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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統に連系され、自然エネルギーを用いて発電する発電装置と、
　電力を蓄電可能な蓄電手段と、
　前記発電装置と前記電力系統との間の配線の所定部分を通過する電力を検出する電力検
出部と、
　前記蓄電手段の充放電を制御する充放電制御部とを備え、
　前記充放電制御部は、前記電力検出部により検出された電力が第１電力から第２電力に
変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、前記第１電力から前記第２電力に
変化した時点から第１期間内に前記第２電力から前記第１電力近傍の電力に戻らない場合
に、前記蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている、発電システム。
【請求項２】
　前記充放電制御部は、前記電力検出部による検出電力が、前記第１電力から前記第２電
力に変化した時点から前記第１期間内に、前記第１電力の近傍の値または前記第１電力と
同一の値からなる所定の閾値に電力が到達しない場合に、前記第２電力から前記第１電力
近傍の電力に戻らないと判断するように構成されている、請求項１に記載の発電システム
。
【請求項３】
　前記閾値は、前記第１電力の近傍の値で、かつ、前記第１電力よりも大きい第１閾値と
、前記第１電力の近傍の値で、かつ、前記第１電力よりも小さい第２閾値とを含み、
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　前記充放電制御部は、前記第１電力から前記第２電力にかけて前記検出電力が大きくな
る方向に変化し、かつ、前記第１期間内に前記検出電力が前記第１閾値以下にまで低下し
ない場合に、前記第２電力から前記第１電力近傍の電力に戻らないと判断するとともに、
前記第１電力から前記第２電力にかけて前記検出電力が小さくなる方向に変化し、かつ、
前記第１期間内に前記検出電力が前記第２閾値以上にまで上昇しない場合に、前記第２電
力から前記第１電力近傍の電力に戻らないと判断するように構成されている、請求項２に
記載の発電システム。
【請求項４】
　前記充放電制御部は、前記電力検出部による検出電力データを所定の検出時間間隔で取
得するとともに、前記所定の検出時間間隔で取得された検出電力データに基づいて、前記
電力検出部による検出電力の変化量が所定の変化量以上であるか否かを判断し、かつ、前
記検出電力が前記所定の検出時間間隔よりも長い前記第１期間内に前記第１電力近傍の検
出電力に戻ったか否かを判断するように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に
記載の発電システム。
【請求項５】
　前記第１期間は、前記所定の検出時間間隔の２倍以上の整数倍の期間である、請求項４
に記載の発電システム。
【請求項６】
　前記第１期間は、負荷周波数制御により対応可能な変動周期以下の期間である、請求項
１～５のいずれか１項に記載の発電システム。
【請求項７】
　前記充放電制御部は、前記蓄電手段の充放電制御を行う際に、目標出力電力を移動平均
法により算出するとともに、前記充放電制御の初期および終期の少なくとも一方の期間に
おいて、前記充放電制御の初期および終期の少なくとも一方の期間以外の期間よりも、移
動平均の算出に用いる検出電力データの取得期間を短くして前記目標出力電力を算出する
ように構成されている、請求項１～６のいずれか1項に記載の発電システム。
【請求項８】
　前記充放電制御部は、前記充放電制御の初期の期間において、前記充放電制御の初期お
よび終期以外の期間よりも前記移動平均に用いる検出電力データの取得期間を短くすると
ともに、前記充放電制御の初期から前記初期および終期以外の期間にかけて移動平均に用
いる検出電力データの取得期間を前記充放電制御の開始時点からの検出電力データの蓄積
量に応じて徐々に増加して前記目標出力電力を算出するように構成されている、請求項７
に記載の発電システム。
【請求項９】
　前記充放電制御部は、前記充放電制御の終期の期間において、前記充放電制御の初期お
よび終期以外の期間よりも前記移動平均に用いる検出電力データの取得期間を短くすると
ともに、前記充放電制御の前記初期および終期以外の期間から前記終期にかけて移動平均
に用いる検出電力データの取得期間を徐々に減少して前記目標出力電力を算出するように
構成されている、請求項７または８に記載の発電システム。
【請求項１０】
　前記充放電制御部は、前記蓄電手段の充放電制御を行う際に、検出電力データの取得期
間として所定の第２期間の範囲で検出電力データを取得して移動平均法により目標出力電
力を算出するように構成されており、
　前記所定の第２期間は、負荷周波数制御により対応可能な変動周期の下限周期以上の期
間である、請求項１～９のいずれか１項に記載の発電システム。
【請求項１１】
　前記充放電制御部は、前記充放電制御の開始から所定の第３期間の経過後に前記充放電
制御を停止するように構成されている、請求項１～１０のいずれか1項に記載の発電シス
テム。
【請求項１２】
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　前記充放電制御部は、前記充放電制御中に、前記電力検出部による検出電力の前記所定
の変化量以上の変化が所定回数以上あった場合に、前記充放電制御の前記所定の第３期間
を延長するように構成されている、請求項１１に記載の発電システム。
【請求項１３】
　前記発電装置は、太陽光を用いて発電するように構成されており、
　前記充放電制御部は、前記電力検出部による検出電力を所定の検出時間間隔で取得する
とともに、前記所定の検出時間間隔で取得された検出電力に基づいて、前記電力検出部に
よる検出電力の変化量が所定の変化量以上であるか否かを判断し、
　前記充放電制御を開始する際の前記所定の変化量は、快晴時の昼間の時間帯における前
記所定の検出時間間隔毎の検出電力の最大変化量よりも大きい変化量である、請求項１～
１２のいずれか1項に記載の発電システム。
【請求項１４】
　前記発電装置と前記電力系統との間の配線に設けられ、前記発電装置と前記電力系統と
を連系するためのインバータと、
　前記発電装置と前記インバータとの間に直列的に接続され、前記発電装置により発電さ
れた直流電圧を所定の直流電圧に変換するＤＣ－ＤＣコンバータとをさらに備え、
　前記蓄電手段は、
　前記ＤＣ－ＤＣコンバータと前記インバータとを接続する接続線に並列的に接続され、
前記発電装置により発電された電力を蓄電する蓄電部と、
　前記蓄電部の充放電を行う充放電部とを含み、
　前記電力検出部は、前記ＤＣ－ＤＣコンバータにより変換された前記所定の直流電圧で
の発電電力を検出するように構成されており、
　前記充放電制御部は、前記ＤＣ－ＤＣコンバータにより変換された前記所定の直流電圧
での発電電力が前記第１電力から前記第２電力に変化した際の変化量が前記所定の変化量
以上であり、かつ、前記第１電力から前記第２電力に変化した時点から前記第１期間内に
前記第２電力から前記第１電力近傍の発電電力に戻らない場合に、前記蓄電手段の充放電
制御を開始するように構成されている、請求項１～１３のいずれか１項に記載の発電シス
テム。
【請求項１５】
　前記電力検出部は、前記発電装置の発電電力を検出するように構成されており、
　前記充放電制御部は、前記発電装置の発電電力が第１発電電力から第２発電電力に変化
した際の変化量が前記所定の変化量以上であり、かつ、前記第１発電電力から前記第２発
電電力に変化した時点から第１期間内に前記第２発電電力から前記第１発電電力近傍の発
電電力に戻らない場合に、前記蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている、
請求項１～１４のいずれか１項に記載の発電システム。
【請求項１６】
　前記充放電制御部は、前記発電装置と前記電力系統との間の配線に接続された負荷の稼
動状況の変化を検出するとともに、前記負荷の稼動状況の変化に伴って生じる前記電力系
統に出入りする電力の変化を抑制するように、前記蓄電手段の充放電制御を行うように構
成されている、請求項１５に記載の発電システム。
【請求項１７】
　前記発電装置と前記電力系統との間の配線は、負荷を接続可能に構成されており、
　前記電力検出部は、前記配線の前記負荷が接続される部分よりも前記電力系統側に設け
られているとともに、前記電力系統に出入りする電力を検出するように構成されており、
　前記充放電制御部は、前記電力系統に出入りする電力が前記第１電力から前記第２電力
に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、前記第１電力から前記第２電力
に変化した時点から第１期間内に前記第２電力から前記第１電力近傍の電力に戻らない場
合に、前記蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている、請求項１～１４のい
ずれか１項に記載の発電システム。
【請求項１８】
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　前記電力検出部は、前記電力系統から購入する電力を検出する購入電力検出部と、前記
電力系統に売却する電力を検出する売却電力検出部との少なくとも一方を含む、請求項１
７に記載の発電システム。
【請求項１９】
　電力系統に連系され、自然エネルギーを用いて発電する発電装置と電力を蓄電可能な蓄
電手段とを備えた発電システムに用いられ、前記蓄電手段の充放電を制御する充放電制御
装置であって、
　前記発電装置と前記電力系統との間の配線の所定部分を通過する電力を検出する電力検
出部により検出された電力が第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量
以上であり、かつ、前記第１電力から前記第２電力に変化した時点から第１期間内に前記
第２電力から前記第１電力近傍の電力に戻らない場合に、前記蓄電手段の充放電制御を開
始するように構成されている、充放電制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電システムおよび充放電制御装置に関し、特に、自然エネルギーを用いて
発電する発電装置と、電力を蓄電可能な蓄電手段とを備えた発電システムおよび充放電制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、変電所からの交流電力の供給を受ける各需要家（たとえば、住宅や工場など）に
、風力や太陽光などの自然エネルギーを利用した発電装置（太陽電池など）が設けられる
ケースが増加している。このような発電装置は、変電所の配下に設けられる電力系統に接
続され、発電装置により発電された電力は、需要家内の電力消費装置側に出力される。ま
た、需要家内の電力消費装置により消費されずに余った電力は、電力系統に出力される。
この需要家から電力系統に向かう電力の流れは、「逆潮流」と呼ばれ、需要家から電力系
統に出力される電力は「逆潮流電力」と呼ばれる。
【０００３】
　ここで、電力会社等の電力供給者には、電力の安定供給の義務が課されており、逆潮流
電力分も含めた電力系統全体における周波数や電圧を一定に保つ必要がある。たとえば、
電力供給者は、変動周期の大きさに応じた複数の制御手法によって、電力系統全体の周波
数を一定に保っている。具体的には、一般に２０分程度以上の変動周期をもつような負荷
成分については、最も経済的な発電電力の出力分担が可能なように経済負荷配分制御（Ｅ
ＤＣ：Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｄｉｓｐａｔｃｈｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が行われている。
このＥＤＣは、１日の負荷変動予想に基づいた制御であり、時々刻々と変動する負荷の増
減（２０分程度より小さい変動周期の成分）に対する対応は困難である。そこで、電力会
社は、時々刻々と変動する負荷に応じて電力系統への電力の供給量を調整し、周波数の安
定化を行うための複数の制御を行っている。ＥＤＣを除いたこれらの制御は特に周波数制
御と呼ばれており、この周波数制御によって、ＥＤＣで調整できない負荷変動分の調整を
行っている。
【０００４】
　より詳細には、約１０秒以下の変動周期の成分については、電力系統自体の自己制御性
により自然に吸収することができる。また、約１０秒～数分程度の変動周期の成分に対し
ては、各発電所の発電機のガバナフリー運転により対応が可能である。また、数分から２
０分程度までの変動周期の成分については、負荷周波数制御（ＬＦＣ：Ｌｏａｄ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）により対応している。この負荷周波数制御では、電力供
給者の中央給電指令所からの制御信号によってＬＦＣ用発電所が発電出力を調整すること
により、周波数制御を行っている。
【０００５】
　しかし、自然エネルギーを利用した発電装置の出力は、天候などに応じて急激に変化す
