように、2 つの電力供給者(NPC-SPUG、OMCPC)から電力を

購入している。 

表 3-12 OMECO 管内の発電事業者 

 

(出典:OMECO PSPP) 

 

・顧客について 

以下のチャートは、2018 年に OMECO がサービス提供した顧客数と、2028 年までの予

測顧客数を示したものである。 

2018 年、OMECO は合計 76,100 の顧客にサービス提供を行った。顧客数は 4.2％の年平

均成長率(CAGR)で増加すると予想され、2028 年には 114,800 人に増加すると予想されて

いる。 

OMECO には、自家発電可能な顧客は存在していない。しかし、パルアン市で 2.0 MW の

ソーラーパネル、2.0 MWh のバッテリー、2.0 MW のバックアップディーゼル発電機を備

えたソーラーバッテリーマイクログリッドを運用している事業者（Solar Para sa Bayan）
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が存在している。 

 

OMECO 顧客構成は、92.2％(70,217 軒)が住宅、5.4%(4,118 軒)が商業、0.1％(84 軒)が産

業、2.3％(1,743 軒)がその他(街灯、公共建物等)となっている。 また、業種内訳の割合は、

一定で推移している。 

 

 

図 3-7 OMECO エリアの顧客数 

（出典:OMECO PSPP） 

 

・電化率について 

OMECO によれば、2022 年までに 100.0％の電化を目標としているが、これは DOE の

宣言された方針に沿っている。 

2018 年 10 月 31 日の時点で、OMECO は、電線延長により電力供給可能となる 175 箇

所の未電化地域を特定した。しかしながら、DOE は、OMECO の電化計画に対して資金

は提供できないと明言している。  

 また、OMECO は未電化地域に対する供給計画を示していない。  

以下に、2018 年 10 月 31 日時点での OMECO 電力供給エリアの電化率を示す。  

 

表 3-13 OMECO 供給エリア電化率 
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（出典:Mindoro Master Plan） 

 

3.2.3. ORMECO 組織概要 

・概要 

 ORMECO は、1973 年 2 月 16 日に設立され、大統領令の下で正式に組織された非営利の

電気サービス流通協同組合である。ORMECO も OMECO と同じく NEA の監督下にあり、

NEA から独占的な電力供給を認められている。 

 ORMECO の電力供給エリアは次の通り。 

 Baco, Calapan, Naujan, Pola, Puerto Galera, San Teodoro, Socorro, Victoria, Bansud, 

Bongabong, Bulalacao, Gloria, Mansalay, Pinamalayan, Roxas。 

 以下の地図は、ORMECO の電力供給エリアを示している。2015 年の台風 9 号の影響に

より、ORMECO の電力系統は North Grid と South Grid の 2 つに分かれている。現在、

電力系統を修復している。 
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図 3-8 ORMECO 電力供給エリア 

（出典:DOE Distribution Development Plan） 
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表 3-14 ORMECO 概要 

 

(出典:2019 NEA factsheets) 

 

表 3-15 ORMECO 財務諸表 
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（出典:ORMECO Statement of comprehensive income for 2019） 

 

・設備について 

○送電線 

 ORMECO エリアで NPC は 127.0km の 69kV 送電線を所有しており、Bansud 変電所か

らプエルトガレラ変電所に接続されている。ORMECO は Bansud 変電所から Roxas 変電

所に接続されている 43.1km の 69kV 送電線を所有している。 

 

○配電線 

 ORMECO は、13.8kV 配電線ネットワークを通じてエリア内に電力供給を実施している。 
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表 3-16 各エリアの配電線 

 

(出典:Load Flow, Short Circuit analysis and Relay Coordination study report) 

 

○変電所 

ORMECO 電力供給エリアの既存変電所については以下の表に示す。  

 

表 3-17 既存変電所供給エリア 

 

(出典:ORMECO technical services dept report ) 
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・需要について 

 ORMECO エリアの顧客業種別の需要の内訳の、現在値および予測値を以下のチャートに

示す。 

 

 

図 3-9 ORMECO エリアの顧客数 

(出典:ORMECO PSPP) 

 

 

以下に ORMECO エリアの電力需要のグラフを示す。  

 

 

図 3-10 ORMECO エリア電力需要 

(出典:ORMECO PSPP) 
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・供給について 

 ORMECO は以下の表に示すように、10 の電力供給者から電力を購入している。  

 

 

表 3-18 ORMECO 管内の発電事業者 

 

(出典:ORMECO PSPP) 
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・電化率について 

 ORMECO の現在の電化率は 96.6%で、総世帯数 220,600 世帯のうち 213,107 世帯に相

当する。以下の表は、2018 年 10 月 31 日現在の ORMECO エリア内の電化率を示してい

る。 

表 3-19 ORMECO エリア電化率 

 

(出典:Mindoro Master Plan) 

 

 

3.2.4. LUBELCO 組織概要 

・概要 

 LUBELCO は、大統領令の下で正式に組織された非営利の電気サービス流通協同組合で

ある。LUBELCO は、NEA の監督下にあり、NEA から独占的な電力供給を認められてい

る。 

 LUBELCO の電力供給エリアは次の通り。 

 Looc, Cabra, Ambil, Golo の 3 エリア。以下に、ORMECO の電力供給エリアを示す。 



 
 

 

- 39 - 

 

 

図 3-11 LUBELCO の電力供給エリア 

（出典:DOE Distribution Development Plan） 

 

 

表 3-20 LUBELCO 概要 
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（ 出 典 :NEA fact sheet; DOE Distribution Development Plan(“DDP”);NEA Memo 

No.2019-041） 

 

・LUBELCO 組織図 

 

 

図 3-12 LUBELCO の組織図 

（出典:LUBELCO ヒアリングをもとに作成） 

 

表 3-21 LUBELCO 財務諸表 

 



 
 

 

- 41 - 

 

 

（出典:LUBELCO Statement of operations） 

 

・設備について 

 LUBELCO は、13.2kV 配電線により電力供給を実施している。一部の配電線は 1975 年

に建設されており、配電線修復計画はあるものの予算の都合により修復されてはいない。  
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・供給について 

 LUBELCO は以下の表に示すように、NPC から電力を購入している。 

 

表 3-22 LUBELCO 管内の発電事業者 

 

（出典：LUBELCO PSPP） 

 

 

3.3. ミンドロ島電力マスタープラン概要  

 

 ミンドロ島における電力関係の事業者は、国営発電会社（NPC）、民間発電事業者、送電

事業者（NPC）、配電会社３社（ORMECO、OMECO、LUBELCO）であり、うちマスター

プラン作成に大きく関与している会社は NPC、ORMECO、OMECO の 3 社であるが、各

社はそれぞれ独立して設備計画を作成している。現状のミンドロ島マスタープランは、基本

的に各社が作成した計画を合算したものに留まっているのが現状である。  

 

 以下に、ミンドロ島マスタープランの概要と課題を示す。  

 

 

3.3.1. NPC（送電線） 

 

（１）設備計画 

・69kV 送電線 

 2015 年の台風（Nona）により、当時存在した島東部の木柱の送電線が倒壊し、北部と南

部のネットワークが分断され、電源が限られている南部において停電が発生した。この経験

を踏まえ、倒壊箇所のリハビリ・木柱からコンクリート柱や鉄柱への建て替え・69kV によ

る島内のループ系統の構築が進められた。69kV のループ系統の完成により、現在の島北部

における供給過剰および南部における供給力不足の解決も期待されている。  

 リハビリについては 2019.9 に完了し、現在は、69kV ループ系統の 2020 年 6 月の完成

を目指し、北部および南部で工事が進められている。完成後は、原則としてオープンループ

による運用を予定している。 

 

・変電所 

 NPC は島内に下記４つの変電所を所有しているが、Sun Jose の変電所については、容量
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が既に逼迫しており、容量の増設が計画されている。  

島北部 ORMECO エリア内：Calapan S/S、50MVA 

島東部 ORMECO エリア内：Bansud S/S 

島南部 OMECO エリア内：San Jose S/S、10MWA 

島北西部 OMECO エリア内：Mamburao S/S、10MVA 

 将来の需要の増加に伴う容量逼迫を踏まえた適切な時期における変圧器の増設を実現す

るためには、地域毎の将来需要の想定・電源供給計画・変圧器増設に必要な計画・予算確保・

設計・工事のスケジュールのすり合わせが重要となる。このうち、需要想定および電源計画

あるいは発電実績データは、EC から NPC に提供される必要があるが、下記の課題により

タイムリーな計画立案が十分に出来ていないという指摘が一部にはある。  

➢ 地域毎の詳細な需要想定が必ずしもなされていない  

➢ 発電会社と EC は PSA を通じた契約関係にあることから、発電データなどが

提供されるものの、NPC と発電会社は契約関係がないため、発電実績データな

どに対するアクセスがしにくい 

 

・SCADA 

 2021 年には SCADA を導入する計画があり、現在入札のための技術要件や要求仕様に関

する検討を行っている。しかしながら、NPC はこれまで SCADA を導入した実績がないた

め、専門家による技術的な支援が必要と考える。また、ORMECO においても Distribution 

SCADA を入れたい要望があり、送電設備と配電設備の両方をカバーするシステムの導入が

理想的である。 

 

図 3-13 ミンドロ島の 69kV 送電線の建設計画 
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(出典: Mindoro Island Master Plan) 

 

（２）将来の計画 

 具体的な計画ではないが、ルソン島との連系（後述）が完成して以降、長期的には、230kV

の基幹送電線を建設し、中長期的な需要増に伴う送電容量の確保ならびに、他の島（パラワ

ン島など）との連系を実現させるために必要な容量の確保を行う案が存在している。  
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3.3.2. OMECOのマスタープラン 

（１）需要想定 

 OMECO のフランチャイズエリアにおける、電力需要想定、ピーク需要想定、家庭用需要

家１軒あたりの年間電力消費量、商業用需要家１軒あたりの年間電力消費量を下記に示す。

2018 年までは実績値、2019 年以降は想定値。電力需要は今後 10 年間で平均 7.4%の伸び率

を想定しているが、2014-2018 年の実際の需要の平均伸び率が 9.9%であることを考慮する

と、保守的に見積もっている。家庭用・産業用・工業用の比率に大きな変化はない。OMECO

の需要予測は、人口をパラメーターとした関数を用いて全体の需要を予測しつつ、未電化地

域の電化やシステムロスの改善などを考慮して想定している。  

 家庭用・産業用需要家 1 軒あたりの年間電力消費量において、2019 年が高く見積もられ

ている理由は、新設の発電所が完成し供給力に余裕が発生したことにより、人々が電気の使

用を増やしたためと推測されている。  

 

図 3-14 電力需要想定 

（出典：OMECO 2019 DDP） 
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図 3-15 ピーク需要想定 

（出典：OMECO 2019 DDP） 

 

図 3-16 家庭用需要家１軒あたりの年間電力消費量  

（出典：OMECO 2019 DDP） 
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図 3-17 産業用需要家１軒あたりの年間電力消費量  

（出典：OMECO 2019 DDP） 

 

（２）電源調達計画 

需要想定に対する電源調達計画を図 3-18 に示す。2018 年実績における契約容量 26MW

に対して、同年のピーク需要の実績は 22.8MW であり、2017 年に OMCPC の 20MW 発電

所完成時からの需要の増加により、供給予備力は減少しつつある。  

なお、OMCPC の発電所は、もともと同社が地熱発電所の建設を計画しており、そのバッ

クアップとして同社が建設したものであり、地熱発電所は技術的な課題により運開しなか

ったことで重油炊きの当該発電所が残された形となっている。同発電所はあくまで非常用

の扱いで OMECO と PSA（Power Supply Agreement、電力供給契約）を締結しているた

め、2020 年で契約を終了させる予定となっている。  

そのため、2019 年現在、CSP（Competitive Selection Process：競争入札）による電源

の入札プロセスが進行中である。同入札においては、電源の種類は問われていないが、

RPS 法（Renewble Portfolio Standard for offgrids：2020 年を基準として再エネ比率を

kWh ベースで毎年 1%増加させるというもの）に準拠することが求められている。この

CSP は、南北に長いエリアと台風などの自然災害に対して脆弱なネットワークを考慮し

て、北部・中部・南部それぞれに発電所を建設する計画となっている。既に入札プロセス

が遅延しており、また、エリア需要の伸びにより継続して需給が逼迫することが見込まれ

る。 
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図 3-18 電源調達計画 

（出典：OMECO 2019 DDP 及びヒアリングにより作成） 

 

（３）ネットワーク設備計画 

 San Jose 地区内で NPC が保有している変電所の変圧器容量が非常に逼迫しており、NPC

に増設をお願いしていたが、アクションが遅いため OMECO 自ら変電所を建設することも

オプションの一つとして考えている。  

 また、南から北への潮流であり、北部末端に行くほど電圧が低下するため、北部 Sta Cruz

地区に昇圧のための配電用変電所の建設も計画されている。  

 

（４）需給調整 

 エリア内の需給調整は発電所（OMCPC）が実施。現在は OMECO では需給バランスは見

ていないが、前述の新規電源調達の CSP の中では、OMECO も需給バランスを見られるよ

うに仕様に入れ、監視できるような仕組みを整える計画である。  

 現状では OMECO と ORMECO が別々に需給調整を行っている状態であるが、69kV の

ループ完成後は島で一体で運用する方が効率的であると考えている。 

 

（５）供給信頼度の向上 

 表 3-23,24 に記載の通り、2018 年の SAIFI は 297 回、SAIDI は 18,886 分とかなり大き

い。大きな原因は供給支障であるが、2017 年から 2018 年にかけて大きく改善している。

これは、NPC と OMECO の保護リレーの協調に問題があったところ、保護リレーの整定協

調をとったため。その他、事故時の再送電において時間がかかる問題（3.4.4 に詳細を記載）

などもある。 
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 Unscheduled の主な原因は、樹木接触や雷である。樹木の伐採は地権者の同意が必要で

あり、伐採に際して金銭を要求されることもあるなど、伐採が進まない一面もある。この解

決策として、比国大統領が Republic Act (RA) 11361：電線の維持管理に関する共和国令 が

出されており、維持管理を妨げるような行為の禁止や、電線の維持管理者の権利（電線の巡

視点検やメンテナンスのために土地に入る権利など）等が定められている。現在は、IRR

（Implementation Rules and Regulations）の交付と施行を待っているところであり、伐

採の円滑な実施が期待されている。  

 

（６）送配電損失の削減 

 送配電損失の削減計画（目標値）を図 3-19 に示す。OMECO は ORMECO と比較してテ

クニカルロスが小さく、ノンテクニカルロスは大きい。 

テクニカルロスについては、69kV ループ系統の運開や変電所の建設により、一定程度の

改善が期待される。 

ノンテクニカルロスが発生している主な要因は、①メーターの誤針、②盗電、③メーター

の故障に起因する欠測期間中の料金未徴収 など。メーターのを目線の高さに設置するこ

とで、メーターの誤針を減らす取り組み、過去の消費量データとの傾向比較により異常値が

発生した場合に確認する取り組み、メーターの取り換えの促進、電柱への Cluster Box（複

数のメーターを設置した箱）の設置などを行っている。 

 

図 3-19 送配電損失の削減計画 

（出典：OMECO 2019 DDP） 
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表 3-23 OMECO の SAIFI 

 

(出典:OMECO CSP Information Memorandum) 

 

表 3-24 OMECO の SAIDI 

 

(出典:OMECO CSP Information Memorandum) 

 

 

（７）未電化地域の電化 

 Barangay（バランガイ：都市と街を公正する最小の地方自治体単位）では 100%電化済

みであるが、世帯レベルの電化率は 77.1%となっている。 

 基本的に系統を延伸することで電化を進める計画であるが、DOE が政策目標として掲げ

ている 2022 年までの電化率 100%の実現は難しい見込み。なお、OMECO に支払われた補

助金の 94％は電化目的で使用されている。  
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図 3-20 OMECO 電化率 

(出典:Minodoro Island Master Plan) 

 

 

図 3-21 OMECO 補助金について 

(出典:Minodoro Island Master Plan) 

 

3.3.3. ORMECOのマスタープラン 

（１）需要想定 

 ORMECO のフランチャイズエリアにおける、電力需要想定、ピーク需要想定、家庭用需

要家１軒あたりの年間電力消費量、商業用需要家１軒あたりの年間電力消費量を下記に示

す。2018 年までは実績値、2019 年以降は想定値。電力需要は今後 10 年間で平均 10%の高

い伸び率を想定しており、これは、NEDA（National Economic Development Agency）が

出している ORMECO のエリアにおけるスタジアム・ターミナル・精米所などの建設増の
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予測を踏まえて、特に商業用需要が増加する想定しているためである。その結果、2018 年

は 22%であった商業用需要の比率が 2028 年には 44%になり、家庭用需要を上回る見込み

となっている。 

 但し、この商業用需要の将来予測は、ピーク需要の将来予測値を用いて負荷率を計算する

と 100%を超えてしまうため、予測値の計算に誤りがある可能性がある。  

 

 

図 3-22 電力需要想定 

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP） 

 

図 3-23 ピーク需要想定 

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP） 
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図 3-24 家庭用需要家１軒あたりの年間電力消費量  

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP） 

 

 

図 3-25 産業用需要家１軒あたりの年間電力消費量  

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP） 

 

（２）電源調達計画 

 需要想定に対する電源調達計画を図 3-26 に示す。2018 年実績における契約容量 55.8MW
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に対して、同年のピーク需要の実績は 52.1MW であり、需給が逼迫している状況であった。

この状況は 2019 年も継続している。実際に、各発電所の実際の発電可能出力は経年劣化や

メンテナンスのためにさらに低下しており、供給力不足が問題視されている。加えて、発電

所は北部に集中しており、アンバランスであることも課題とされている。これは、2015 年

の台風により南北の 69kV 送電線が分断された際に、この供給力の偏在により、南部におい

て供給力不足が生じた経験に基づいている。  

 上記や一部発電所は PSA（Power Supply Agreement：電力購入契約）が終了する発電所

があることも踏まえ、ORMECO では近日中に CSP（Competitive Selection Proecess：競

争入札）により、合計 45MW の電源調達を行うべく準備を進めている。同入札は 20MW と

25MW の 2 回に分割して行う予定であり、少なくとも一つの発電所は南部に設置すること

を要請する計画である。また、電源の種類については入札参加者の提案に任せる方針。前述

の風力の経験を踏まえ、再エネを導入する場合にはアンシラリーサービスも要求すること

を考えている。 

 

図 3-26 電源調達計画 

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP とヒアリングを元に作成） 

 

なお、ORMECO 供給エリア内に４つの水力発電所（定格容量計 24.22MW）があり、う

ち２つは ORMECO 自身が所有している（定格容量計 5.42MW）。さらに、北部において総

容量 16MW の風力発電所が完成しているものの、系統接続した際の周波数変動の影響を考

慮し、現在はテストフェーズとして、2MW のみ接続されている。ORMECO としては、16MW
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を全て接続すると、系統への影響が大きいため、その緩和策として、開発事業者（PHESI 

Wind Energy Power Facility）にバッテリーの設置を要求しているが、拒絶されており、全

量を接続できるかは不透明な状況にある。  

 

（３）ネットワーク設備計画 

 喫緊の課題としては、配電用変電所における各変圧器の負荷率が 80%を超えている箇所

が散見され、これら変圧器の増容量または増設が必要であり、予算が確保されている。  

その他、老朽化した中条トランスの取り換えや、新規に接続する需要家のための配電設備

の延伸などのための予算が確保されている。  

 

（４）需給調整 

 ORMECO 事務所の敷地内にコントロールルームがあり、そこで各発電所の情報（１次電

圧、２次電圧、電流、位相、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数など）をリアル

タイムに収集しつつ、各発電所の発電計画とあわせて、出力指令および周波数調整を実施し

ている。但し、リアルタイムでの情報収集は北部の発電所のみであり、南にある発電所は直

接監視はできていない。各発電所とのコミュニケーションは無線（バックアップで携帯）。

ベースロード用の発電所と周波数調整用の発電所があり、ベースロード電源の発電順位に

ついては、Dispatch Protocol にしたがって、発電指示を出している。原則として、発電単

価の安い電源（本件では水力）から順に発電するルールであるが、発電の順位については毎

月見直しや確認を行っている。 

 SCADA を入れるべく入札準備を進めているものの、予算制約があるため実行できるかは

不透明な状況。 

 