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ることがある。このような発電装置の出力の急激な変化は、連系している電力系統の周波
数の安定度に大きな悪影響を与えてしまう。この悪影響は、自然エネルギーを利用した発
電装置を有する需要家が増えるほど顕著になってくる。このため、今後、自然エネルギー
を利用した発電装置を有する需要家がさらに増えてきた場合には、発電装置の出力の急激
な変化を抑制することにより、電力系統の安定度を維持する必要が生じてくる。
【０００６】
　そこで、従来、このような発電装置の出力の急激な変化を抑制するために、自然エネル
ギーを利用した発電装置と、発電装置により発電された電力を蓄電可能な蓄電手段とを備
えた発電システムが提案されている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００７】
　上記特許文献１には、太陽電池と、太陽電池に接続されるとともに電力系統に接続され
るインバータと、インバータと太陽電池とを接続する母線に接続された充放電部と、充放
電部に接続された蓄電手段とを備えた発電システムが開示されている。上記特許文献１で
は、太陽電池の発電電力の変動に伴って蓄電手段の充放電を行うように充放電部を制御す
ることにより、インバータからの出力電力の変動を抑制している。これにより、電力系統
への出力電力の変動を抑制することが可能であるので、電力系統の周波数などへの悪影響
を抑制することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２２８７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１では、発電装置の発電電力の変化に伴って蓄電手段の充
放電がその都度行われるので、充放電の回数が多くなり、その結果、２次電池などからな
る蓄電手段の寿命が短くなるという問題点がある。
【００１０】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、発電装置による発電電力の変動に起因する電力系統への影響を抑制しながら、
蓄電手段の長寿命化を図ることが可能な発電システムを提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【００１１】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による発電システムは、電力系統に
連系され、自然エネルギーを用いて発電する発電装置と、電力を蓄電可能な蓄電手段と、
発電装置と電力系統との間の配線の所定部分を通過する電力を検出する電力検出部と、蓄
電手段の充放電を制御する充放電制御部とを備え、充放電制御部は、電力検出部により検
出された電力が第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、
かつ、第１電力から第２電力に変化した時点から第１期間内に第２電力から第１電力近傍
の電力に戻らない場合に、蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている。なお
、第１電力および第２電力は一定の値を意味するものではなく、所定の変化量以上の電力
の変化があった場合の変化前の電力および変化後の電力を意味する。
【００１２】
　この第１の局面による発電システムでは、上記のように、電力検出部により検出された
電力が第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上の場合に蓄電手段
の充放電制御を行うように充放電制御部を構成することによって、電力検出部により検出
された電力の変化量が所定の変化量よりも小さい場合には充放電制御を行わないので、蓄
電手段の充放電回数を減らすことができる。また、第１電力から第２電力に変化した時点
から第１期間内に第２電力から第１電力近傍の電力に戻らない場合に、蓄電手段の充放電
制御を開始するように構成することによって、電力検出部により検出された電力の変化量
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が所定の変化量以上の場合であっても、第１期間内に第２電力から第１電力近傍の電力に
戻った場合には充放電制御を開始しないので、蓄電手段の充放電回数をさらに減らすこと
ができる。これにより、蓄電手段の長寿命化を図ることができる。また、本願発明者は、
鋭意検討した結果、第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量より小さ
い、または所定の変化量より大きくても第１期間内に第２電力から第１電力近傍の電力に
戻った場合には、充放電制御を行わない場合であっても、発電装置による発電電力の変動
に起因する電力系統への影響が小さいことを見出した。したがって、本発明では、発電装
置による発電電力の変動などに起因する電力系統への影響を抑制しながら、蓄電手段の長
寿命化を図ることができる。
【００１３】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、充放電制御部は、電力検出
部による検出電力が、第１電力から第２電力に変化した時点から第１期間内に、第１電力
の近傍の値または第１電力と同一の値からなる所定の閾値に電力が到達しない場合に、第
２電力から第１電力近傍の電力に戻らないと判断するように構成されている。このように
構成すれば、第１電力と同一または第１電力近傍に設定された所定の閾値を用いて、第２
電力から第１電力近傍の電力に戻ったか否かを容易に判断することができる。
【００１４】
　この場合、好ましくは、閾値は、第１電力の近傍の値で、かつ、第１電力よりも大きい
第１閾値と、第１電力の近傍の値で、かつ、第１電力よりも小さい第２閾値とを含み、充
放電制御部は、第１電力から第２電力にかけて検出電力が大きくなる方向に変化し、かつ
、第１期間内に検出電力が第１閾値以下にまで低下しない場合に、第２電力から第１電力
近傍の電力に戻らないと判断するとともに、第１電力から第２電力にかけて検出電力が小
さくなる方向に変化し、かつ、第１期間内に検出電力が第２閾値以上にまで上昇しない場
合に、第２電力から第１電力近傍の電力に戻らないと判断するように構成されている。こ
のように構成すれば、第１電力から第２電力にかけて検出電力が大きくなる方向に変化し
た場合には、第１電力よりも大きくかつ第１電力近傍の第１閾値を下回ったか否かを判断
することにより、第２電力から第１電力よりも少し大きい第１電力近傍の電力にまで戻っ
たか否かを容易に判断することができる。また、第１電力から第２電力にかけて検出電力
が小さくなる方向に変化した場合には、第１電力よりも小さくかつ第１電力近傍の第２閾
値を上回ったか否かを判断することにより、第２電力から第１電力近傍の第１電力よりも
少し小さい電力にまで戻ったか否かを容易に判断することができる。
【００１５】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、充放電制御部は、電力検出
部による検出電力データを所定の検出時間間隔で取得するとともに、所定の検出時間間隔
で取得された検出電力データに基づいて、電力検出部による検出電力の変化量が所定の変
化量以上であるか否かを判断し、かつ、検出電力が所定の検出時間間隔よりも長い第１期
間内に第１電力近傍の検出電力に戻ったか否かを判断するように構成されている。このよ
うに構成すれば、第１電力近傍の電力に検出電力が戻ったか否かを判断する第１期間を検
出電力の検出時間間隔よりも大きい期間に設定することにより、検出電力の検出時間間隔
よりも長い時間をかけて比較的緩やかに電力が変化前の電力に戻る場合にも、第１期間内
に電力が戻ったと判断して充放電制御を行わないようにすることができる。これによって
も蓄電手段の充放電回数を減らすことができるので、蓄電手段の長寿命化を図ることがで
きる。
【００１６】
　上記検出電力データを所定の検出時間間隔で検出する構成において、好ましくは、第１
期間は、所定の検出時間間隔の２倍以上の期間（たとえば、検出時間間隔の２倍以上の整
数倍の期間）である。このように構成すれば、第１期間内に検出電力が戻ったか否かを判
断するために検出電力データの検出時間間隔以外のタイミングで電力を別途検出する必要
がなく、所定の検出時間間隔毎のタイミングで検出電力データを取得することにより、第
１期間内に検出電力が戻ったか否かを容易に判断することができる。
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【００１７】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、第１期間は、負荷周波数制
御（ＬＦＣ）により対応可能な変動周期以下の期間である。このように構成すれば、第１
期間を設けることによって生じる変動周期に対応する影響を、少なくとも負荷周波数制御
により対応可能な変動周期範囲内において抑制することができる。このため、負荷周波数
制御により対応可能な変動周期部分の変動を抑制しながら、効果的に蓄電手段の充放電回
数を減らすことができる。
【００１８】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、充放電制御部は、蓄電手段
の充放電制御を行う際に、目標出力電力を移動平均法により算出するとともに、充放電制
御の初期および終期の少なくとも一方の期間において、充放電制御の初期および終期の少
なくとも一方の期間以外の期間よりも、移動平均の算出に用いる検出電力データの取得期
間を短くして目標出力電力を算出するように構成されている。このように構成すれば、所
定の変化量以上の急激な検出電力の変化が生じた際に充放電制御を開始して充放電制御の
開始時点の目標出力電力を算出する際に、検出電力データの取得期間が短く設定されるの
で、充放電制御開始時の検出電力と大きく異なる急激な変化前（充放電制御開始前）の検
出電力の値が目標出力電力の算出に用いられてしまうことを抑制することができる。これ
により、充放電制御開始時において算出する目標出力電力と実際の電力との差を小さくす
ることができるので、充放電の開始時点の前後で電力系統側への出力電力の変化を小さく
することができるとともに、その差を埋め合わせるための蓄電手段の充放電量を少なくす
ることができる。その結果、電力系統側に出力される電力の変動を抑制することができる
ので、電力系統への悪影響を抑制することができるとともに、蓄電手段の蓄電容量を小さ
くすることができる。
【００１９】
　また、充放電制御の終期における移動平均の算出に用いる検出電力データの取得期間を
、充放電制御の初期および終期以外の期間よりも短くした場合には、充放電制御の終了時
点で、充放電制御の終了時点近傍の検出電力データのみ取得されて目標出力電力が算出さ
れるので、充放電制御の終了時点で算出される目標出力電力と実際の電力との差を小さく
することができる。これにより、充放電制御の終了時点の前後で電力系統側への出力電力
の変化を小さくすることができる。その結果、電力系統側に出力される電力の変動を抑制
することができるので、電力系統への悪影響を抑制することができる。
【００２０】
　上記目標出力電力を移動平均法により算出する構成において、好ましくは、充放電制御
部は、充放電制御の初期の期間において、充放電制御の初期および終期以外の期間よりも
移動平均に用いる検出電力データの取得期間を短くするとともに、充放電制御の初期から
初期および終期以外の期間にかけて移動平均に用いる検出電力データの取得期間を充放電
制御の開始時点からの検出電力データの蓄積量に応じて徐々に増加して目標出力電力を算
出するように構成されている。このように構成すれば、移動平均に用いる検出電力データ
の取得期間を充放電制御の開始時点からの検出電力データの蓄積量（蓄積期間）に応じて
徐々に増加させることによって、充放電制御の開始時点以降に徐々に蓄積されて増加され
る検出電力データを蓄積量（蓄積期間）に応じて適切に取得して目標出力電力を算出する
ことができるので、充放電制御の初期以降の目標出力電力を、実際の電力推移に近い値に
設定することができる。これによっても、電力系統側に出力される電力の変動を抑制する
ことができるので、電力系統への悪影響を抑制することができるとともに、蓄電手段の蓄
電容量を小さくすることができる。
【００２１】
　上記目標出力電力を移動平均法により算出する構成において、好ましくは、充放電制御
部は、充放電制御の終期の期間において、充放電制御の初期および終期以外の期間よりも
移動平均に用いる検出電力データの取得期間を短くするとともに、充放電制御の初期およ
び終期以外の期間から終期にかけて移動平均に用いる検出電力データの取得期間を徐々に
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減少して目標出力電力を算出するように構成されている。このように構成すれば、充放電
制御の終期における移動平均の算出に用いる検出電力データの取得期間を、充放電制御の
初期および終期以外の期間よりも徐々に短くすることができるので、充放電制御の終了時
点に近づくにつれて、目標出力電力と実際の電力との差を徐々に小さくすることができる
。これにより、充放電制御の終了直前の目標出力電力と終了直後の実際の電力との差が大