（５）供給信頼度の向上 

 表 3-25、26 に記載の通り、2018 年の SAIFI は 154 回、SAIDI は 11,232 分と大きいが、

主な原因は発電支障。これは、南北に分断されていた NPC の 69kV 送電線が 2019 年 6 月

に復旧したことにより、南北間の電力融通がよりスムーズに可能となるため、解消していく

ことが期待される。 

 次に大きい Scheduled Outage（計画停電）については、設備の改修時に必要な供給停止

を出来る限り集中的に行うことで時間の短縮をすることを志向している。  

 Unscheduled Outage（計画外停電）については、樹木接触と老朽化した設備事故が主な

原因である。現在、配電線には LBS（負荷開閉器）、FCO（カットアウト）などの手動開閉

装置は設置されているが、自動機器類（オートリクローザーなど）は設置されていない。そ

のため、信頼度向上策として、こうしたオートリクローザーや開閉器類の設置のほか、FI

（事故点表示器）を設置するプロジェクトについて予算を申請しているところ。こうした取

り組みにより、事故点の発見と切り離しを早期に行うことを計画中。  

表 3-25 ORMECO の SAIFI 
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(出典:ORMECO technical dept report) 

 

表 3-26 ORMECO の SAIDI 

 

(出典:ORMECO technical dept report) 

 

（６）送配電損失の削減 

 送配電損失の削減計画（目標値）を図 3-27 に示す。ORMECO は OMECO と比較してテ

クニカルロスが大きく、ノンテクニカルロスは小さい。  

テクニカルロスが大きい理由については、前述の通り、これまでは 69kV の送電線が南北

に分断していたため、配電線を延伸して南北を連系し、南において供給支障が生じた場合に

は北から融通をしていたため、ロスが大きくなっていたことも一つの要因であったが、これ

らは今後解消され、また、需要地の近傍に適切に発電所を設置することで、一定程度の改善

が期待される。 

ノンテクニカルロスが発生している主な要因は、盗電・メーターの不具合・ヒューマンエ

ラー（読み取り間違い）など。但し、機器の対策としてメーターを機械式のビルトインタイ

プで盗電しにくいものに取り換えつつあり、OMECO と比較してロスは小さい。 
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図 3-27 送配電損失の削減計画 

（出典：ORMECO 2019-2028 DDP） 

 

（７）未電化地域の電化 

  電化についての課題として、ミンドロ島内で一部未電化地域が存在している。  

 解決策として、ORMECO は NEA に対して未電化地域解消に向けた計画を作成し、

OMECO は未電化地域解消に向けて予算を含む電化計画を作成している。なお、

ORMECO に支払われた補助金の 84%は電化目的となっている。 
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図 3-28 ORMECO 電化率 

(出典:Mindoro Island Master Plan) 

 

 

図 3-29 ORMECO 補助金について 

(出典:Minodoro Island Master Plan) 
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3.3.4. ミンドロ島連系線計画  

以下の図にミンドロ島連系線計画を示す。将来的に、ミンドロ島での補助金削減を目的と

したルソン島とミンドロ島を連系する計画がある。具体的には、NGCP 作成の Transmission 

Development Plan の中に、バタンガス-ミンドロ間の連系線計画が記載されている。300MW

の連系線で、230kV 架空線（37km,6km）と海底ケーブル(25km)が計画されている。 

本計画は 2019 年 1 月に、DOE が Certificate of energy project of national significance

（CEPNS）にサインを行っている。これは、Executive Order (EO) 30 s.2017 for energy 

project にしたがって、CEPNS を取得したプロジェクトは、許認可を出す関係機関への申

請があってから 30 日以内に許認可機関は何かしらのアクションを起こさなければならず、

何もアクションがない場合は認可を取得できたとみなすというものである。これによりプ

ロジェクトの進展が期待された。  

しかしながら、これまで本プロジェクトに関する具体的な進展に関する情報や機器類の

調達に関する情報がなく、検討が進んでいるのかも不明な状況である。  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 3-30 バタンガス-ミンドロ連系線計画図 

(出典:Transmission Development Plan 2016-2040  by NGCP) 
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3.4. コメントおよび改善提案 

3.4.1. 電源計画・系統計画に関する改善提案 

 

・ミンドロ島の将来構想 

ミンドロ島の将来的な電源計画、系統計画を考えるにあたって、考慮すべき重要項目につい

て、以下に記す。 

➢ クシエネルギー大臣およびエネルギー省の基本政策は、経済発展のバックボーンとなる

安定的で信頼度の高い電力供給の実現が最優先。  

➢ 環境政策としての再生可能エネルギー導入は、上記に準ずる位置づけ。  

➢ NGC による 2016-2040 送電線建設計画において、ルソン島とミンドロ島の連系線が明記

されており、時期が決まってないものの、将来的な建設が予定されている。  

➢ ルソン島と地理的に比較的近距離にあり、現状計画では海底ケーブル部分は 25km。 

➢ 現状の電源計画では、新規発電事業者を募集する予定を考慮しても、予備力を含めた十

分な量の供給力が将来に渡り確保されている状況ではなく、安定的な電源の確保が必要

である。 

 

これらを踏まえると、ミンドロ島に今後、大量の再エネ導入を考えるよりも、ルソン島との

連系線接続によるメイングリッドの大規模ガス火力の活用が経済的と考えられる。また、系

統信頼度、安定化を考慮すると、異なる 2 ルートでの供給をすることが必要である。海底ケ

ーブルを 2 ルート化することで、ミンドロ島内のディーゼル発電機は将来的には廃止する

選択が可能となる。ただし、島内の電源としては、系統電圧、安定度上必要な最低限のディ

ーゼル発電機および RPS 法上導入が必要な最小限の再生可能エネルギーを確保する必要が

ある。 

 

 

図 3-31 ミンドロ島の将来構想 
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・至近年の需要想定と電源計画による系統計画について  

現状のとおり、２つの EC による東側と西側系統を別々に運用を継続する場合におい

て、需要の将来想定（年率 7%増）および現在判明している CSP での電源計画を反映した

時、現在から将来（2030 年)までにおいて、送電線の容量が不足する想定は見られなかっ

た。ただし、N-1 送電線事故を想定した場合、ORMECO の北側地域は比較的電源に余裕

があるが、南側は現時点では電源が少ないので南側への融通ができなくなるリスクがあ

る。 

次に ORMECO での聴き取りから、配電用変電所において変圧器のバンク負荷が上がっ   

ているので、需要の伸びや配電線を通じた配電線からの負荷融通可能量、事故時における  

変圧器の短時間容量や負荷融通に必要な時間等を想定した、効果的な増強が必要である。 

 

次に、東側と西側系統をリンクして統合運用を行う場合においても、現在から将来（2030  

年）までの需要想定、電源計画において、送電線の容量が不足する想定は見られなかった。   

ただし、リンクして統合運用をする場合、常時併用とするか開放とするかの議論があるが、 

需給調整ルール整備や潮流管理等の自動システム化が実現するまでは、常時のループ潮  

流の検討が不要で、潮流管理の容易な１か所開放での運用が適当であると思われる。  

 

また、東側と西側の系統を統合して運用する場合、経済面、安定運用面において電源計  

画や送変電設備計画のコスト低減が可能になると考えられる。経済面においては、地点毎  

の需要と供給力のバランスを考え、ネットワークに流れる潮流を抑制することで、送変電  

設備の投資コスト低減が図れる。また、系統容量が大きくなるので、周波数変動等に対す  

る安定度が増すとともに、調整力設備についての最適化を図ることができる。そのため、 

将来の運用形態を想定し、地点毎の需要想定と電源、系統に関する計画の作成が今後必要  

と思われる。 

 

・ルソン島との海底ケーブル連系時の注意点  

  ルソン島との海底ケーブル接続における注意点について提言する。 

  ルソン島側の安価な電力をミンドロ島側の接続点から各地点に供給することになり、  

ミンドロ島側の電源停止が顕著となる。そのため、送電線に流れる潮流の傾向も大きく変  

化（特にケーブル接続点付近が重潮流化の懸念）することから送電線容量の再検討が必要  

となり、条件によりミンドロ島内の送電線太線化等の設備増強が必要となる。接続点から  

東西にどのように潮流を分割しどこまで送電するか等を検討し、送電線増強計画を設計  

する必要がある。 

 

また、ルソン島とのケーブル接続を実施し、ルソン島内の電源からミンドロ島に供給す  

ることを想定した場合、ミンドロ島内における電圧降下の課題が発生すると考えられる。 

そのため、電圧調整機器として、コンデンサや分路リアクトル、同期調相機や SVC、 

STATCOM 等の調相設備の導入や発電機のマストランによる電圧維持が必要となる。さら  

に、夜間等の計負荷時においてはケーブル静電容量によるミンドロ側の電圧が逆に上昇  

する可能性もあり、電圧調整の運用が必要となる。  
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また、ケーブル連系線事故を想定した場合、ミンドロ島内の既設電源をバックアップ用  

としてどの程度残しておくかといった設備設計の検討、および、非常時にどのように運用  

するかといったルール制定を行っておく必要がある。  

 

図 3-32 海底ケーブル接続イメージ  

 

・再エネ大量導入時の課題  

  島嶼のような規模の小さい系統において、気象による変動が大きい再エネ電源が大量  

に導入された場合、電圧上昇や単独運転等の局所的な系統影響に対する課題だけでなく、

系統全体の安定性に対して次のような課題が生じる。  

 

（１）短周期問題 

 太陽光発電や風力発電は日射や風況により数秒単位で出力が変動し、それに伴い系統

電力も変動する。この短時間の変動分をディーゼル発電機で吸収・補完して瞬時の需給バ

ランスを調整している。 

 再エネが大量に導入されると、その分だけ再エネの瞬時の出力変動も大きくなり、これ

に需要の変動も加わった短時間の変動分に対し、ディーゼル発電機が調整を行うことが

より困難になり、周波数が大きく変動し電気の品質に大きな影響を与える。また、周波数

が大きく変動した結果として、再エネ等が運転可能領域を超え、停止し、さらに周波数が

変動。ディーゼル発電機の運転可能領域を超えることで、ブラックアウトに至る恐れも懸

念される。 
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図 3-33 短周期問題イメージ  

 

（２）長周期問題  

電気を安定的に供給するためには、常に電気の使用量と供給量をバランスさせるこ

とが必要である。需要の変動については、ディーゼル発電機の出力調整により、バラ

ンスを取ることになるが、必要な調整量（上げ代、下げ代）については、これまでの

運用により見込み量を決めることができる。しかし、太陽光発電や風力発電等の自然

変動電源は、出力が大きく変動することがあり、それらに対して追加的に調整量を確

保する必要がある。しかし、ディーゼル発電機の出力調整範囲は、通常 50～100％程

度であり、ここに発電機の並解列を絡めて運用することになる。（50％以下での運用

は、発電機本体や周辺機器へのダメージの蓄積や煤塵の発生、効率の低下が生じるこ

とから、推奨しない）  

 

図 3-34 長周期問題イメージ  
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ミンドロ島においては、北部に 16MW の風力発電が建設され、既に系統に一部連系

されているが、今後さらに大規模な太陽光や風力のような再エネ電源が導入されると

上記の課題が顕在化してくる恐れがある。また、ルバング島等の規模の小さな系統で

は、少量の再エネ導入でも上記のような課題は生じやすい。これらへの対策として、

グリッドコードの整備や、EMS や蓄電池によるマイクログリッド技術の活用が求めら

れる。 
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3.4.2. 系統運用に関する改善提案   

 

・系統運用の現状 

2015 年の台風被害の影響もあり、現状、ORMECO および OMECO の電力系統は接続さ

れておらず、それぞれの電力系統を別々で運用している。  

 

（１）ORMECO の周波数調整 

✓ 周波数調整用の発電所 

発電所は計 12 箇所あり、7 箇所のディーゼル発電所、4 箇所の小水力発電所、1 箇所の

試験中の風力発電所がある。 

ディーゼル発電所の内の 1 つ、DMCI 発電所が常時の周波数調整の役割を担っている。

4 ユニット、15MW のうち、最低 2MW を調整力として保有しており、その他はベース

ロードを担っている。NEA に提出される月間レポートによると、DMCI 発電所は、継

続的にエネルギーの契約容量を超過して運転を行っている。 

基準周波数は 60Hz であり、±0.3Hz 以内となるように調整を行っている。  

✓ 系統監視、通信手段 

各発電所の状況は、北側の系統は、Web を通じてリアルタイムで監視可能であり、南側

は整備を進めている状況。連絡は、無線でやりとりをしており、バックアップとして、

携帯電話を利用する。SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）は、高価

なため、今後の導入を検討中である。  

✓ 当直員 

常時の系統運用を担当する当直員は、大きく２チームにわかれており、需要にあわせて、

発電機出力を調整する周波数調整チームと、送電系統および配電系統の運用を担当する

ネットワーク運用チームがある。  

 

（２）OMECO の周波数調整 

✓ 周波数調整用の発電所 

2 箇所のディーゼル発電所があり、1 つは NPC-SPUG の発電所（契約容量 4MW）、も

う 1 つは OMCPC 発電所（契約容量 20MW）である。常時の周波数調整は、OMCPC

発電所が担っており、実際には、発電所側で需要状況に合わせ、発電機出力を調整して

いる。NPC-SPUG の発電所は、2MW は 24 時間、1MW は 12 時間、1MW は 8 時間を

基本とするスケジュール運転を行っている。  

✓ 当直員 

周波数調整とネットワーク運用の両方をひとつのチームが担っている。ただ、実際には

常時の周波数調整は、上記の通り OMCPC 発電所がその大部分を行っている実態があ

る。 
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以上の系統運用の現状を整理すると、以下の表 3-27 となる。 

 

表 3-27 系統運用の現状 

 ORMECO OMECO 

管轄する発電所数 12 箇所 2 箇所 

リアルタイムの周波数調整 当直員で対応 代表発電所が対応 

リアルタイムのネットワーク運

用 

当直員で対応 当直員で対応 

 

 

3.4.3. 一体的な系統運用 

 

（１） 一体的な系統運用を実現する選択肢  

より効率的な系統運用のため、特に最適な需給調整による燃料費最少を実現するため

には、一体的な系統運用を実現することが求められる。実態を踏まえて、現実的な方策と

して考え得るのは、以下の４つの方法が考えられる。前提として、系統運用に関するルー

ル、運用方法は、統一することとする。  

 

A) 現状の組織のまま、系統運用に関する役割分担をルール決めし、両者が役割を担う。  

B) 現状の組織のまま、系統運用に関する役割を、ORMECO（一方の EC）が担う。 

C) 新たな組織として、系統運用を担う組織を作り、NPC がその役割を担う。 

D) 新たな組織として、系統運用を担う組織を作り、第三者機関がその役割を担う。  

 

 

図 3-35 一体的な系統運用を実現する選択肢  
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 （２）一体的な系統運用方法の比較 

各オプションに関する現状の決まりや考察などについて、以下に記す。  

✓ オプション B について 

DOE circular DC2019-01-0001 によると、１つの島において２つの EC がある場合は、

適切な政府機関の発行文書の元、適切なひとつの EC が系統運用の役割を担うとある。 

✓ オプション D について 

DOE circular DC2019-01-0001 によると、ERC に承認された能力のある第三者機関が

系統運用の役割を担うことが可能と記載されている。  

✓ オプション C について 

NPC の経営層から ERC に提出したレターにおいて、NPC が系統運用を担うべき対象

地点が書いてあったが、ミンドロ島はその対象となっていなかった。  

✓ オプション C、D について 

NPC や第三者機関が給電指令を行うとなった場合、各発電所との電力供給契約の変更

が必要となる可能性がある。 

✓ その他 

現状、各 EC は、各発電所との電力供給契約の縛りがあり、経済的なメリットオーダー

による発電指令が出来ていない可能性がある。 

そのため、近い将来、DOE circular DC2019-01-0001 

また、NPC、ORMECO、OMECO が参加した会議体（Power Summit？）において、

NPC から、電力系統が接続されることに関して、2 つの EC 間で Net Metering 

Agreement を締結すべきという提案を行っている。 

✓ オプション B について 

ORMECO に多くの発電所が集中し、すでにネットワーク運用とは別の当直チームにて、

周波数調整を行っており、一方、OMECO は実態として発電所に周波数調整をある程度

受け持たせているという、現状の運用実態を踏まえると、オプション B が、現場への負

担が最も少ない、混乱を最小化する方策と考えられる。  

✓ その他 

2020 年 6 月 69kV ループ系統が完成する時点で、一体的な系統運用を始めないまでも、

連系された電力系統を２つの EC でどのように運用していくか、協議して決定していく

ことが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- 68 - 

 

 

 

以上の一体的な系統運用に関する状況を整理すると、以下の表 3-28 となる。 

 

表 3-28 一体的な系統運用方法の比較 

 オプション A オプション B オプション C オ プ シ ョ ン

D 

DOE Circular 

(DC2019-01-0001) 
 〇 〇 〇 

現状の系統運用の

実態（現実的手段） 
 〇   

効率的な需給調整・

系統運用（理想像） 
  〇 〇 

 

 

 （３）一体的な系統運用に関するロードマップ 

上記の比較を踏まえると、効率的な需給・系統運用を実現するための一体的な系統運用   

方法としては、現実的手段のオプション B による実現がファーストステップとしては望

ましく、その後、オプション C または D という現状の EC とは違う主体による系統運用

の実施に将来的に移行していくことが望ましいと考えられる。なお、現状の DOE Circular

上、オプション B、C、D どれも実施を妨げるものではないと解釈できる。  

また、その移行のタイミングについてであるが、69kV リンクが完成する今年度以降、

系統がつながっている際の各種ルール、手続きを定めることは必要となることから、準備

でき次第速やかにオプション B の実施に移ることが望ましいと考える。その後、オプシ

ョン C または D への以降については、ルソン島との連系線ができた際に、ルソン島では

NGCP が系統運用を実施知ることを踏まえると、それと一体の系統となった際にあわせ

て、NGCP によりミンドロ島の系統運用を実施するのが妥当であると考える。ミンドロ

島において、現状、SCADA 導入の構想があると聞いているが、設計、開発において、こ

の点を見据えて実施する必要がある。  
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図 3-36 一体的な系統運用に関する将来構想  

本提案での将来構想において、大きなターニングポイントは、2 点ある。 

➢ 69kV 送電線リンク完成時、２つの EC でそれぞれ行ってきた系統運用の一体化を進め、

特に需給運用の効率化を図る。 

➢ ルソン島と連系線接続をした時点において、ルソン島、ミンドロ島を同一の系統運用者

にて効率的な一体運用を実施する。  

それぞれの時点までに定めておくべき検討事項を表内に記載した。  

 

 

3.4.4. 電源計画、系統計画、系統運用に関する長期的な検討項目  

ミンドロ島の将来構想に関する提案を前項までに記載したが、さらなる長期の検討項目に

ついて、以下に記す。 

 

＜ルソン島連系を前提とした場合における長期検討項目＞  

① ミンドロ島内の系統強化に関する検討  

島内の需要増加後、送電線潮流増加に対応するため、69kV リンクに加え、230kV リン

クの送電線建設による系統強化が必要となると想定される。送電線計画立案のため、需

要想定、必要な送電線容量、送電線建設ルート、土地収用見通し、環境影響調査、資金

調達計画などの検討を進めていく。  

② ミンドロ島内の必要電源の更新計画  

電圧維持、安定度維持の観点から、必要量の電源を島内に維持し続けるにあたり、需要、

送電量、送電線の系統変化に合わせ、再検討が必要となる。上記の 230kV 送電線がで

きた際には場合によっては、系統解析の結論として、必要な電源はないという可能性も

考えられる。その場合には、レジリエンスの観点から、どの程度の電源を残すかの検討

が必要となる。 
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③ タブラス島、パナイ島との連系線延伸検討  

ルソン島との連系線に続き、タブラス島、パナイ島への連系線延伸をミンドロ島南部か

ら実施することをそれぞれの島の需要増加、電源増強の可能性を考慮の上、検討する。 

 

なお、ルソン島と連系線接続されない場合に関する長期検討項目について、参考に以下に記

す。 

 

＜ルソン島連系をしないことを前提とした場合における長期検討項目＞  

① ミンドロ島内の再エネ大量導入含む電源計画  

長期的な観点から、安定的で信頼度が高く、経済的な電源確保を島内で確保、維持して

いくため、再エネ導入比率を高めていくことを含めた電源計画の検討が必要となる。そ

の際には、ディーゼル発電機、太陽光、風力、蓄電池の最適な組合せ、効率的、経済的

な運用のための EMS 早期導入が必須となる。 

② 台風対策などのレジリエンス強化  

例年被害に遭っている台風などの自然災害への対策として、電源分散配置や風圧加重の

設計を見直した送配電設備構築などのハード面の対応や、襲来時の重要拠点への人員配

置、情報収集・発信力強化、キャパシティビルディングによる当直員の事故復旧対応能

力向上などのソフト面の対応の両面から対策立案が必要となる。  

ルソン島との連系線接続する場合にも必要な対策であるが、電源計画の面からは、より

リジリエンスを重視した対応が求められる。  

③ フィリピンの他の離島への水平展開  

上記 2 点の対応により、離島における電力供給のショーケースを実現し、フィリピン国

内のルソン島と系統連系が難しい他の離島へ展開していく検討を続いて実施していく

ことで、SAIDI・SAIFI 改善、効率的な投資につながるだけでなく、生活の質の向上、

産業誘致、経済発展へつなげていく。  
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3.4.5.供給信頼度向上に関する改善提案  