きくなってしまうことを抑制することができるので、充放電制御の終了時の前後で電力系
統への電力の変化をより小さくすることができる。これにより、電力系統側に出力される
電力の変動をより抑制することができるので、電力系統への悪影響をより抑制することが
できる。
【００２２】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、充放電制御部は、蓄電手段
の充放電制御を行う際に、検出電力データの取得期間として所定の第２期間の範囲で検出
電力データを取得して移動平均法により目標出力電力を算出するように構成されており、
所定の第２期間は、負荷周波数制御により対応可能な変動周期の下限周期以上の期間であ
る。このように構成すれば、第２期間の範囲の検出電力データに基づいて算出した目標出
力電力となるように充放電を制御することにより、特に、負荷周波数制御により対応可能
な変動周期の成分を減らすことができる。これにより、電力系統に影響を与えることを抑
制することができる。
【００２３】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、充放電制御部は、充放電制
御の開始から所定の第３期間の経過後に充放電制御を停止するように構成されている。こ
のように構成すれば、一定期間のみ充放電制御することにより、充放電制御を停止しない
場合に比べて充放電回数を減少することができる。これによっても、蓄電手段の長寿命化
を図ることができる。なお、充放電制御を停止する方法として、制御期間内の検出電力の
変動がなくなったことを感知して、充放電制御を停止する方法もある。この場合、より短
時間で充放電制御を停止させることも可能である。なお、充放電制御が短時間で行われた
場合に、負荷周波数制御（ＬＦＣ）の範囲内に含まれる変動周期の抑制が困難になるおそ
れがある。このような場合には、少なくとも負荷周波数制御の範囲内に含まれる変動周期
の抑制が期待できる一定期間以上の第３期間の制御時間を設けることが好ましい。
【００２４】
　この場合、好ましくは、充放電制御部は、充放電制御中に、電力検出部による検出電力
の所定の変化量以上の変化が所定回数以上あった場合に、充放電制御の所定の第３期間を
延長するように構成されている。このように構成すれば、検出電力の変動が続くと予想さ
れる場合には継続して充放電制御を行うことができる一方、検出電力の変動が続かず、充
放電制御が不必要と考えられる期間には充放電制御を行うことを抑制することができる。
その結果、蓄電手段の充放電回数を減少させながら、効果的に充放電制御を行うことがで
きる。
【００２５】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、発電装置は、太陽光を用い
て発電するように構成されており、充放電制御部は、電力検出部による検出電力を所定の
検出時間間隔で取得するとともに、所定の検出時間間隔で取得された発電電力に基づいて
、電力検出部による検出電力の変化量が所定の変化量以上であるか否かを判断し、検出電
力の変化量が所定の変化量以上で充放電制御を開始する際の所定の変化量は、たとえば快
晴時の昼間の時間帯における所定の検出時間間隔毎の最大変化量よりも多い変化量である
。このように構成すれば、後述するように所定の検出時間間隔毎の検出電力の変化量の少
ない快晴時には、充放電制御を行わなくても電力系統への悪影響が小さいので、快晴時に
充放電制御を行わないことにより、発電装置による発電電力の変動などに起因する電力系
統への影響を抑制しながら充放電回数を減少することができ、その結果、蓄電手段の長寿
命化を図ることができる。
【００２６】



(9) JP 5479182 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、発電装置と電力系統との間
の配線に設けられ、発電装置と電力系統とを連系するためのインバータと、発電装置とイ
ンバータとの間に直列的に接続され、発電装置により発電された直流電圧を所定の直流電
圧に変換するＤＣ－ＤＣコンバータとをさらに備え、蓄電手段は、ＤＣ－ＤＣコンバータ
とインバータとを接続する接続線に並列的に接続され、発電装置により発電された電力を
蓄電する蓄電部と、蓄電部の充放電を行う充放電部とを含み、電力検出部は、ＤＣ－ＤＣ
コンバータにより変換された所定の直流電圧での発電電力を検出するように構成されてお
り、充放電制御部は、ＤＣ－ＤＣコンバータにより変換された所定の直流電圧での発電電
力が第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、第１
電力から第２電力に変化した時点から第１期間内に第２電力から第１電力近傍の発電電力
に戻らない場合に、蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている。このように
構成すれば、日射量などにより母線電圧が変動することを抑制することができ、母線部分
を略一定の電圧とすることが可能になる。充放電量を制御するために、蓄電池側と母線側
との電圧差が重要になるが、母線側が略一定電圧であることから、蓄電池側のみの電圧制
御により充放電量の制御が可能になる。これにより、充放電制御部の制御性を向上させる
ことができる。
【００２７】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、電力検出部は、発電装置の
発電電力を検出するように構成されており、充放電制御部は、発電装置の発電電力が第１
発電電力から第２発電電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、第１
発電電力から第２発電電力に変化した時点から第１期間内に第２発電電力から第１発電電
力近傍の発電電力に戻らない場合に、蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されて
いる。このように構成すれば、発電電力の変動に基づいて充放電制御を行うことにより、
容易に電力系統に与える影響を抑制することができる。
【００２８】
　この場合、好ましくは、充放電制御部は、発電装置と電力系統との間の配線に接続され
た負荷の稼動状況の変化を検出するとともに、負荷の稼動状況の変化に伴って生じる電力
系統に出入りする電力の変化を抑制するように、蓄電手段の充放電制御を行うように構成
されている。このように構成すれば、たとえば逆潮流が発生している状況下において、負
荷が稼動することにより負荷の消費電力の分だけ電力系統に出力される電力が減少する場
合に、その減少分の少なくとも一部を蓄電手段から放電することができる。また、負荷が
停止することにより負荷の消費電力の分だけ電力系統に出力される電力が増加する場合に
は、その増加分の少なくとも一部を蓄電手段に充電することができる。これにより、負荷
の稼動状況の変化に伴って電力系統に出入りする電力が変動することを抑制することがで
きるので、電力系統に与える影響を抑制することができる。
【００２９】
　上記第１の局面による発電システムにおいて、好ましくは、発電装置と電力系統との間
の配線は、負荷を接続可能に構成されており、電力検出部は、配線の負荷が接続される部
分よりも電力系統側に設けられているとともに、電力系統に出入りする電力を検出するよ
うに構成されており、充放電制御部は、電力系統に出入りする電力が第１電力から第２電
力に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、第１電力から第２電力に変化
した時点から第１期間内に第２電力から第１電力近傍の電力に戻らない場合に、蓄電手段
の充放電制御を開始するように構成されている。このように構成すれば、負荷の消費電力
を差し引いた分の電力（電力系統に出入りする電力）の変動が、電力系統への影響を直接
的に表す変動であるので、そのような変動に基づいて充放電制御を開始することによって
、発電電力の変動に基づいて充放電制御を行う場合よりもより効果的に電力系統に与える
影響を抑制しながら、より適切なタイミングで充放電制御を開始することができる。
【００３０】
　この場合、好ましくは、電力検出部は、電力系統から購入した電力を検出する購入電力
検出部と、電力系統に売却した電力を検出する売却電力検出部との少なくとも一方を含む
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。このように構成すれば、買電電力または売電電力の少なくとも一方に基づいて、発電電
力の変動に基づいて充放電制御を行う場合よりもより効果的に電力系統に与える影響を抑
制しながら、より適切なタイミングで充放電制御を開始することができる。
【００３１】
　この発明の第２の局面による充放電制御装置は、電力系統に連系され、自然エネルギー
を用いて発電する発電装置と電力を蓄電可能な蓄電手段とを備えた発電システムに用いら
れ、蓄電手段の充放電を制御する充放電制御装置であって、発電装置と電力系統との間の
配線の所定部分を通過する電力を検出する電力検出部により検出された電力が第１電力か
ら第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上であり、かつ、第１電力から第２電
力に変化した時点から第１期間内に第２電力から第１電力近傍の電力に戻らない場合に、
蓄電手段の充放電制御を開始するように構成されている。
【００３２】
　この第２の局面による充放電制御装置では、上記のように、電力検出部により検出され
た電力が第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変化量以上の場合に蓄電手
段の充放電制御を行うように充放電制御装置を構成することによって、電力検出部により
検出された電力の変化量が所定の変化量よりも小さい場合には充放電制御を行わないので
、蓄電手段の充放電回数を減らすことができる。また、第１電力から第２電力に変化した
時点から第１期間内に第２電力から第１電力近傍の発電電力に戻らない場合に、蓄電手段
の充放電制御を開始するように構成することによって、電力検出部により検出された電力
の変化量が所定の変化量以上の場合であっても、第１期間内に第２電力から第１電力近傍
の発電電力に戻った場合には充放電制御を開始しないので、蓄電手段の充放電回数をさら
に減らすことができる。これにより、蓄電手段の長寿命化を図ることができる。また、本
願発明者は、鋭意検討した結果、第１電力から第２電力に変化した際の変化量が所定の変
化量より小さい、または所定の変化量より大きくても第１期間内に第２電力から第１電力
近傍の電力に戻った場合には、充放電制御を行わない場合であっても、発電装置による発
電電力の変動などに起因する電力系統への影響が小さいことを見出した。したがって、本
発明では、発電装置による発電電力の変動などに起因する電力系統への影響を抑制しなが
ら、蓄電手段の長寿命化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１実施形態による発電システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御の開始時における発
電電力の推移および目標出力電力（発電電力が急激に低下した後に充放電制御を開始する
例）について説明するための図である。
【図３】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御の開始時における発
電電力の推移（発電電力が急激に低下した後に充放電制御を開始しない例）について説明
するための図である。
【図４】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御の開始時における発
電電力の推移および目標出力電力（発電電力が急激に上昇した後に充放電制御を開始する
例）について説明するための図である。
【図５】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御の開始時における発
電電力の推移（発電電力が急激に上昇した後に充放電制御を開始しない例）について説明
するための図である。
【図６】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御時における目標出力
電力の算出のための発電電力データの取得期間について説明するための図である。
【図７】電力系統に対する負荷変動の大きさと変動周期との関係を説明するための図であ
る。
【図８】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御開始前の制御フロー
を説明するためのフローチャートである。
【図９】図１に示した第１実施形態による発電システムの充放電制御開始後の制御フロー
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を説明するためのフローチャートである。
【図１０】快晴時および雲のある晴天時における電力系統への出力電力の一日の推移（充
放電制御なし）を示すグラフである。
【図１１】快晴時および雲のある晴天時における蓄電池の蓄電量の一日の推移（第１実施
形態による充放電制御なし）を示すグラフである。
【図１２】図１０に示す快晴時および雲のある晴天時における電力系統への出力電力（充