SAIDI、SAIFI 改善に関する提案として、配電線の系統構成の作り方、配電制御システ  

ム(SCADA)、事故復旧の自動化が一体となった技術である、以下の提案を行った。  

 

（１）遠隔監視、遠隔制御が可能な SCADA 

 

図 3-37 SCADA のインターフェース、画面の一例 

 

（２） 多分割他連系が可能な配電線系統  

 

図 3-38 多分割多連系の系統構成の利点 
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（３） 配電線事故時の制御自動化 

 

図 3-39 配電線事故時の制御自動化 

 

上記に関する先方とのやりとり概要は以下の通り。  

 

＜先方の課題＞ 

配電線事故時、再送電事故時に以下の対応が必要となり、結果的に停電時間の長期化につな

がっている。 

① 配電線事故発生 

事故を検出した変電所遮断器が開放し、事故点がある配電線の全区間が停電  

② 現地操作にて、全ての区分開閉器の開放  

事故点の捜索 

③ 電源側から一区間目の再送電 

供給された負荷量にあわせ、発電機で周波数調整を実施  

④ 二区間目の再送電、以下同様に事故点がある区間の前の区間まで送電  

事故点の区間、それ以降の区間は停電継続  

⑤ 事故点発見、作業等により事故点の健全を確認 

⑥ 事故点の区間、それ以降の区間を再送電し、停電解消  

 

＜日本での標準的な方式＞ 

配電システムによる事故時制御の自動化、多分割多連系の系統を前提とした国内で標準的

な停電時の対応は以下の通り。 

① 配電線事故発生 

事故を検出した変電所遮断器が開放し、事故点がある配電線の全区間が停電  

② 自動操作にて、全ての区分開閉器の開放  
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③ 自動操作にて、電源側から一区間目の再送電  

（系統が十分に大きく、供給された負荷量にあわせ、発電機での調整を実施しない）  

④ 自動操作にて、二区間目の再送電、以下同様に事故点がある区間まで送電  

⑤ 事故発生。事故区間が特定され、その区間の区分開閉器が開放でロックされる。  

⑥ 自動操作にて、事故区間の前までの区間を再送電。  

⑦ 事故区間より、後ろの区間は、連系する配電線より送電。基本はこれも自動操作。  

ここまでの停電復旧操作は、全て自動操作。  

かつ事故区間が局限化され、事故箇所の特定も非常に容易となる。  

⑧ 事故区間については、作業等により事故点の健全を確認  

⑨ 事故点の区間のみ再送電し、停電解消  

 

＜日本方式の導入に関する意見＞  

✓ 事故点の特定のため、事故後、もう１回、事故電流を流すことになることについて、日

本のように非接地系で電流が小さくなく、抵抗(or 直接)接地系で大電流が流れること

となるため、事故点への影響について懸念がある。  

 

＜懸念に対する対応案＞ 

✓ 配電線上に施設した開閉器の通過電流をシステムで収集し事故区間を判定する現状の

方式と組合せ、２回目の事故電流を流さない方式が考えられる。  

 

 



 
 

 

- 74 - 

 

3.4.6.システムロス低減に関する改善提案  

改善されてきた技術的なシステムロス軽減に比べ、改善が困難な技術以外のロスに関す

る改善提案として、スマートメーターの利点を伝えた。 

 

ノンテクニカルロスへの改善策としてのスマートメーター導入  

① 日毎にサーバーに計量データを送信するスマートメーターにより、実際の使用量よりも

過小な報告（メーター確認者との共謀での不正や読み間違い）や計量器改ざんに対する

防止策となり得る。 

 

図 3-40 スマートメーター導入によるノンテクニカルロス軽減策１  

 

② 各種情報から需要予測精度を高め、不正にロスを生じる箇所の特定が可能となる。  

 

図 3-41 スマートメーター導入によるノンテクニカルロス軽減策２  
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3.4.7.ファイナンス面での支援に関する検討  

 

EC が確保する予算には制約があり、特にネットワーク設備の新設や増強費用の捻出に苦

労している実態にある。今回の OMECO や ORMECO へのヒアリングにおいても、ネット

ワークの増強（変圧器容量の追加など）、SCADA の導入、スマートメーターの導入などや

らなければならないことはたくさんあるものの、予算がなくて困っているという声が非常

に強かった。 

発電事業の補助については、UCME という補助金が存在し、民間事業として成立させな

がら競争入札を行うことでコスト削減が進みつつある。しかしながら、ネットワーク設備へ

の補助金の仕組みはなく、こうした補助金をネットワークの投資にも出すことで、供給信頼

度の向上が期待されると考える。  

 

（１）EC の予算について 

 予算請求は、毎年 1 月初旬に ERC に提出する。電気料金の改訂は 5 年毎に行われ、CAPEX

や OPEX を計上して ERC に申請し認可を受ける仕組み。期中に追加投資などが発生した

場合は追加・修正申請も可能である。基本的な考え方は、必要なコスト（従業員給与、O&M

コスト、融資返済必要な設備投資額、などを積算し、これを予想される電力消費量で割るこ

とで電力単価を決定する。実際の電力需要との差異などを考慮し、リファンドされる仕組み

も存在する。 

 運用の実態として、人口の増加や需要の増加に起因して設備投資が必要となり申請した

としても、許認可を出す ERC は需要家への影響を考慮して、急激な電気料金の上昇を望ま

ないため、設備投資を抑制しがちとなっている。  

 

（２）Universal Charge for Missionary Electrification（UCME） 

 UCME は、広く電気料金に課されて集められる補助金。その使用目的は主に下記項目。  

✓ Missionary Area における発電費用の補助金 

✓ 同エリアにおける融資の支払い補助  

✓ 水域の自然保護のための補助金 

✓ 地元固有のエネルギーに対する補助金  

上記のうち、Misionary Area における発電補助金が最も大きい。その分配や使用は ERC

が決定し、主な補助金の受け取り手は、NPC、NPP（New Power Producer：Missionary 

Area における発電事業者）、NPP-QTP（Qualified Third Party：発電に加えて当該エリア

の配電小売事業を行う事業者、未電化地域においてライセンスを持っている地元電化組合

が民間企業に電化と電力供給を託すケースなど）、再エネ事業者などである。  

 なお、MEDP（Missionary Electrification Development Plan）の 2015 年データによる

と、ミンドロ島が最も UCME の補助金を取得しており、その総額は全体の 23.9％に相当す

る、1.7 billion ペソに達する。これは、ミンドロ島の電力消費量が Missionary Area の中で

最も多く、島内の高い発電費用（小規模なディーゼル発電と高い燃料費）の補助金として使

われているためである。 

DOE は、人口の増加や電力消費の増加に伴い、この UCME が増加していることを課題

として認識しており、民間企業の誘致による発電事業の効率化・コスト削減や島間連系線の



 
 

 

- 76 - 

 

建設による UCME の廃止などを目指している。 

 

（３）REFC（Rural Electrification Finance Corporation） 

  EC に対して低金利の融資を行う会社。現在 105 の EC によって所有されている。2017

年の融資実績は PHP 243 million である。融資は、EC の社有車から、変電所建設、変圧

器の交換など様々な目的で使用されている。  

 

上記以外に、DOE・NEA・Chairman of Power Committee がそれぞれ特別な予算を持   

っており、大きなプロジェクトを行う場合に申請することが可能であるが、認められる可   

能性は非常に低い。また、地方電化のための補助金も存在する。  

 

（４）マイクログリッドへの JICA/JBIC の資金援助の可能性 

JBIC、JICA に対して、主にマイクログリッド事業に関する支援の可能性について確認  

を行った。主要な確認事項に関して、以下に記載する。  

・JBIC との確認事項 

✓ 融資のメニューとしては、①ツーステップローン（TSL）と②プロジェクトファイ

ナンスベースでの融資がある。どちらが適切か、あるいは地場の融資かで判断して

もらうことになる。 

✓ ①ツーステップローンは金融機関を介した融資で、ペソでの借入れができるメリッ

トがあるが、金利は高くなる。BDO や DBP などの在フィリピン主要銀行を経由す

ることになる。DBP 経由で小水力を融資した実績がある。JBIC から地場銀行へは

円やドル建てでの融資となり、地場銀行からプロジェクトへはペソでの融資の形。

地盤銀行が為替リスクを負うため、金利は高めとなるデメリット。  

✓ ②PJ ベースでの融資は、PJ のデューデリが発生する。融資規模感は大きめで融資

期間は５～７年。円/ドルとペソのスワップができる期間での融資となる。ペソのス

ワップ市場が発展していないため、長い期間の融資は難しい。  

✓ マイクログリッドの場合は、規模が比較的小さいため、JBIC からの融資を考える

よりも地場銀行からの借入の方が効率的な場合もある。  

✓ 上記の他に、JBIC の参画の方法としては、融資以外には出資者として支援する選

択肢もある。この場合、出資の規模は特に制限はない。出資と融資のリスクの考え

方は異なるが、融資と同じくらいデューデリの期間が必要であるため、プロジェク

トの時間軸については配慮が必要。 

✓ 出資の場合、事業計画に応じて最大 10 年程度目途に所有。株主間契約において、

Put Option をもらうことになる。 

・JICA との確認事項 

✓ 途上国ビジネス展開普及事業は、中小企業向けだが、SDGs に資するものは大企業

も可。ただし上限は 5000 万円。半年に１回募集で期間は 1～３年、調査や資材導

入に対して支援する。 

✓ 事業として参入なら、JICA が出資するということもある 
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第4章 PAA 制度に関する改善提案 

4.1. PAA 制度概要 

PAA(Performance Assessment and Audit)とは、DOE が EC 及び民間事業者（発電・配

電事業者）のパフォーマンス全体を監査・評価し、電力安定供給を促進するため 2017 年か

ら開始された制度である。 

 DOE によると、PAA 改善を支援するコンサルタントを既に選定し、改善案をすでに作成

ずみであり、最終的な PAA 改善案が近く（当初予定は 2019 年末までに）公開されること

となっている。 

4.1.1. PAA 制度内容  

 PAA の評価項目(5 項目)と比重を以下に示す。 

①財務(25%) 