放電制御なし）の変化をＦＦＴ（高速フーリエ変換）法により解析した解析結果を示す図
である。
【図１３】雨天時における電力系統への出力電力の一日の推移（充放電制御なし）を示す
グラフである。
【図１４】図１３に示す雨天時の電力系統への出力電力（充放電制御なし）の変化をＦＦ
Ｔ（高速フーリエ変換）法により解析した解析結果を示す図である。
【図１５】充放電制御を行うことによる電力系統への悪影響の軽減効果を検証するための
ＦＦＴ解析結果を示す図である。
【図１６】充放電制御におけるサンプリング期間について説明するための図である。
【図１７】本発明の第２実施形態による発電システムの構成を示すブロック図である。
【図１８】本発明の第３実施形態による発電システムの構成を示すブロック図である。
【図１９】本発明の第３実施形態による発電システム（実施例４）の充放電制御を説明す
るためのグラフである。
【図２０】本発明の第３実施形態による発電システム（実施例５）の充放電制御を説明す
るためのグラフである。
【図２１】本発明の第３実施形態による発電システム（実施例４）の充放電制御を行うこ
とによる効果を説明するためのグラフである。
【図２２】本発明の第３実施形態による発電システム（実施例５）の充放電制御を行うこ
とによる効果を説明するためのグラフである。
【図２３】本発明の第３実施形態による発電システム（実施例４および実施例５）の充放
電制御を行うことによる効果を説明するためのグラフである。
【図２４】本発明の第４実施形態による発電システムの構成を示すブロック図である。
【図２５】本発明の第４実施形態による発電システムの充放電制御を説明するためのグラ
フである。
【図２６】２秒の検出時間間隔で発電電力データを取得した場合の充放電制御のシミュレ
ーション結果を示すグラフである。
【図２７】１０秒の検出時間間隔で発電電力データを取得した場合の充放電制御のシミュ
レーション結果を示すグラフである。
【図２８】３０秒の検出時間間隔で発電電力データを取得した場合の充放電制御のシミュ
レーション結果を示すグラフである。
【図２９】２秒、１０秒および３０秒のそれぞれの検出時間間隔で平滑化した場合の出力
電力推移についてＦＦＴ（高速フーリエ変換）法により解析した解析結果を示す図である
。
【図３０】常に目標出力電力を算出する場合の１次遅れ法により充放電制御を行った場合
のシミュレーション結果を示すグラフである。
【図３１】時定数を固定にした場合の１次遅れ法により充放電制御を行った場合のシミュ
レーション結果を示すグラフである。
【図３２】時定数を徐々に増加させる場合の１次遅れ法により充放電制御を行った場合の
シミュレーション結果を示すグラフである。
【図３３】１次遅れ法の時定数と移動平均法のサンプリング期間との関係を説明するため
のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
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【００３５】
（第１実施形態）
　まず、図１～図７を参照して、本発明の第１実施形態による発電システム（太陽光発電
システム１）の構造を説明する。
【００３６】
　本発明の第１実施形態による太陽光発電システム１は、太陽光を用いて発電する太陽電
池からなる発電装置２と、発電装置２により発電された電力を蓄電可能な蓄電手段３と、
電力系統５０に接続され、発電装置２により発電された電力および蓄電手段３により蓄電
された電力を電力系統５０側に出力するインバータを含む電力出力部４と、蓄電手段３の
充放電を制御する充放電制御部５とを備えている。
【００３７】
　発電装置２と電力出力部４とを接続する直流側母線６には、ＤＣ－ＤＣコンバータ７が
直列的に接続されている。ＤＣ－ＤＣコンバータ７は、発電装置２により発電された電力
の直流電圧を一定の直流電圧（第１実施形態では、約２６０Ｖ）に変換して電力出力部４
側に出力する機能を有する。また、ＤＣ－ＤＣコンバータ７は、いわゆるＭＰＰＴ（Ｍａ
ｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ）制御機能を有している。ＭＰ
ＰＴ制御機能とは、発電装置２により発電された電力が最大となるように発電装置２の動
作電圧を自動的に調整する機能である。発電装置２とＤＣ－ＤＣコンバータ７との間には
、発電装置２に向かって電流が逆流するのを防止するためのダイオード（図示せず）が設
けられている。なお、ＤＣ－ＤＣコンバータ７は、本発明の「ＤＣ－ＤＣコンバータ」の
一例である。また、直流側母線６は、本発明の「配線」の一例である。
【００３８】
　また、蓄電手段３は、直流側母線６に並列的に接続された蓄電池３１と、蓄電池３１の
充放電を行う充放電部３２とを含んでいる。蓄電池３１としては、自然放電が少なく、充
放電効率の高い２次電池（たとえば、Ｌｉ－ｉｏｎ蓄電池、Ｎｉ－ＭＨ蓄電池など）が用
いられている。また、蓄電池３１の電圧は約４８Ｖである。なお、蓄電池３１は、本発明
の「蓄電部」の一例である。
【００３９】
　充放電部３２は、ＤＣ－ＤＣコンバータ３３を有しており、直流側母線６と蓄電池３１
とはＤＣ－ＤＣコンバータ３３を介して接続されている。ＤＣ－ＤＣコンバータ３３は、
充電時には、蓄電池３１に供給する電力の電圧を、直流側母線６の電圧から蓄電池３１を
充電するのに適した電圧まで降圧させることにより、直流側母線６側から蓄電池３１側に
電力を供給する。また、ＤＣ－ＤＣコンバータ３３は、放電時には、直流側母線６側に放
電させる電力の電圧を、蓄電池３１の電圧から直流側母線６の電圧付近まで昇圧させるこ
とにより、蓄電池３１側から直流側母線６側に電力を放電させる。
【００４０】
　また、充放電制御部５は、ＣＰＵ５ａおよびメモリ５ｂを含んでいるとともに、ＤＣ－
ＤＣコンバータ３３を制御することにより、蓄電池３１の充放電制御を行う。具体的には
、充放電制御部５は、発電装置２の発電電力（ＤＣ－ＤＣコンバータ７の出力電力）と、
後述する目標出力電力とに基づいて、発電装置２の発電電力と目標出力電力との差を補償
するように蓄電池３１の充放電を行う。すなわち、充放電制御部５は、発電装置２の発電
電力が目標出力電力よりも大きい場合には、過剰分の電力を蓄電池３１に充電するように
ＤＣ－ＤＣコンバータ３３を制御するとともに、発電装置２の発電電力が目標出力電力よ
りも小さい場合には、不足分の電力を蓄電池３１から放電するようにＤＣ－ＤＣコンバー
タ３３を制御するように構成されている。
【００４１】
　また、ＤＣ－ＤＣコンバータ７の出力側には、発電装置２の発電電力を検出する発電電
力検出部８が設けられている。なお、発電電力検出部８は、本発明の「電力検出部」の一
例である。充放電制御部５は、発電電力検出部８の検出結果に基づいて、発電装置２の発
電電力を所定の検出時間間隔（たとえば、３０秒以下）毎に取得することが可能である。
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第１実施形態では、充放電制御部５は、３０秒毎に発電装置２の発電電力データを取得し
ている。なお、この発電電力の検出時間間隔は、発電装置２の発電電力の変動周期などを
勘案して適正な値に定める必要がある。この第１実施形態では、負荷周波数制御（ＬＦＣ
）により対応可能な変動周期よりも短く、かつ、後述する待機時間よりも短くなるように
検出時間間隔を設定している。また、充放電制御部５は、電力出力部４の出力電力を取得
することにより、実際に電力出力部４から電力系統５０側に出力された電力と目標出力電
力との差を認識することにより、電力出力部４からの出力電力が目標出力電力となるよう
に充放電部３２の充放電をフィードバック制御することが可能である。
【００４２】
　また、充放電制御部５は、電力系統５０側に出力する目標出力電力を、移動平均法を用
いて算出するように構成されている。移動平均法とは、たとえばある時点の目標出力電力
を、その時点より過去の期間の発電装置２の発電電力の平均値とする算出方法である。以
下、目標出力電力の算出に用いる発電電力データを取得するための期間をサンプリング期
間と呼ぶ。なお、サンプリング期間は、本発明の「検出電力データの取得期間」および「
第２期間」の一例である。サンプリング期間は、負荷周波数制御（ＬＦＣ）で対応する変
動周期Ｔ１～Ｔ２の間、特に後半付近（長周期付近）からＴ１を超える範囲であまり長時
間に渡らない範囲とすることが好ましい。サンプリング期間の具体的な値としては、たと
えば、図７に示すような「負荷変動の大きさ－変動周期」特性を有する電力系統において
は約１０分以上約３０分以下の期間であり、第１実施形態では、後述するように、充放電
制御の初期および終期以外の期間においては、サンプリング期間を約１０分としている。
この場合、充放電制御部５は、約３０秒置きに発電装置２の発電電力データを取得するの
で、過去１０分の期間に含まれる２０個の発電電力データの平均値を目標出力電力として
算出している。この上限周期Ｔ１および下限周期Ｔ２については、後に詳細に説明する。
【００４３】
　上記のように、第１実施形態では、発電装置２の発電電力をそのまま電力系統５０側に
出力するのではなく、過去の発電装置２の発電電力から目標出力電力を算出し、発電装置
２の発電電力と蓄電池３１の充放電量との合計が目標出力電力となるように蓄電池３１の
充放電を制御して目標出力電力を電力系統５０側に出力する制御である充放電制御を行う
。充放電制御を行うことにより、電力系統５０側に出力する電力の変動が抑制されるので
、雲の有無などによる発電装置２の発電電力の変動などに起因する電力系統５０への悪影
響が抑制される。
【００４４】
　ここで、第１実施形態では、充放電制御部５は、充放電制御を常に行うわけではなく、
特定の条件を満たした時にのみ充放電制御を行うように構成されている。すなわち、発電
装置２の発電電力をそのまま電力系統５０側に出力しても電力系統５０への悪影響が小さ
い場合には充放電制御を行わず、悪影響が大きい場合にのみ充放電制御を行うように構成
されている。具体的には、充放電制御部５は、発電装置２の発電電力が所定の発電電力（
以下、「制御開始発電電力」と呼ぶ）以上で、かつ、発電装置２の発電電力の変化量が所
定の変化量（以下、「制御開始変化量」と呼ぶ）以上である場合に、充放電制御を行うよ
うに構成されている。制御開始発電電力は、たとえば雨天時の発電電力よりも多い発電電
力であり、具体的な数値としては、たとえば、発電装置２の定格出力の１０％である。ま
た、制御開始変化量は、快晴時（雲が殆どない晴天）の昼間の時間帯における検出時間間
隔毎の最大変化量よりも多い変化量であり、具体的な数値としては、たとえば、変化前の
発電電力の５％である。また、発電電力の変化量は、所定の検出時間間隔毎に検出される
発電装置２の発電電力の連続する２つの発電電力データの差分を算出することにより取得
される。なお、上記の具体的な数値（変化前の発電電力の５％および定格出力の１０％）
については、発電電力の検出時間間隔が約３０秒である等、第１実施形態の場合に対応す
る数値であり、検出時間間隔を変えた場合には、その検出時間間隔に応じて制御開始発電
電力および制御開始変化量を設定する必要がある。
【００４５】
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　また、充放電制御部５は、発電装置２の発電電力が制御開始発電電力未満の状態から制
御開始発電電力以上の状態になった場合に、発電装置２の発電電力の変化量の検出を開始
する。そして、発電装置２の発電電力が制御開始発電電力以上の状態で、発電装置２の発
電電力の変化量が制御開始変化量以上になった時に、はじめて充放電制御を開始する。発
電装置２の発電電力が制御開始発電電力以上になった場合にも、発電装置２の発電電力の
変化量が制御開始変化量を超えない場合には充放電制御は行わない。また、発電装置２の
発電電力の変化量が制御開始変化量を超えないまま、発電装置２の発電電力が制御開始発
電電力未満になった場合には、発電装置２の発電電力の変化量の検出を停止する。
【００４６】
　また、充放電制御部５は、発電装置２の発電電力の変化量が制御開始変化量以上になっ
た場合であっても、制御開始変化量以上の変化を検出した時点から所定の待機時間内に発
電電力が変化前の発電電力の近傍の値に戻った場合には、電力系統に与える悪影響が小さ
いので、充放電制御を開始しない。上記所定の待機時間は、負荷周波数制御（ＬＦＣ）に
より対応可能な変動周期以下の期間であり、図７に示す変動周期－負荷変動線の関係図を
参照して、好ましくは上限周期Ｔ１以下の期間であり、より好ましくは下限周期Ｔ２以下
の期間である。第１実施形態では、待機時間を約２分以下とした。また、待機時間は検出
時間間隔よりも大きく、検出時間間隔の２倍以上（たとえば、検出時間間隔の２倍以上の
整数倍）である。なお、待機時間は、本発明の「第１期間」の一例である。また、変化前
の発電電力の近傍の値とは、具体的には、変化前の発電電力に対して微小量だけ大きい上
側閾値と、変化前の発電電力に対して微小量だけ小さい下側閾値との間の値である。上側
閾値は、たとえば、変化前の発電電力の１０１％の値であり、下側閾値は、たとえば、変
化前の発電電力の９９％の値である。発電電力の制御開始変化量以上の変化が発電電力の
制御開始変化量以上の低下である場合には、充放電制御部５は、発電電力が低下した後、
待機時間内に下側閾値（変化前の発電電力の９９％）以上にまで上昇した場合に、変化前
の発電電力の近傍の値に戻ったと判断する。また、発電電力の制御開始変化量以上の変化
が発電電力の制御開始変化量以上の上昇である場合には、充放電制御部５は、発電電力が
上昇した後、待機時間内に上側閾値（変化前の発電電力の１０１％）以下にまで低下した
場合に、変化前の発電電力の近傍の値に戻ったと判断する。つまり、発電電力の制御開始
変化量以上の変化が上昇である場合と低下である場合とで、変化前の発電電力の近傍の値
に戻ったか否かの判断の基準となる閾値を異ならせている。なお、上側閾値および下側閾
値は、それぞれ、本発明の「第１閾値」および「第２閾値」の一例である。
【００４７】
　上記した点を図２～図５を参照して説明する。図２に示すように、発電電力Ｐ（－２）
から発電電力Ｐ（－１）まで急激に発電電力が低下した場合に、発電電力Ｐ（－１）を検
出した時点から待機時間内に発電電力Ｐ（－２）の近傍の値まで戻らない場合（上昇しな
い場合）には、充放電制御を開始する。図２に示した例では待機時間を１分としている。
この例では、発電電力Ｐ（－１）を検出した時点から１分の待機時間内に検出した発電電
力Ｐ０およびＰ１が下側閾値を下回ったままである。この場合、充放電制御部５は、待機
時間内に変化前の発電電力（発電電力Ｐ（－２））の近傍まで発電電力が戻らなかったと
判断するとともに、発電電力Ｐ１の検出時点（待機時間の終了時点）で充放電制御を開始
する。また、図３に示した例では、発電電力Ｐ（－１）を検出した時点から１分の待機時
間内に検出した発電電力のうち、発電電力Ｐ０は下側閾値を下回っている一方、発電電力
Ｐ１は下側閾値以上に上昇している。この場合、充放電制御部５は、待機時間内に変化前
の発電電力（発電電力Ｐ（－２））の近傍まで発電電力が戻ったと判断するとともに、待
機時間が経過した後も充放電制御を開始しない。
【００４８】
　また、図４に示すように、発電電力Ｐ（－２）から発電電力Ｐ（－１）まで急激に発電
電力が上昇した場合に、発電電力Ｐ（－１）を検出した時点から待機時間内に発電電力Ｐ
（－２）の近傍の値まで戻らない場合（低下しない場合）には、充放電制御を開始する。
図４に示した例では、発電電力Ｐ（－１）を検出した時点から１分の待機時間内に検出し
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た発電電力Ｐ０およびＰ１が上側閾値を上回ったままである。この場合、充放電制御部５
は、待機時間内に変化前の発電電力（発電電力Ｐ（－２））の近傍まで発電電力が戻らな
かったと判断するとともに、発電電力Ｐ１の検出時点（待機時間の終了時点）で充放電制
御を開始する。また、図５に示した例では、発電電力Ｐ（－１）を検出した時点から１分
の待機時間内に検出した発電電力のうち、発電電力Ｐ０は上側閾値を上回っている一方、
発電電力Ｐ１は上側閾値以下に下降している。この場合、充放電制御部５は、待機時間内
に変化前の発電電力（発電電力Ｐ（－２））の近傍まで発電電力が戻ったと判断するとと
もに、待機時間が経過した後も充放電制御を開始しない。
【００４９】
　なお、図２～図５における変化前の発電電力Ｐ（－２）および変化後の発電電力Ｐ（－
１）は、それぞれ、本発明の「第１電力（第１発電電力）」および「第２電力（第２発電
電力）」の一例である。
【００５０】
　また、充放電制御部５は、充放電制御を開始した後、一定の制御期間の経過後に充放電
制御を停止するように構成されている。なお、制御期間は、本発明の「第３期間」の一例
である。制御期間は、少なくとも負荷周波数制御で対応する変動周期範囲を基に決定した
サンプリング期間以上とし、充放電制御の初期あるいは終期に発電電力データ取得期間を
短くする手法を取る場合には、少なくともサンプリング期間にデータ取得期間を短くする
期間を加えたものが最低の制御期間である。制御期間は短すぎると負荷周波数制御で対応
する変動周期範囲の抑制効果が薄くなり、長すぎると充放電回数の頻度が増えることから
蓄電池寿命が短くなる傾向にあり、適切な時間を設定する必要がある。第１実施形態では
、制御期間は３０分間に設定されている。また、制御期間中に制御開始変化量以上の発電
電力の変化を所定回数（第１実施形態では、３回）検出した場合には、充放電制御部５は
、制御期間を延長するように構成されている。この延長は、３回目の発電電力変化を検出
した時点で、新たに３０分の制御期間を設定することにより行われる。制御期間が延長さ
れた場合、３回目の検出時点（延長開始時点）から制御開始変化量以上の発電電力の変化
を新たに３回検出しない場合には、３回目の検出時点（延長開始時点）から３０分後に充
放電制御が停止される。３回目の検出時点（延長開始時点）から制御開始変化量以上の発
電電力の変化を新たに３回検出した場合には、再度３０分延長される。
【００５１】
　また、充放電制御部５は、制御期間中に、発電装置２の発電電力が制御終了発電電力未
満になった場合には、制御期間の経過前であっても、充放電制御を停止するように構成さ
れている。なお、制御終了発電電力は、制御開始発電電力以下の値であり、第１実施形態
では、制御開始発電電力の半分の値としている。
【００５２】
　次に、図２および図６を参照して、本発明の第１実施形態による太陽光発電システム１
の充放電制御部５による目標出力電力の算出方法について説明する。まず、図２に示すよ
うな発電電力変化があると仮定する。具体的には、徐々に発電電力が上昇していき、ある
発電電力検出タイミング（発電電力Ｐ（－２））からその次の発電電力検出タイミング（
発電電力Ｐ（－１））にかけて発電電力の急激な変化（低下）が生じ、その後、待機時間
内に発電電力の変化量が変化前の発電電力（発電電力Ｐ（－２））の近傍の値に戻らずに
発電電力が徐々に低下していく例を想定する。なお、図２においては発電電力が急激に低
下する例を示しているが、発電電力が急激に上昇する場合も、以下に説明する目標出力電
力の算出方法は同様である。
【００５３】
　図２に示したような発電電力の急激な変化があった場合、図６に示すように、充放電制
御の初期および終期以外の期間においては、充放電制御部５は、過去１０分のサンプリン
グ期間に含まれる２０個の発電電力データの平均値を目標出力電力として算出する。その
一方、充放電制御の初期（充放電制御の開始時から１０分間）および終期（充放電制御の
終了予定時までの１０分間）については、充放電制御の初期および終期以外の期間の発電



(16) JP 5479182 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

電力データのサンプリング期間（１０分、２０個の発電電力データ）よりも短い期間の発
電電力データから目標出力電力を算出するように構成されている。
【００５４】
　具体的には、充放電制御の初期において、充放電制御部５は、充放電制御の開始以降の
発電電力データ（Ｐ１、Ｐ２…）をメモリ５ｂに順次蓄積していくとともに、発電電力デ
ータのサンプリング期間を充放電制御の開始時点からの発電電力データの蓄積量に応じて
徐々に増加させる。すなわち、図６に示すように、ある発電電力検出タイミングにおける
発電電力Ｐ（－２）と、その次の発電電力検出タイミングにおける発電電力Ｐ（－１）と
の間に大きな変化が生じ、かつ、待機時間内に発電電力Ｐ（－２）の近傍まで発電電力が
戻らないことが認識されて充放電制御が開始された場合において、充放電制御開始後の１
回目の目標出力電力Ｑ１を、直前に取得した発電電力データＰ１そのものとし、２回目の
目標出力電力Ｑ２を、メモリ５ｂに蓄積された２つの発電電力データ（直前の２つの発電
電力データＰ１およびＰ２）の平均とする。３回目の目標出力電力Ｑ３は、メモリ５ｂに
蓄積された３つの発電電力データ（直前の３つの発電電力データＰ１、Ｐ２およびＰ３）
の平均とする。
【００５５】
　同様にして、２０回目の目標出力電力Ｑ２０を、その直前の２０個の発電電力データ（
Ｐ１～Ｐ２０）の平均とする。発電電力データの蓄積量が２０個に達した時点で、初期か
ら初期および終期以外の期間に移行する。そして、発電電力データの蓄積量が２０個に達
した後（初期および終期以外の期間）では、２０個の発電電力データに基づいて目標出力
電力を算出する。
【００５６】
　また、充放電制御の終了時点（終了予定時点）が近づくと、発電電力データのサンプリ
ング期間を充放電制御の終了時点（終了予定時点）までの発電電力データの取得予定量に
応じて徐々に減少させる。なお、終了予定時点は充放電制御の開始（延長の開始）から３
０分であるので、発電電力データのサンプリング期間を減少させ始める時点は算出可能で
ある。すなわち、充放電制御の終了予定時点の１０分前になった時点で、初期および終期
以外の期間から終期に移行するとともに、終期の開始時点から発電電力データのサンプリ
ング期間を減少させ始める。
【００５７】
　具体的には、充放電制御の終了時点（終了予定時点）の目標出力電力の算出が制御開始
からｎ回目とすると、制御終了前２０回目の目標出力電力Ｑ（ｎ－１９）を、その直前の
２０個の発電電力データＰ（ｎ－３８）～Ｐ（ｎ－１９）の平均とする。制御終了前１９
回目の目標出力電力Ｑ（ｎ－１８）を、その直前の１９個の発電電力データＰ（ｎ－３６
）～Ｐ（ｎ－１８）の平均とする。同様にして、制御終了前３回目の目標出力電力Ｑ（ｎ
－２）を、その直前の３個の発電電力データＰ（ｎ－４）、Ｐ（ｎ－３）およびＰ（ｎ－
２）の平均とする。制御終了前２回目の目標出力電力Ｑ（ｎ－１）を、その直前の２個の
発電電力データＰ（ｎ－２）およびＰ（ｎ－１）の平均とする。そして、制御終了直前の
目標出力電力Ｑ（ｎ）は、その直前の発電電力データＰ（ｎ）そのままとする。
【００５８】
　ここで、第１実施形態による充放電制御により変動抑制を主に行う変動周期範囲につい
て説明する。図７に示すように、変動周期によって対応可能な制御方法が異なっており、
負荷周波数制御（ＬＦＣ）により対応可能な変動周期が領域Ｄ（ハッチングで示す領域）
に示されている。また、ＥＤＣにより対応可能な変動周期は領域Ａに示されている。なお
、領域Ｂは、負荷変動などによる影響を電力系統５０自体の自己制御性により自然に吸収
する領域である。また、領域Ｃは、各発電所の発電機のガバナフリー運転により対応が可
能な領域である。ここで、領域Ｄと領域Ａとの境界線が負荷周波数制御（ＬＦＣ）により
対応可能な変動周期の上限周期Ｔ１となり、領域Ｃと領域Ｄとの境界線が負荷周波数制御
により対応可能な変動周期の下限周期Ｔ２となる。この上限周期Ｔ１および下限周期Ｔ２
は、図７より固有の周期ではなく、負荷変動の大きさなどによって変化する数値であるこ
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とが分かる。さらに、構築された電力網によって図示されている変動周期の時間も変化す
る。第１実施形態では、ＥＤＣ、電力系統５０自体の自己制御性およびガバナフリー運転
などによって対応できない領域Ｄ（ＬＦＣにより対応可能な領域）の範囲内に含まれる変
動周期（変動周波数）を有する変動に着目し、抑制することを目的としている。
【００５９】
　次に、図８を参照して、本発明の第１実施形態による太陽光発電システム１の充放電制
御開始前の制御フローについて説明する。
【００６０】
　充放電制御部５は、発電装置２の発電電力を所定の検出時間間隔毎（３０秒毎）に検出
している。そして、ステップＳ１において、充放電制御部５は、発電電力が制御開始発電
電力以上になったか否かを判断する。発電電力が制御開始発電電力以上にならなかった場
合には、この判断が繰り返される。発電電力が制御開始発電電力以上になった場合には、
ステップＳ２において、充放電制御部５は、発電電力の変化量の監視を開始する。すなわ
ち、検出した発電電力と、その直前の発電電力の検出値との差分を発電電力の変化量とし
て取得する。
【００６１】
　そして、ステップＳ３において、充放電制御部５は、制御開始変化量以上の発電電力の
変化があったか否かを判断する。制御開始変化量以上の発電電力の変化がない場合には、
ステップＳ２に戻り、発電電力の変化量の監視を継続する。
【００６２】
　また、制御開始変化量以上の発電電力の変化があった場合には、ステップＳ４において
、待機時間以内に発電電力が変化前の値の近傍に戻ったか否かを判断する。発電電力が変
化前の値の近傍に戻った場合には、充放電制御を行わずにステップＳ２に戻り、発電電力
の変化量の監視を継続する。発電電力が変化前の値の近傍に戻らない場合には、充放電制
御を開始する。なお、図８には記載していないが、たとえばステップＳ２において発電電
力の変化量を監視する際に発電電力の絶対値を確認し、発電電力が制御開始発電電力また
は制御終了発電電力を下回った場合にはステップＳ１に戻るようにもしている。
【００６３】
　次に、図９を参照して、充放電制御の開始後の制御フローについて詳細に説明する。
【００６４】
　充放電制御を開始した後、充放電制御部５は、ステップＳ５において、充放電制御を開
始した時点からの経過時間のカウントを開始する。
【００６５】
　次に、ステップＳ６において、充放電制御部５は、充放電制御を開始してからの発電電
力データの蓄積数（サンプリング回数ｋ１）または充放電制御の終了予定までのサンプリ