  ・債務返済率 

 ・負債比率 

 ・流動比率 

 ・当座比率 

 ・電力会社への支払い 

 ・トランスミッション・サブトランスミッションへの支払い  

 ・NEA への支払い 

 ・銀行及びその他金融機関への支払い  

 ・NEA 監査評価 

 

②制度的ガバナンス(30%) 

 ・人事：リーダーシップと管理 

 ・ガバナンス 

 ・ステークスホルダー 

 ・顧客サービス 

 ・スタッフ-顧客-経営者の組織形成 

 ・顧客の要望/苦情への対応 

 ・顧客満足度調査 

 

③技術(20%) 

 ・電源の信頼性 

 ・SAIFI 

 ・SAIDI 

 ・システムロス 

④電化レベル(20%) 

⑤報告要件(5%) 
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図 5-1 再エネハイブリッドシステムの概要および利点  

 

一般的に、ディーゼル発電コストが高い離島において、再エネ導入を一定量進めていけば、  

燃料の炊き減らし効果が顕在化し、コストが下がっていく傾向となる。また、蓄電池と組み

合わせることで、ピークシフトの効果により、追加的にコスト削減を実現できる可能性があ

る。 

ただし、再エネ導入の検討にあたっては、上記の経済計算に加え、電力系統に関する技術シ

ミュレーション（電力系統解析）が必要であり、また、その島単体で考えるだけでなく、国

全体の電源計画、送電計画との整合をとった上での総合的な判断が必要となる。  

 

（３）再エネ導入時の技術課題  

ディーゼル発電機の高い燃料費を再生可能エネルギーを導入することにより、削減する

ことが第一に考えられる手法であるが、その場合、電力系統上の技術課題の解決についても、

対応が必須となる。国内外の数多い再エネ導入事例を元に知見を整理し、再エネ導入割合に

より顕在化する課題および解決策について、以下の表に示す。 
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表 5-2 再エネ導入に伴う技術課題 

 

 

（４）再エネ導入の選択肢  

上記の検討課題、対策を踏まえた上で、再エネ導入に関する選択肢は大別して以下の 3 通り

に整理される。 

 

図 5-2 ミンドロ島における再エネ導入割合の選択肢  
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5.2. 現状認識  

 69kV 系統は NPC-SPUG が所有・管理しており、NPC-SPUG によると 2020 年には系統

がミンドロ島の沿岸をループ状に連系し、電力供給信頼度の向上が図れる計画である。  

現在、Occidental Mindoro エリアでは、南部の Samarica 地区に民間発電事業者運営の

24MW のディーゼル発電所、北部の Mamburao 地区に NPC 運営の 6.7MW のディーゼル

発電所が稼働している。一方、Oriental Mindoro エリアでは、北部に OMECO 所有の 2 つ

の小型水力発電所、民間発電事業者の運営する 6 つの発電所が、中・南部に民間発電事業者

の運営する 4 つの発電所が稼働している。表 5-3 に、Mindoro Master Plan に記載されて

いる現在の発電所の諸元を示す。No of Years は電力売買契約期間となり、“＋”と表記され

ているのは、契約延長されたものと推察される。  

 

表 5-3 現在の Mindoro 島の発電所 

 

Mindoro Island Master Plan 27,Dec,2018 をもとに作成 

No 管轄 EC Power 

Supplier 

Plant 

Type 

Location Contract 

Capacity 

(MW) 

No of 

Years 

1 OMECO NPC-SPUG Diesel Mambura

o 

6 5 

2 〃 OMCPC Bunker 

C 

San Jose 20 25 

3 ORMECO DMCI 

Power 

Bunker 

C 

Calapan 15 20 

4 〃 Ormin 

power 

Bunker 

C 

Calapan 6.4 20 

5 〃 Power One Bunker 

C 

Calapan 9 15+5 

6 〃 Linao 

MHPP 

Hydro San 

Teodoro 

1.2 EC 

owne

d 

7 〃 Linao 

MHPP 

Hydro San 

Teodoro 

1.5 EC 

owne

d 

8 〃 GBH 

Power 

Resources 

Bunker 

C 

Gloria 5 20 
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9 〃 MGC 

Roxas 

Diesel Roxas 9.85 8+4 

10 〃 MGC 

Bansud 

Diesel Bansud 7.2 6+2 

 

5.3. 系統モデルの解析 

 前項のとおり、ミンドロ島は一部の再エネを除き、ほとんどの発電所がディーゼル発電機

（以下、DG）によって発電している。 

一般的にメインの系統と切り離されているオフグリッド地域は主に島嶼部に存在し、その

需要規模は数 MW から数十 MW と小さく、発電は DG が主体となっている。しかし、燃料

調達・輸送コストが高額であることなどの理由により、発電コストは石炭火力発電所と比較

して高い。例えば、OMECO の管轄エリアで電力供給している NPC 所有の MAMBURAO-

DDP（ディーゼル発電所）の発電原価（TCGR）は 12.6 PhP/kWh である。このうち需要家

負担（補助金充当後の公定発電単価 SAGR）は 5.64 PhP/kWh であり、TCGR と SAGR

の差額は補助金（UC-ME）で賄われている（表 5-4）。KPMG フィリピンの調査によると、

UC-ME 総額のうち、約 23.9 %がミンドロ島への補助に使われている。  

 

表 5-4  MAMBURAO-DDP の TCGR とミンドロ島エリアの SAGR 

内訳 料金単価（PhP/kWh） 

TCGR (発電単価) 2) 12.6118 

SAGR (補助金充当後公定発電単

価) 3) 

5.6404 

出典 NPC-SPUG , Ture Cost of Generation Rate as of December 2018 

https://www.napocor.gov.ph/images/Downloads/TCGR/CY 2018 TCGR.pdf 

NPC web site as of November 2019  

https://www.napocor.gov.ph/index.php/npc-spug-electricity-rates 

 

前述のとおり、UC-ME は島嶼部における発電原価の高さを補填するために活用されるた

め、UC-ME の増大はフィリピン政府として大きな課題となっている。このため、政府は、

再生可能エネルギーを導入して安価な電力を活用することで、燃料の焚き減らしによる発

電原価の低減、ひいては UC-ME を削減できることを大いに期待している。  

一方で、PV や風力発電は気候に依存して発電量が変動するため、特に島嶼部における小

規模な系統へ大量導入すると需要と供給のバランスをとることが難しくなり、供給信頼度

の維持が課題となる。 

Oriental Mindoro 地区を管轄する ORMECO によると、Mindoro 島北部の Puerto Galera

に単機容量 2MW の風力発電機が 8 機（トータル 16MW）建設され、現在は本格運用に向

けて試運転中であるが、このウィンドファームは、出力の安定化を目的とした蓄電池を有し

ておらず、ORMECO サイドとしては全量を系統へ供給した際の供給信頼度の維持に不安を

感じている。 
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表 5-6 2021 年の発電所  

 

Mindoro Island Master Plan 27,Dec,2018 及び OMECO invitation to bid をもとに作成 

No 管轄 EC Power 

Supplier 

Plant 

Type 

Location Contract 

Capacity 

(MW) 

No of 

Years 

Period 

Covered 

1 OMECO OMCPC Diesel San Jose 20 25 Feb. 2014 – 

Feb. 2039 

2 〃 － － SAMARIC

A 

SABLAYA

N 

MAPSA 

24 

6 

9 

15 Mar.2020－

Mar.2035 

(Under CSP) 

3 ORMECO DMCI 

Power 

Diesel Calapan 15 20 2013－2033 

4 〃 Ormin 

power 

Diesel Calapan 6.4 20 2010 – 2025 

5 〃 Power One Bunker 

C 

Calapan 9 20 2004 – 2024 

6 〃 Linao 

MHPP 

Hydro San 

Teodoro 

1.2 － － 

7 〃 Linao 

MHPP 

Hydro San 

Teodoro 

1.5 － － 

8 〃 Catuiran 

MHPP 

Hydro No Data 8.0 No 

Data 

No Data 

9 〃 Inabasan 

MHPP 

Hydro No Data 8.0 No 

Data 

No Data 

10 〃 PHESI 

WTPP 

Wind Puerto 

Galera 

6.0 No 

Data 

No Data 

 

5.4.2. 解析モデル 

 図 5-3 にシミュレーションモデルを示す。風力発電の風況データは、NASA Surface 

meteorology and Solar Energy database のデータを利用した。 
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図 5-3 解析モデル 

 

 

図 5-4 2021 年の想定需要 

 

5.4.3. 解析結果 

 解析結果を表 5-7 に示す。最も経済性のあるハイブリッドシステムは、ピークシフトの蓄

電池を導入しないシステム構成となった。PV の導入量は 55MW で年間の発電量は 62GWh

となり、PV 導入率は kWh ベースで 13%となった。本システムによる焚き減らし効果は、

年間 5.5 億円を見込む。ピークシフトの蓄電池が適用されなかった理由は、蓄電池を導入し

て得られる燃料の焚き減らし効果より、蓄電池の導入費用の方が高いと算出されたためで

ある。 
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第6章 適用可能な日本企業の技術、知見に関する調査 

6.1. 日本企業が有する関連技術や取り組み状況の調査  

6.1.1. エネルギーマネジメントシステム（EMS）の紹介 

マイクログリッドにおけるコア技術として、エネルギーマネジメントシステム(EMS)があ

る。本報告書において EMS は、太陽光、風力等の分散型電源や蓄電池システム、既設のデ

ィーゼル発電機等を制御対象として、これらの制御対象を需給バランスや経済運用を考慮

した上で統合的に制御するシステムと定義する。図 6-1 に EMS の概要イメージの一例を示

す。 

次項以降で、国内外の EMS を活用した実証事例を紹介するとともに、蓄電池等のマイク

ログリッドに関わる周辺技術についても紹介する。  

 

図 6-1 EMS のイメージ 

 

6.1.2. 日本におけるマイクログリッド実証事例の紹介 

 日本において、再エネ導入拡大を目的に離島などの独立系統で EMS 開発を含めたマイク

ログリッド実証事業が行われている。主な実証事業の概要、EMS 開発企業などの調査結果

を表 6-1 に示す。また、その特徴と実証事例を紹介する。  
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表 6-1 日本におけるマイクログリッド実証と EMS 開発企業 