ング予定回数ｋ２が所定回数（第１実施形態では、２０回）以上であるか否かを判断する
。
【００６６】
　発電電力データのサンプリング数ｋ１または終了までのサンプリング予定回数ｋ２が２
０個以上または２０回以上である場合には、ステップＳ７において、直前の２０個のサン
プリング値を用いて移動平均法により目標出力電力を算出して設定する。
【００６７】
　また、発電電力データのサンプリング数ｋ１または制御終了までのサンプリング予定回
数ｋ２が所定個数（２０個）または所定回数（２０回）未満である場合には、ステップＳ
８において、ｋ１個またはｋ２個のサンプリング値を用いて移動平均法により目標出力電
力を算出して設定する。すなわち、充放電制御の開始時には、目標出力電力の算出に用い
るサンプリング数を目標出力電力の算出毎に１から２０まで１つずつ増加させ、充放電制
御の終了（予定）時には、目標出力電力の算出に用いるサンプリング数を目標出力電力の
算出毎に２０から１まで１つずつ減少させる。
【００６８】
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　そして、ステップＳ９において、充放電制御部５は、ステップＳ７またはＳ８において
設定した目標出力電力と、目標出力電力の算出後に検出した発電電力との差を算出する。
そして、ステップＳ１０において、充放電制御部５は、充放電部３２に対して過不足分の
充放電を指示する。すなわち、目標出力電力が発電電力よりも大きい場合には、目標出力
電力に対して発電装置２の発電電力では足りない分を蓄電池３１により補うように、充放
電制御部５はＤＣ－ＤＣコンバータ３３に対して放電を指示する。また、目標出力電力が
発電電力よりも小さい場合には、発電装置２の発電電力から目標出力電力を差し引いて余
る分を蓄電池３１に充電するように、充放電制御部５はＤＣ－ＤＣコンバータ３３に対し
て充電を指示する。
【００６９】
　そして、ステップＳ１１において、目標出力電力（発電装置２の発電電力＋蓄電池３１
の充放電電力）が電力出力部４から電力系統５０側に出力される。
【００７０】
　この後、ステップＳ１２において、充放電制御部５は、所定の変化量（制御開始変化量
）以上の発電電力の変化が制御期間（３０分）中に所定回数（第１実施形態では、３回）
あったか否かを判断する。制御開始変化量以上の発電電力の変化が３回あった場合には、
この後も発電電力の変化が継続する可能性が高いので、ステップＳ１３において、経過時
間のカウントをリセットするとともに、充放電制御の期間を延長する。この場合、ステッ
プＳ５に戻り、新たに経過時間のカウントを開始する。
【００７１】
　また、制御開始変化量以上の発電電力の変化が３回未満の場合には、ステップＳ１４に
おいて、発電装置２の発電電力が所定の発電電力（制御終了発電電力）以上であるか否か
を判断する。そして、制御開始発電電力以上である場合には、ステップＳ１５において、
充放電制御部５は、充放電制御を開始してから、または、充放電制御期間を延長してから
制御期間（３０分）を経過したか否かを判断する。制御期間が経過した場合には、充放電
制御部５は充放電制御を停止する。制御期間が経過していない場合には、ステップＳ６に
戻り、充放電制御が継続される。
【００７２】
　また、ステップＳ１４において発電電力が制御終了発電電力未満であると判断された場
合には、制御期間が経過していない場合であっても、充放電制御を停止する。
【００７３】
　第１実施形態では、上記のように、発電装置２の発電電力が変化した際の変化量が制御
開始変化量以上の場合に蓄電手段３の充放電制御を行うように構成することによって、発
電装置２の発電電力の変化量が制御開始変化量よりも小さい場合には充放電制御を行わな
いので、蓄電手段３の充放電回数を減らすことができる。また、制御開始変化量以上変化
した時点から待機時間内に変化前の発電電力近傍の発電電力に戻らない場合に、充放電制
御を行うように構成することによって、発電装置２の発電電力の変化量が制御開始変化量
以上の場合であっても、待機時間内に変化前の発電電力近傍の発電電力に戻った場合には
充放電制御を行わないので、蓄電手段３の充放電回数をさらに減らすことができる。これ
により、蓄電手段３の長寿命化を図ることができる。また、本願発明者は、鋭意検討した
結果、後述するように、発電電力の変化量が制御開始変化量より小さい、または制御開始
変化量より大きくても待機時間内に変化前の発電電力近傍の発電電力に戻った場合には、
充放電制御を行わない場合であっても、発電装置２による発電電力の変動に起因する電力
系統５０への影響が小さいことを見出した。したがって、第１実施形態では、発電装置２
による発電電力の変動に起因する電力系統５０への影響を抑制しながら、蓄電手段３の長
寿命化を図ることができる。
【００７４】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御開始変化量以上変化した時点から待機時
間内に、変化前の発電電力の近傍の値からなる閾値（下側閾値および上側閾値）に発電電
力が到達しない場合に、変化前の発電電力の近傍の発電電力に戻らないと判断するように
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構成されている。このように構成することによって、変化前の発電電力の近傍に設定され
た閾値（下側閾値および上側閾値）を用いて、変化前の発電電力近傍の発電電力に戻った
か否かを容易に判断することができる。
【００７５】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御開始変化量以上の変化が発電電力が大き
くなる方向の変化で、かつ、待機時間内に発電電力が上側閾値以下にまで低下しない場合
に、変化前の発電電力近傍の発電電力に戻らないと判断する。また、制御開始変化量以上
の変化が発電電力が小さくなる方向の変化で、かつ、待機時間内に発電電力が下側閾値以
上にまで上昇しない場合に、変化前の発電電力近傍の発電電力に戻らないと判断する。こ
のように構成することによって、制御開始変化量以上の変化が発電電力が大きくなる方向
の変化の場合には、変化前の発電電力よりも大きくかつ変化前の発電電力の近傍の上側閾
値を下回ったか否かを判断することにより、変化前の発電電力よりも少し大きい発電電力
にまで戻ったか否かを容易に判断することができる。また、制御開始変化量以上の変化が
発電電力が小さくなる方向の変化の場合には、変化前の発電電力よりも小さくかつ変化前
の発電電力の近傍の下側閾値を上回ったか否かを判断することにより、変化前の発電電力
よりも少し大きい発電電力にまで戻ったか否かを容易に判断することができる。
【００７６】
　また、第１実施形態では、上記のように、発電電力が検出時間間隔よりも大きい待機時
間内に変化前の発電電力近傍の発電電力に戻ったか否かを判断することによって、変化前
の発電電力近傍に発電電力が戻ったか否かを判断する待機時間を検出時間間隔よりも大き
い期間に設定することにより、発電電力の検出時間間隔よりも長い時間をかけて比較的緩
やかに発電電力が変化前に戻る場合にも、待機時間内に発電電力が戻ったと判断して充放
電制御を行わないようにすることができる。これによっても蓄電手段３の充放電回数を減
らすことができるので、蓄電手段３の長寿命化を図ることができる。
【００７７】
　また、第１実施形態では、上記のように、待機時間を検出時間間隔の２倍以上の整数倍
の期間としている。このように構成することによって、待機時間内に発電電力が戻ったか
否かを判断するために検出時間間隔以外のタイミングで発電電力を別途検出する必要がな
く、検出時間間隔毎のタイミングで発電電力を検出することにより、待機時間内に発電電
力が戻ったか否かを容易に判断することができる。
【００７８】
　また、第１実施形態では、上記のように、待機時間を負荷周波数制御（ＬＦＣ）により
対応可能な変動周期以下の期間としている。このように構成することによって、待機時間
を設けることによって生じる変動周期に対応する影響を、少なくとも負荷周波数制御によ
り対応可能な変動周期範囲内において抑制することができる。このため、負荷周波数制御
により対応可能な変動周期部分の変動を抑制しながら、効果的に蓄電手段３の充放電回数
を減らすことができる。
【００７９】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御の初期の期間において、充放電制
御の初期および終期以外の期間よりも、移動平均の算出に用いる発電電力データのサンプ
リング期間を短くして目標出力電力を算出している。このように構成することによって、
制御開始変化量以上の急激な発電電力の変化が生じた際に充放電制御を開始して充放電制
御の開始時点の目標出力電力を算出する際に、発電電力データのサンプリング期間が短く
設定されるので、充放電制御開始時の発電電力と大きく異なる急激な変化前（充放電制御
開始前）の発電電力の値が目標出力電力の算出に用いられてしまうことを抑制することが
できる。これにより、充放電制御開始時において算出する目標出力電力と実際の発電電力
との差を小さくすることができるので、充放電の開始時点の前後で電力系統５０側への出
力電力の変化を小さくすることができるとともに、その差を埋め合わせるための蓄電手段
３の充放電量を少なくすることができる。その結果、電力出力部４から電力系統５０側に
出力される電力量の変動を抑制することができるので、電力系統５０への悪影響を抑制す
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ることができるとともに、蓄電手段３の蓄電容量を小さくすることができる。
【００８０】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御の終期における移動平均の算出に
用いる発電電力データのサンプリング期間を、充放電制御の初期および終期以外の期間よ
りも短くすることによって、充放電制御の終了時点で、充放電制御の終了時点近傍の発電
電力データのみ取得されて目標出力電力が算出されるので、充放電制御の終了時点で算出
される目標出力電力と実際の発電電力との差を小さくすることができる。これにより、充
放電制御の終了時点の前後で電力系統５０側への出力電力の変化を小さくすることができ
る。その結果、電力出力部４から電力系統５０側に出力される電力量の変動を抑制するこ
とができるので、電力系統５０への悪影響を抑制することができる。
【００８１】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御の初期から初期および終期以外の
期間にかけて移動平均に用いる発電電力データの取得期間を充放電制御の開始時点からの
発電電力データの蓄積量に応じて徐々に増加して目標出力電力を算出している。このよう
に構成することによって、移動平均に用いる発電電力データのサンプリング期間を充放電
制御の開始時点からの発電電力データの蓄積量（蓄積期間）に応じて徐々に増加させるこ
とによって、充放電制御の開始時点以降に徐々に蓄積されて増加される発電電力データを
蓄積量（蓄積期間）に応じて適切に取得して目標出力電力を算出することができるので、
充放電制御の初期以降の目標出力電力を、実際の発電電力推移に近い値に設定することが
できる。これによっても、電力出力部４から電力系統５０側に出力される電力量の変動を
抑制することができるので、電力系統５０への悪影響を抑制することができるとともに、
蓄電手段３の蓄電容量を小さくすることができる。
【００８２】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御の初期および終期以外の期間から
終期にかけて移動平均に用いる発電電力データのサンプリング期間を徐々に減少して目標
出力電力を算出している。このように構成することによって、充放電制御の終期における
移動平均の算出に用いる発電電力データのサンプリング期間を、充放電制御の初期および
終期以外の期間よりも徐々に短くすることができるので、充放電制御の終了時点に近づく
につれて、目標出力電力と実際の発電電力との差を徐々に小さくすることができる。これ
により、充放電制御の終了直前の目標出力電力と終了直後の実際の発電電力との差が大き
くなってしまうことを抑制することができるので、充放電制御の終了時の前後で電力系統
５０側への電力の変化をより小さくすることができる。これにより、電力出力部４から電
力系統５０側に出力される電力量の変動をより抑制することができるので、電力系統５０
への悪影響をより抑制することができる。
【００８３】
　また、第１実施形態では、上記のように、蓄電手段３の充放電制御を行う際に、発電電
力データのサンプリング期間を、少なくとも負荷周波数制御（ＬＦＣ）により対応可能な
変動周期の下限周期Ｔ２以上の期間、好ましくは上限周期Ｔ１以上の期間Ｔとして、発電
電力データを取得して移動平均法により目標出力電力を算出している。このように構成す
ることによって、負荷周波数制御により対応可能な変動周期を考慮したＴをサンプリング
期間として算出した目標出力電力となるように充放電を制御することにより、負荷周波数
制御（ＬＦＣ）により対応する変動周期の成分を減らすことができる。これにより、電力
系統５０に影響を与えることを抑制することができる。
【００８４】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御の開始から所定の制御期間の経過