 

 

（１）宮古島メガソーラー実証  

宮古島の系統需要は最大で約 55,000kW であり、今回の太陽光発電設備（4,000kW）

を系統連系した際の系統安定化対策として、ナトリウム硫黄電池（NAS 電池 4,000kW、

28,800kWh）等による系統安定化装置を設置し、以下の項目について実証試験を行った。 

・太陽光発電の急峻な出力変動を平滑化するための制御機能を検証する。  

・既存電源の周波数制御に加え、太陽光発電と蓄電池との組合せによる周波数調整機能

を検証する。 

・太陽光発電の予測手法を検討し、予測された太陽光発電結果及び蓄電池残存電気量か

ら発電計画を作成し、計画に基づいた出力運転の実現を目指す。  

 

実証サイト 宮古島（沖縄電力） 黒島 他５島（九州電力） 隠岐（中国電力） 新島（東京電力）

実証目的、概

要

・島嶼地域の低炭素化に向け、再

エネを大量導入するため、蓄電池

やＥＭＳを導入し、再エネの出力

変動が実系統に及ぼす影響を検証

・離島の再エネ導入拡大に伴う電

力品質維持

・ＤＧ燃料削減によるコストダウ

ン、環境負荷低減

・離島の再エネ導入拡大に伴う電

力品質維持

・ＤＧ燃料削減によるコストダウ

ン、環境負荷低減

・地域活性化

・将来の再エネ大量導入を見据

え、再エネを最大限受け入れ可能

な系統システムの構築

・社会的なコストミニマムとなる

最適な設備形成・運用手段を確立

再エネ設備規

模（kW）
4,000kW 黒島70kW他 計120kW 約10,390kW（既連系含む） 約1,060kW（既連系含む）

ＥＭＳメー

カー
東芝エネルギーシステムズ 富士電機 三菱電機 東光高岳

システム特徴

・蓄電池、ディーゼル発電、再エ

ネの電力需給制御

・周波数変動制御

・太陽光発電システムの計画的操

作

・蓄電池での再エネ出力変動補

償、出力平準化、ピークシフト(発

電機の高効率運転)

・再エネ出力、需要を予測

・２種類の電池での短周期変動と

長周期変動に対応するハイブリッ

ド制御

・ディーゼル発電機と蓄電池の協

調制御

・再エネ設備の出力予測

・蓄電池、ディーゼル発電、再エ

ネが協調する需給運用、最適経済

運用
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図 6-2 宮古島メガソーラー実証の概要 

(出典：2010/10/5 沖縄電力プレスリリース) 

 

（２）離島独立型系統（黒島他）実証  

離島の独立した電力系統において、再エネを大量に導入した場合に発生する影響を

把握し、系統安定化対策を検討するため、実証試験を行った。黒島の実証開始時にお

ける系統最大需要は約 190kW であり、太陽光 60kW、風力 10kW と蓄電池 319kWh を

導入した。既存内燃力発電設備は制御対象外だが、その運転に影響を与えない協調可

能なシステムとなっている。同規模の他の５つの島でも設備を導入して試験を実施し

た。 

・出力変動補償効果の検証  

 太陽光発電の急峻な短周期の出力変動を平滑化する制御機能の検証及び必要とな

る蓄電池容量の検討  

・出力平準化効果の検証 

 短周期に加え、長周期の出力変動を抑え平準化する制御機能の検証及び必要となる

蓄電池容量の検討  

・ピークシフト運転(発電機の高効率運転)の検証 

 低負荷時に太陽光発電出力の発電量を蓄電池に充電し、高負荷時に放電することで

既設発電機の高効率領域での運転時間を確保し、発電コストを削減する技術の検証 
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図 6-3 離島独立型系統実証の概要  

（出典：九州電力プレスリリース） 

 

 

（３）隠岐ハイブリッドプロジェクト実証  

再エネの導入拡大に向けて、再エネの発電量の変動を調整するために、「リチウムイオ

ン電池(2,000kW)」と「NAS 電池(4,200kW、25,200kWh)」という特性の異なる 2 種類の

蓄電池を組み合わせ、短周期変動と長周期変動に対応するハイブリッド制御システムを

構築した。システム構成は図 6-4 の通りで、ハイブリッド蓄電池システムのある西ノ島

変電所と、ディーゼル発電機のある西郷発電所、黒木発電所、そして再エネ設備等をネ

ットワークで結んだシステムとなっている。EMS では、隠岐諸島内の電気の使用量と

再エネの発電量を予測し,蓄電池による充電・放電とディーゼル発電機の発電量を制御

する。以下の項目について実証試験を行った。  

・電力供給の安定性向上 

 再エネ発電量の変動について、2 種類の蓄電池を組み合わせることで良好に制御

でき、周波数を一定に保てることを確認。  

・地球環境負荷の低減  

 再エネの導入拡大により、ディーゼル発電による発電量を減らすことで、地球温

暖化の原因となる CO2 排出を削減。 

・地域活性化 

 本プロジェクトは日本初の先進的な取り組みで、視察のため多くの方が来島。  
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図 6-4 隠岐ハイブリッドプロジェクトの概要  

（出典：中国電力「隠岐ハイブリッドプロジェクト」ホームページ） 

 

（４）新島実証 

将来の再エネ大量導入を見据えた系統システムの構築を目指し、新島にて実証設備

の構築および実証試験を実施した。新島の系統需要は最大で 4,400kW であり、太陽光

（既連系含め 460kW）、風力 600kW および蓄電池 500kWh×2 台を導入し、EMS にて

既設のディーゼル発電含む各設備を統合的に制御し、最経済運用を目指した。実証で

は以下の項目について検討した。  

・再エネ設備の「出力予測」「出力制御」  

・既存電源、蓄電池等の蓄エネ、再エネが協調する「需給運用」  

 

図 6-5 新島実証の概要  

 

 

6.1.3. 海外における EMS 企業（マイクログリッドコントローラベンダー）の紹介  

 Navigant Research 調査結果などの文献調査をもとに、海外において EMS の開発および
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6.1.4. 蓄電池技術の紹介 

電力系統安定化用の大容量定置用蓄電池について、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、NAS

電池、ニッケル水素電池、レドックスフロー電池等の種類の電池が使われており、それぞれ

の特徴及び日本の製造企業について表 6-3 に示す。 

 

表 6-3 蓄電池の種類と特徴 

 

 

 

6.1.5. その他マイクログリッドに関する技術  

 再エネ導入がさらに拡大し、電力系統からディーゼル発電機等の同期発電機が減少する

と慣性力低下の問題が発生する。その対策技術として仮想同期発電機 (VSG: Virtual 

Synchronous Generator)や、再エネ電源と蓄電池を同期電動機と同期発電機の組み合わせ

（M-G セット）を介して電力系統に連系する技術などの研究も進められている。  

（１）仮想同期発電機 

再エネ電源や蓄電池などのインバータ電源に、同期発電機と同様の特性を持たせる仮

想同期発電機 VSG 制御の開発研究が進められている。VSG 制御により、インバータ電

源は仮想的な慣性や同期化力を有することになり、系統の安定化に寄与する。  

（２）M-G セット 

M-G セットを介した再エネ電源と蓄電池は、電力系統側から見ると単に同期発電機の

みが並列していることとなるため、電力系統内の同期発電機比率は維持される。沖縄電

力は、波照間島にて M-G セットを用いた再エネ導入拡大を目的とした実証事業を行っ

ている。 

 

リチウムイオン電池 鉛蓄電池 ＮＡＳ電池 ニッケル水素電池
レドックスフロー電

池

正極 リチウム化合物 二酸化鉛 硫黄
オキシ水酸化ニッケ

ル

バナジウムイオン(5

価)

負極 炭素、チタン化合物 鉛 ナトリウム 水素吸蔵合金
バナジウムイオン(2

価)

電解質 有機溶媒 硫酸水溶液
βアルミナセラミッ

クス

水酸化カリウム水溶

液
硫酸バナジウム溶液

サイクル 4,000～15,000 1,000～5,400 4,500 1,000～3,500 100,000

カレンダー(年) 7～20 10～20 15 7～10 20

エネルギー密度高

く、高電圧が得られ

る。小型軽量。満充

電での放置や温度変

化に起因する劣化が

有る。

過充電に強く出力が

高い。広い温度範囲

にて動作する。充放

電効率が比較的低

い。

エネルギー密度が高

く、利用SOC範囲が

広い。運転時ヒータ

で加熱する必要があ

る。

危険物としての取り

扱い不要でリサイク

ルが容易。自己放電

が比較的大きい。

サイクル寿命が長

い。エネルギー密度

が低く、水溶液を扱

うタンク等、設置面

積を要する。

ＧＳユアサ、村田製

作所、東芝
日立化成、古河電池 日本ガイシ 川崎重工業 住友電工

電池種類

構成材料

寿命

特徴

日本の製造メーカー例
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図 6-7 ネグロス島とセブ島連系と 11t ブレーキ装置の開発 

 

 

6.1.7.まとめ 

本章では、マイクログリッドにおけるコア技術である EMS と国内外における EMS を活

用した実証事例を紹介するとともに、蓄電池等のマイクログリッドに関わる周辺技術につ

いても紹介した。 

日本のメイングリッドは他国と連系のない島嶼国であり、地震や台風などの襲来もある

災害国であるにも関わらず、世界トップレベルの信頼度を実現している。図 6-8 の各国の需

要家１件当たりの年間平均停電時間(SAIDI)と平均停電回数(SAIFI)においても、日本は世

界トップレベルの実績を達成している。  

また、多くの島嶼部においても、メイングリッドの知見を利用して電力系統の高信頼度を

実現し、再エネの大量導入時における高信頼度の維持についても成果を上げている。  

アジア、太平洋の島嶼国における主なニーズは再エネ等の活用や海底ケーブルを活用し

たメイングリッドとの接続による発電単価の低減、および産業等の活性化による経済的な

発展である。そして、産業等の発展のためには、高品質な電力が必要不可欠であり、日本の

技術はフィリピン国のニーズともマッチしていると考えられる。  
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図 6-8 各国の需要家１件当たりの年間平均停電時間(SAIDI)と平均停電回数(SAIFI) 

（[出典]東京電力パワーグリッド資料をもとに作成） 
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第7章 フィリピン国内での水平展開の可能性調査  

 