後に充放電制御を停止している。このように構成することによって、一定期間のみ充放電
制御することにより、充放電制御を停止しない場合に比べて充放電回数を減少することが
できる。これによっても、蓄電手段３の長寿命化を図ることができる。また、充放電制御
の停止を時間により制御することができるので、制御アルゴリズムを簡略化することがで
きる。
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【００８５】
　また、第１実施形態では、上記のように、充放電制御中に、発電電力の制御開始変化量
以上の変化が所定回数以上あった場合に、充放電制御の制御期間を延長している。このよ
うに構成することによって、発電電力の変動が続くと予想される場合には継続して充放電
制御を行うことができる一方、発電電力の変動が続かず、充放電制御が不必要と考えられ
る期間には充放電制御を行うことを抑制することができる。その結果、蓄電手段３の充放
電回数を減少させながら、効果的に充放電制御を行うことができる。
【００８６】
　また、第１実施形態では、上記のように、発電電力の変化量がたとえば快晴時の昼間の
時間帯における検出時間間隔毎の最大変化量以上になった場合に充放電制御を行う。この
ように構成することによって、発電電力の検出時間間隔毎の変化量の少ない快晴時には、
充放電制御を行わなくても電力系統５０への悪影響が小さいので、快晴時に充放電制御を
行わないことにより、発電装置２による発電電力の変動に起因する電力系統５０への影響
を抑制しながら充放電回数を減少することができ、その結果、蓄電手段３の長寿命化を図
ることができる。
【００８７】
　また、第１実施形態では、上記のように、発電電力の変化量が変化前の発電電力の５％
の変化量以上になった場合に充放電制御を行う。このように構成することによって、充放
電制御を開始する際の閾値である制御開始変化量を快晴時の変化量よりも大きくすること
ができるので、容易に快晴時に充放電制御を行わないように制御することができる。また
、制御開始変化量は、発電装置２の定格容量を基準にして求めてもよい。このようにして
も、上記と同様の効果を得ることができる。
【００８８】
　また、第１実施形態では、上記のように、ＤＣ－ＤＣコンバータ７により変換された所
定の直流電圧の電力と、電力系統５０側に出力する目標出力電力とに基づいて、充放電部
３２を制御している。このように構成することによって、日射量などにより直流側母線６
の電圧が変動することを抑制することができ、直流側母線６の部分を略一定の電圧とする
ことが可能になる。充放電量を制御するために、蓄電池３１側と直流側母線６側との電圧
差が重要になるが、直流側母線６側が略一定電圧であることから、蓄電池３１側のみの電
圧制御により充放電量の制御が可能になる。これにより、充放電制御部５の制御性を向上
させることができる。
【００８９】
　次に、図１０～図１６を参照して、本発明の第１実施形態による太陽光発電システム１
を用いることによる効果に関して鋭意検討した結果について、詳細に説明する。
【００９０】
　図１０には、快晴時および雲のある晴天時の一日の実際の発電電力（出力電力）の変動
推移を示している。なお、図１０は、充放電制御を行わない場合の電力系統５０側への出
力電力（発電装置２の発電電力そのまま）を示している。
【００９１】
　図１０に示すように、快晴時には、日光が雲により遮られることがないので、発電装置
２の発電電力が大きな変動なく滑らかに推移していることがわかる。その一方、図１０に
示すように、雲のある晴天時には、雲の影響により日射量が変動することに起因して、発
電装置２の発電電力が大きな変動を繰り返しながら推移していることがわかる。
【００９２】
　また、第１実施形態による充放電制御を行わずに終日移動平均法による充放電制御を行
う場合における蓄電池３１の充電量の推移を図１１に示す。図１１に示すように、快晴時
の充放電の最大深度差Ｈ１は蓄電池の最大充電量の約１４％であり、雲のある晴天時の充
放電の最大深度差Ｈ２は蓄電池の最大充電量の約１５％である。すなわち、快晴時と雲の
ある晴天時とで充放電の最大深度差は大きく変わらないことがわかる。
【００９３】
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　充放電の最大深度差が蓄電池３１の寿命に大きく影響することが知られているが、上記
のように快晴時と晴天時とで充放電の最大深度差が大きく変わらないことから、快晴時と
雲のある晴天時とで蓄電池３１の寿命は大きく変わらないことがわかる。すなわち、全体
的な推移が略同じであれば、大きな変動の頻度に拘わらず、蓄電池寿命は殆ど変わらない
ことがわかる。
【００９４】
　ここで、図１０の出力電力パターンが電力系統５０に与える影響について考察する。電
力系統５０への影響を検討するために、図１０の出力電力パターンについて、ＦＦＴ（高
速フーリエ変換）により解析した。図１０のＦＦＴによる解析結果を図１２に示す。
【００９５】
　図１２に示すように、快晴時と雲のある晴天時とでパワースペクトルについて大きな差
異が見られることがわかる。特に負荷周波数制御（ＬＦＣ）領域である数分程度の周波数
領域を見てみると、快晴時のパワースペクトルは晴天時の１／４程度の大きさとなってい
る。したがって、快晴時においては、充放電制御を行わなくても出力変動による電力系統
５０への悪影響は小さいことがわかる。
【００９６】
　次に、雨天時の出力変動が電力系統５０に与える影響について考察する。図１３および
図１４には、雨天時の一日の実際の発電電力の変動推移およびそのＦＦＴ解析結果を示し
ている。なお、図１３は、充放電制御を行わない場合の電力系統５０側への出力電力（発
電装置２の発電電力そのまま）を示している。
【００９７】
　図１３に示すように、雨天時においても出力変動（発電電力の変動）が多い一方、図１
４に示すように、ＦＦＴ解析によるパワースペクトルは非常に小さくなっていることがわ
かる。すなわち、雨天時には、充放電制御を行わなくても電力系統５０への悪影響は小さ
いことがわかる。
【００９８】
　以上のことから、ＦＦＴ解析の結果、快晴時や雨天時においてはパワースペクトルが小
さく、充放電制御を行わない場合であっても電力系統５０への悪影響は小さいので、充放
電制御を行う必要性が低いことを見出した。また、蓄電池３１の寿命には大きく影響を与
える充放電深度については、全体的な発電電力の推移が略同じであれば、大きな変動の頻
度に拘わらず充放電制御を行う場合と行わない場合とで殆ど差が見られないことが判明し
た。したがって、快晴時や雨天時に充放電制御を行わないようにすることによって、充放
電制御を行う頻度を低減することができ、蓄電池寿命を延ばすことができる。
【００９９】
　次に、充放電制御を行うことによる電力系統５０への悪影響の軽減効果を検証した結果
について説明する。図１５には、比較例１、比較例２、比較例３、実施例１および２につ
いてのＦＦＴ解析結果を示している。比較例１は、充放電制御を行わない場合（発電装置
２の発電電力をそのまま電力系統側に出力する場合）の例である。比較例２は、第１実施
形態の移動平均法とは異なる一般的な移動平均法による充放電制御を一日中常時行った場
合の例である。なお、一般的な移動平均法とは、充放電制御の開始時および終了時におい
てサンプリング数（サンプリング期間）を減少させる第１実施形態の移動平均法と異なり
、充放電制御の開始時および終了時であっても、常に一定のサンプリング数に基づいて目
標出力電力を算出する制御である。また、比較例３、実施例１および２は、第１実施形態
と同様に、発電装置２の発電電力が定格出力の１０％を超えた場合に発電電力の監視を開
始し、発電電力の変化が変化前の発電電力の５％を超え、かつ、待機時間内に発電電力が
変化前の値の近傍に戻らなかった場合に充放電制御を開始する例である。また、比較例３
、実施例１および２では、第１実施形態と同様に、充放電制御の開始時および終了時にサ
ンプリング数を減らす充放電制御を行っている。また、比較例３は、第１実施形態と異な
り、発電電力が変化前の値の近傍に戻ったか否かを判断する際の待機時間を設けない例で
ある。また、実施例１および２は待機時間を設けた例であり、実施例１および２では、そ
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れぞれ、待機時間を１分および２分とした。
【０１００】
　図１５に示すように、比較例２、比較例３、実施例１および実施例２は、比較例１に比
べてＦＦＴ解析結果のパワースペクトルが減少している。すなわち、比較例２、比較例３
、実施例１および実施例２では、充放電制御を行わない場合（比較例１）と比べて大きく
パワースペクトルが減少している。また、比較例３、実施例１および実施例２では、一般
的な移動平均法を一日中行った場合（比較例２）と同レベルで出力電力の平滑化ができて
いることから、一般的な移動平均法を一日中常時行った場合と同レベルで電力系統５０へ
の悪影響を抑制できていることがわかる。以上のことから、第１実施形態による充放電制
御を行うことによって、一般的な移動平均法によって充放電制御を一日中常時行った場合
と同様に、電力系統への悪影響を軽減することが可能であることが判明した。
【０１０１】
　ここで、比較例２、比較例３、実施例１および実施例２における蓄電池３１の寿命を簡
易的に見積もった結果を以下の表１に示す。ここでは、約２ヶ月間の発電電力データに基
づいて、比較例２、比較例３、実施例１および実施例２のそれぞれの充電量および放電量
の総和を求め、その逆数をもって電池寿命の見積もり値とした。また、比較例３、実施例
１および実施例２の値は、比較例２の値を基準に規格化された値である。
【０１０２】
【表１】

　表１に示すように、比較例３、実施例１および実施例２では、比較例２に比べて１０％
以上の電池寿命の長寿命化が期待できる。また、比較例３に比べて実施例１および２の電
池寿命見積もり値が向上している。これは、１分または２分の待機時間を設けたことによ
り、充放電制御を行う期間が短くなったので、その分、蓄電池３１の充放電回数が少なく
なったことが理由であると考えられる。
【０１０３】
　次に、移動平均法のサンプリング期間について検討した。ここでは、発電電力データの
取得期間であるサンプリング期間を１０分とした場合のＦＦＴ解析結果と、サンプリング
期間を２０分とした場合のＦＦＴ解析結果を図１６に示す。図１６に示すように、サンプ
リング期間が１０分の場合には、変動周期が１０分未満の範囲における変動が抑制されて
いる一方、変動周期が１０分以上の範囲における変動があまり抑制されていないことがわ
かる。また、サンプリング期間が２０分の場合には、変動周期が２０分未満の範囲におけ
る変動が抑制されている一方、変動周期が２０分以上の範囲における変動はあまり抑制さ
れていない。したがって、サンプリング期間の長さと、充放電制御により抑制できる変動
周期との間には良好な相関関係があることがわかる。このため、サンプリング期間の設定
により効果的に変動周期を抑制できる範囲が変わることがいえる。そこで、本システムで
主に注目している負荷周波数制御により対応可能な変動周期の部分を抑制するためには、
サンプリング期間を負荷周波数制御で対応する変動周期以上、特にＴ１～Ｔ２の後半付近
（長周期付近）からＴ１以上の範囲の期間とすることが好ましいことがわかる。たとえば
、図７の例では２０分以上のサンプリング期間とすることにより、負荷周波数制御で対応
する変動周期の殆どを抑制することができることがわかる。ただし、サンプリング期間を
長くすると、必要な蓄電池容量が大きくなる傾向があり、Ｔ１よりもあまり長くないサン
プリング期間を選択することが好ましい。
【０１０４】
（第２実施形態）
　次に、図１７を参照して、本発明の第２実施形態による発電システム（太陽光発電シス
テム１００）について説明する。
【０１０５】
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　図１７に示すように、太陽光発電システム１００では、太陽光を用いて発電する太陽電
池からなる３つの発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃと、蓄電手段３と、電力出力部４と、充
放電制御部１５とを備えている。なお、発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃの合計の発電電力
が電力出力部４で処理可能な発電電力以下になるようにすることが好ましい。
【０１０６】
　３つの発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃは、電力出力部４に対して並列的に接続されてい
る。また、ＭＰＰＴ制御機能を有しているＤＣ－ＤＣコンバータ７ａ、７ｂおよび７ｃが
各発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃ毎に設けられている。各ＤＣ－ＤＣコンバータ７ａ、７
ｂおよび７ｃは、発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃのそれぞれにより発電された電力の電圧
を一定電圧に変換して電力出力部４側に出力する機能を有する。なお、ＤＣ－ＤＣコンバ