7.1. マイクログリッド導入の基礎調査箇所の抽出  

ミンドロ島の他でのマイクログリッド導入の基礎調査箇所として、西ミンドロ州に属する

ルバング島を、マスタープランレビューの一環という観点から検討対象とする。  

また、フィリピン国内の離島からの検討対象の抽出にあたっては、以下の順で対象の絞り込

みを行った。結果的には、カタンドゥアネス島を選定した。  

① 民営化もしくは民間資本参入の可能性のある地域  

② 経済的に有望かつ電力系統での改善余地 

③ 需要規模、セキュリティレベルなどの詳細選定条件  

 

① 民営化もしくは民間資本参入の可能性のある地域  

MEDP(Missonary Electrification Development Plan)によると、離島の中で、財務状況が

比較的良い、民営化もしくは民間資本参入の可能性のある地域が特定されている。系統規模

により３つのクラスに分けられているが、UC-ME 削減の観点からは、大規模な系統ほど効

果が大きいため、政策の促進が望まれている。以下に、民営化もしくは民間資本参入の可能

性のある地域を示す。 

 

表 7-1. 民営化もしくは民間資本参入の可能性のある地域 （出典：MEDP） 

 

 

② 経済的に有望かつ電力系統での改善余地 

さらに、経済的に有望かつ電力系統での改善余地の大きさの観点を用いて、追加の抽出を行

う。抽出の基準となった指標を以下に示す。  

・人口密度 

・市場のポテンシャル 

・UC-ME の大きさ 

・SAIDI、SAIFI の大きさ 

・システムロスの大きさ 
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図 7-1 ルバング島の 2018 年の需要実績  

 

（３）解析モデル 

a) 解析モデル 

図 7-2 に解析モデルを示す。DG のモデルは既存の Lubang Diesel Power Plant の構成と

し、PV、蓄電池の容量をシミュレーションで導出する。  

 

図 7-2 解析モデル 
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7.2.2. カタンドゥアネス島へのマイクログリッドシステム導入可能性検討  

次に、マイクログリッドシステムの導入候補地として、カタンドゥアネス島の電力系統に

おいてマイクログリッドシステム導入による燃料削減効果等のシミュレーションを行った。 

・カタンドゥアネス島の電力事情  

ルソン島の南東部沖合に位置するカタンドゥアネス島は、約 1,500 平方 km の面積を有

しており、全体的に起伏が多い地形となっている。また、46%が森林で占められているこ

とから、水資源には恵まれており、複数の水力発電も開発されている。島内の人口は約 26

万人で、主な産業は漁業、農業、観光となっている。  

同国エネルギー省が公表している Distribution Development Plan 2016 – 2025 によると、

同島の最大電力需要は 2016 年時点で 10MW であるが、2025 年までの電力需要の伸びは年

15%を見込んでおり、2025 年時点の最大電力需要は 37MW まで増加すると想定している。  

同島の電化協同組合 FICELCO（First Catanduanes Electric Cooperative）が島全体への電

力供給サービスを提供しており、13.2kV の配電系統の管理・運営を行っている。また、水

力発電やディーゼル発電など異なる電源種別に対して、発電コストの安いものから順番に

発電を行うメリットオーダーに基づく給電指令も FISELCO が行っている。電力系統は、

ルソン本島との連系はなく独立したオフグリッド系統となっており、図 7-3 に示す通りで

ある。 

 

図 7-3 現状のカタンドゥアネス島の電力系統  

 

 

 

同島内の発電事業者は、NPC、Sunwest Water Electric Company （SUWECO）の２社が

おり、2020 年 1 月時点の発電機構成は表 7.5 の通りとなっている。  
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実績と 2022 年需要想定を示す。また、水力発電データについては、FISELCO、NPC から

受領したデータをもとに年間想定したものを用いた。  

 

 

 

 

 

図 7-4 カタンドゥアネス島の 2018 年需要実績と 2022 年需要想定と日負荷曲線  

 

（２）解析モデル 

 前述のミンドロ島、ルバング島の解析では、再エネを導入するもののディーゼル発電機

を主体とする系統での運用を想定したものであった。本解析においては、再エネ導入量を

さらに増やし、再エネを主体としディーゼル発電機を副とする系統での運用を想定してシ

ミュレーションを行う。 

再エネを大量に導入した分、燃料焚き減らし効果は増大する一方、系統安定化のため蓄

電池の導入量を増やし EMS で適切に制御する必要が生じる。また、電力系統からディー

ゼル発電機が減少またはゼロとなる場合が生じ、慣性力の低下の問題が発生するため、仮

想同期発電機等の対策技術も合わせて導入することとする。  

 図 7.5 に再エネを主体とした場合の解析モデルを示す。太陽光と系統安定化用の蓄電池

を導入し、EMS にて制御する。また EMS では、可能な範囲で既設のディーゼル発電や水

力発電を監視、制御し、島全体の需給制御を実施するものとする。太陽光と水力を最大限

に活用し、ディーゼル発電は、雨季などの PV の発電が十分見込めない場合に備えたバッ

クアップ電源としての位置づけとする。  
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年間の燃料削減量  21GWh (27%) 

年間の燃料費削減  225 百万 PHP 

 

本モデルは、蓄電池を大量に導入して PV の導入量を飛躍的に増加したことで、同島に

おけるエネルギー自給率を 34%まで高めることができるとも言い換えられる。  

課題の一つとしては、大規模に導入する蓄電池のコスト削減が挙げられる。Bloomberg

の価格予測によると、2030 年にはリチウムイオン蓄電システム価格は$170～240/kWh と推

定しており、今後の蓄電池価格の動向を注視していく必要がある。  

 

（４）導入の可能性検討について  

 マイクログリッド導入に関して、クシエネルギー大臣、エネルギー省(DOE)、 国家電化

庁(NEA)等より、代表的なフィリピン島嶼において、安定供給、再エネ導入、産業誘致を

実現するショーケースを作ることへの強い期待を持たれている。また、今回の訪問で

FICELCO や NPC とも意見交換を通して、マイクログリッド技術に関する可能性について

も関心を持ってもらうことができた。  

 カタンドゥアネス島での検討では、再エネを大量に導入した分、燃料焚き減らし効果は

増大する一方、系統安定化のため蓄電池の導入量を増やし EMS で適切に制御する必要が

生じる。このように、大量の再エネ導入を目標とする島嶼において、本来、系統運用者が

行う周波数や需給調整への影響についても無視できなくなる。  

一方でフィリピンにおいては、このような系統安定化対策を誰が担うか等の役割、ルー

ルについて明確に定められておらず、十分な資金源も無いため導入のモチベーションが働

かない。また、現状再エネ導入量が少ないので、再エネ増大による系統への影響が顕著に

出ていないということもその一因である。  
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第8章 総括  

マイクログリッドシステム導入を見据え、ミンドロ島電力マスタープランレビューを実

施した本調査では、フィリピン、ミンドロ島における電力事情に関する基礎情報収集に始ま

り、エネルギー省（DOE）、電力公社（NPC）を始めとする中央政府、ORMECO、OMECO

の２つの EC を中心とするミンドロ州側のカウンターパートへの技術的な提案に基づく、

有意義な意見交換をたびたび実施することができた。  

その中で主要議題となったのは、ミンドロ島における将来の電源計画、系統計画のあり方

と、系統運用の担い手に関する将来構想の２つであった。離島における電力供給の信頼度確

保、再エネ導入との最適なバランス、経済的な需給運用を実現するための系統運用者の担い

手については、フィリピン全体でどうあるべきか、まさに検討を進めている渦中であり、こ

ちらの提案に対して、高い関心を持ち、噛み合った議論を行うことができた。 

加えて、供給信頼度向上やシステムロス低減、PAA 制度への改善提案などについても、

日本での知見、技術、経験をもとにした提言を行った。  

マイクログリッド導入に関しては、ミンドロ島における導入効果をシミュレーションに

より示し、同じミンドロ州のルバング島と、水平展開候補先としてのカタンドゥアネス島に

おける結果も提示した。 

加えて、中核技術となるエネルギーマネジメントシステム（EMS）の国内および海外で

の技術確認を実施した。 

 

 

上記が本調査結果の全体概要であるが、日本企業の技術導入の可能性、水平展開可能性に関

係するまとめ、提言を以下に記す。  

⚫ ミンドロ島の将来構想としては、エネルギー大臣、ＤＯＥの基本的な考え方、電力系統

構築に関する技術的な知見から、ルソン島との連系線接続を基本とする方針が妥当であ

ると現時点では結論づけた。そのことから、マイグログリッドシステムのショーケース

として、ミンドロ島を位置づけるのは難しいと判断した。  

⚫ 一方、ミンドロ島へのマイクログリッドシステム導入のシミュレーション結果として、

導入効果を確認できたことから、連系線接続をする場合においても、電圧維持、安定度

維持の観点から必要となる島内電源として、ハイブリッド発電を導入する選択は十分効

果的である。 

⚫ フィリピン国内の離島においては、需要がそれほど大きくなく、ルソン島から地理的に

離れたところが多く、マイクログリッド導入のポテンシャルが高いところが多い。その

中で今回、カタンドゥアネス島をひとつの水平展開先として導入に関するシミュレーシ

ョンを行い、概算ではあるが一定の投資効果があることが示された。深掘りとなる追加

検討実施が望まれる候補地である。  

⚫ マイクログリッド導入検討にあたっての課題となる主要な項目を以下に記す。  

① NGCP が主に検討を進める連系線計画との整合 

② 台風などの自然災害に対するレジリエンス強化対策  

③ 既得権益となるディーゼル発電会社などとの既存の電力供給契約(PSA) 

④ 通常は CSP による競争入札が基本であるが、応札図書に競争優位な条件を含める
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か、もしくは競争回避を実現するかなどにより、事業者として選定される方法。  

⑤ 適切なローカル会社とのパートナーシップ  

⚫ 日本企業の技術導入可能性としては、海底ケーブルや架空送電線建設に比べて、系統計

画、系統運用の知見を活かし、システム全体の設計、導入、運用に関わることが可能な、

ＥＭＳを中心とするマイクログリッドシステム導入が、現実的な事業可能性が大きく、

DOE、NPC を始めとするフィリピン政府、各地域の EC から望まれている。 
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（様式２） 

 

二次利用未承諾リスト 

 

報告書の題名 

フィリピン共和国マイクログリッドシステム導入に向けた電力マスタープラン策定支援及

び発電・送配電事業者向け性能評価・監査に関する調査  

 

委託事業名 

令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業  

 

受注事業者名 

東京電力パワーグリッド株式会社  
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