ータ７ａ、７ｂおよび７ｃは、本発明の「ＤＣ－ＤＣコンバータ」の一例である。
【０１０７】
　また、充放電制御部１５は、ＣＰＵ１５ａおよびメモリ１５ｂを含む。また、充放電制
御部１５は、各ＤＣ－ＤＣコンバータ７ａ、７ｂおよび７ｃの出力側に設けられた発電電
力検出部８ａ、８ｂおよび８ｃのそれぞれから発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃの発電電力
を取得する。充放電制御部１５は、各発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃの発電電力の総和デ
ータに基づいて目標出力電力を算出するとともに、各発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃの発
電電力の総和と上記算出した目標出力電力との差を補償するように蓄電池３１の充放電制
御を行う。
【０１０８】
　上記した構成以外の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１０９】
　第２実施形態では、上記のように、複数の発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃを設け、発電
装置２ａ、２ｂおよび２ｃのそれぞれに対応してＤＣ－ＤＣコンバータ７ａ、７ｂおよび
７ｃを設けている。このように構成することによって、上記第１実施形態のように１つの
発電装置２を用いた場合には発電装置２の一部のみが陰になっただけの場合でも発電装置
２全体の出力が低下する一方、第２実施形態では、１つの発電装置２ａが雲の陰になって
出力が低下した場合にも、他の発電装置２ｂおよび２ｃが陰になっていなければ他の発電
装置２ｂおよび２ｃの出力が低下することを防止することができる。これにより、発電装
置全体の発電電力の低下を抑制することができる。これにより、発電電力の変動を抑制す
ることができるので、電力系統５０への悪影響を抑制することができる。
【０１１０】
　第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１１１】
（第３実施形態）
　次に、図１８を参照して、本発明の第３実施形態による発電システム（太陽光発電シス
テム２００）について説明する。この第３実施形態では、上記第１実施形態の充放電制御
を行うことに加えて、負荷２１０の稼動状況に応じて蓄電池３１の充放電を制御する例に
ついて説明する。
【０１１２】
　図１８に示すように、太陽光発電システム２００は、発電装置２と、蓄電手段３と、電
力出力部４と、充放電制御部２０１と、ＤＣ－ＤＣコンバータ７と、発電電力検出部８と
を備えている。また、電力出力部４と電力系統５０との間の交流側母線９には分電盤２０
２が設けられている。分電盤２０２を介して３つの負荷２１０、２２０および２３０が交
流側母線９に接続されている。ここで、負荷２１０は、負荷周波数制御（ＬＦＣ）で対応
する変動周期の下限周期Ｔ２～上限周期Ｔ１の時間（約２分～約２０分）内で使用される
ことが多く、かつ、消費電力の比較的大きい負荷であり、たとえば、ＩＨヒータなどであ
る。また、負荷２２０および負荷２３０は、消費電力の小さい照明などの負荷またはオン
／オフを切り替えることの少ない負荷などである。
【０１１３】
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　第３実施形態では、負荷２１０の稼動状況を検知するセンサ２０３が設けられている。
充放電制御部２０１は、負荷２１０が使用されている（オン）か使用されていない（オフ
）かをセンサ２０３の出力信号に基づいて判断することが可能である。充放電制御部２０
１は、上記第１実施形態の充放電制御を行うことに加えて、負荷２１０のオン／オフが切
り替えられることに伴って生じる電力系統５０に出入りする電力の変化を抑制するように
蓄電池３１の充放電を制御する。すなわち、負荷２１０がオフからオンになったと判断し
た場合には、負荷２１０の消費が加わる分、太陽光発電システム２００から電力系統５０
に逆潮流する電力（売電力）が減るか、電力系統５０から太陽光発電システム２００に入
る電力（買電力）が増加するので、売電力の減少分または買電力の増加分を抑制するよう
に蓄電池３１から放電する。同様に、負荷２１０がオンからオフになったと判断した場合
には、負荷２１０の消費が減る分、売電力が増加するか、買電力が減少するので、買電力
の減少分または売電力の増加分を抑制するように蓄電池３１の充電を行う。
【０１１４】
　第３実施形態では、上記のように、発電装置２と電力系統５０との間の交流側母線９に
接続された負荷２１０の稼動状況の変化を検出するとともに、負荷２１０の稼動状況の変
化に伴って生じる電力系統５０に出入りする電力の変化を抑制するように、蓄電手段３の
充放電制御を行う。このように構成することによって、たとえば逆潮流が発生している状
況下において、負荷２１０が稼動することにより負荷２１０の消費電力の分だけ電力系統
５０側に出力される電力が減少する場合に、その減少分の少なくとも一部を蓄電手段３か
ら放電することができる。また、負荷２１０が停止することにより負荷２１０の消費電力
の分だけ電力系統５０側に出力される電力が増加する場合には、その増加分の少なくとも
一部を蓄電手段３に充電することができる。これにより、負荷２１０の稼動状況の変化に
伴って電力系統５０に出入りする電力が変動することを抑制することができるので、電力
系統５０に与える影響を抑制することができる。
【０１１５】
　次に、図１９～図２３を参照して、本発明の第３実施形態の効果を検証したシミュレー
ション結果について説明する。
【０１１６】
　このシミュレーションでは、発電装置２の発電電力推移に対して、第３実施形態による
制御を行った場合の電力系統５０側に出力される電力推移を検証した。第３実施形態によ
る制御としては、実施例４として、上記第１実施形態の充放電制御を行いながら、負荷２
１０のオン／オフが切り替えられた場合に、負荷２１０がオンである期間の間継続して蓄
電池３１の放電を行った。すなわち、第１実施形態で算出される蓄電池３１の充放電電力
に、負荷２１０がオンである期間の間負荷２１０の消費電力分の充電電力を加算するよう
に充放電を行った。また、実施例５として、上記第１実施形態の充放電制御を行いながら
、負荷２１０のオン／オフが切り替えられた場合に、切替直後に、第１実施形態で算出さ
れる蓄電池３１の充放電電力に負荷２１０の消費電力分の放電電力（オン時）または充電
電力（オフ時）を加算するように充放電を行い、その後、切替直後に加算した電力を５分
間かけて徐々に０へとしていくように蓄電池３１を制御した。また、実施例６として、上
記第１実施形態の制御のみを行った。図１９および図２０には、実施例４、５および６の
制御を行った場合に電力出力部から出力される電力の推移を示している。図２１および図
２２は、実施例４、５および６の制御を行った場合に電力系統５０側に逆潮流される電力
の推移（正確には、負荷２１０と負荷２２０との間を通過する電力の推移）を示している
。
【０１１７】
　図１９に示すように、実施例４では、負荷２１０がオンされてからオフされるまでの期
間Ａにおいて、実施例６に示したような発電電力の推移を基に算出した出力電力に負荷２
１０の消費電力分を加えた電力を出力している。したがって、実施例４の期間Ａにおいて
は、蓄電池３１からは実施例６に比べて負荷２１０の消費電力分の放電電力を加算するよ
うに充放電制御が行われている。期間Ａ以外の期間は実施例４と実施例６とは同じ推移で
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ある。
【０１１８】
　また、図２０に示すように、実施例５では、負荷２１０がオンされてから５分間の期間
Ｂにおいて、実施例６に示したような発電電力の推移を基に算出した出力電力に負荷２１
０の消費電力分を加えた電力を出力し、それから徐々に実施例６と同じ出力へと減らして
いる。この際、実施例５の期間Ｂにおいては、蓄電池３１の充放電電力は負荷２１０のオ
ン時に負荷２１０の消費電力分の放電電力を加算するように充放電電力を算出し、この加
算した分の放電電力を５分かけて徐々に０へとしていく。
【０１１９】
　また、負荷２１０がオフされてから５分間の期間Ｃにおいて、期間Ｃの開始時に実施例
６に示したような発電電力の推移を基に算出した出力電力に負荷２１０の消費電力分を差
し引いた電力を出力し、それから徐々に実施例６と同じ出力へと増やしている。この際、
実施例５の期間Ｃにおいては、蓄電池３１の充放電電力は負荷２１０のオフ時に負荷２１
０の消費電力分の放電電力を差し引くように充放電電力を算出し、この差し引いた分の放
電電力を５分かけて徐々に０へとしていく。
【０１２０】
　ここで、図２１および図２２に示すように、実施例６では、電力出力部４から出力され
た電力から負荷２１０での消費分が減少するために、負荷２１０のオン時およびオフ時に
おいて、電力系統５０側に出力される電力に急激な変動が生じていることがわかる。その
一方、実施例４および実施例５では、実施例６で大きな変動となっている期間Ａ～Ｃにお
いて、急激な変動なく滑らかに推移していることがわかる。したがって、実施例４および
５は、実施例６よりも電力系統５０に与える影響が少ないことがわかる。
【０１２１】
　また、図２３に示すように、実施例４および５では、実施例６に比べて全体的に周波数
変動を抑制していることがわかる。また、実施例４および実施例５は略同じレベルで周波
数変動を抑制していることがわかる。ここで、図１９および図２０に示したように、実施
例５は実施例４のように、負荷２１０で消費される電力分を加算する一方で、期間Ｃでは
負荷２１０で消費される電力分を減算するように制御するために、蓄電池３１の充放電が
充電あるいは放電の一方向に傾きにくい。その結果、蓄電池３１の放電深度を抑制するこ
とができるなど、蓄電池３１の長寿命化・低容量化に有利であり、実施例５は実施例４よ
りも有効であることがわかる。
【０１２２】
（第４実施形態）
　次に、図２４を参照して、本発明の第４実施形態による発電システム（太陽光発電シス
テム３００）について説明する。この第４実施形態では、発電電力に基づいて充放電制御
を行う上記第１実施形態と異なり、電力系統５０に出入りする電力（買電力または売電力
）に基づいて充放電制御を行う例について説明する。
【０１２３】
　図２４に示すように、太陽光発電システム３００は、発電装置２と、蓄電手段３と、電
力出力部４と、充放電制御部３０１と、ＤＣ－ＤＣコンバータ７と、発電電力検出部８と
を備えている。また、電力出力部４と電力系統５０との間の交流側母線９には分電盤２０
２を介して３つの負荷２１０、２２０および２３０が接続されている。
【０１２４】
　また、交流側母線９の分電盤２０２よりも電力系統５０側には太陽光発電システム３０
０から電力系統５０に売却する電力を計量する電力メータ３１０と、電力系統５０から購
入する電力を計量する電力メータ３２０とが設けられている。電力メータ３１０および電
力メータ３２０のそれぞれには、電力センサ３０２および電力センサ３０３が設けられて
いる。なお、電力センサ３０２および電力センサ３０３は、本発明の「電力検出部」の一
例である。
【０１２５】
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　充放電制御部３０１は、電力センサ３０２および３０３の出力に基づいて、電力系統５
０に出入りする電力のデータ（買電電力データまたは売電電力データ）を所定の検出時間
間隔毎（たとえば、３０秒以下）に取得することが可能である。充放電制御部３０１は、
売電電力－買電電力＝検出した電力のデータ（売電電力および買電電力はゼロ以上の値）
を電力系統５０に出入りする電力のデータ（出入電力データ）として取得する。また、充
放電制御部５は、過去の出入電力データに基づいて目標出力電力を算出するとともに、実
際の出入電力と目標出力電力との差の少なくとも一部を補償するように蓄電池３１の充放
電を行う。すなわち、充放電制御部５は、実際の出入電力が目標出力電力よりも大きい場
合には、過剰分の電力の少なくとも一部を蓄電池３１に充電するようにＤＣ－ＤＣコンバ
ータ３３を制御するとともに、実際の出入電力が目標出力電力よりも小さい場合には、不
足分の電力の少なくとも一部を蓄電池３１から放電するようにＤＣ－ＤＣコンバータ３３
を制御するように構成されている。
【０１２６】
　また、充放電制御部３０１は、発電装置２の発電電力が所定の発電電力（制御開始発電
電力）以上で、かつ、出入電力（買電電力または売電電力）の変化量が所定の変化量（制
御開始変化量）以上である場合に、充放電制御を開始するように構成されている。また、
出入電力の変化量が制御開始変化量以上であっても、待機時間内に変化前の電力近傍まで
戻った場合には、充放電制御部３０１は充放電制御を開始しないように構成されている。
第４実施形態の制御開始変化量は、たとえば快晴時（雲が殆どない晴天）の昼間の時間帯
における検出時間間隔毎の最大変化量よりも多い変化量とし、検出時間間隔、負荷量など
も考慮して設定する。特に第４実施形態では、出入電力（＝売電電力－買電電力）が正負
の値をとるために、単純に第１実施形態などで示した発電電力の変化量と変化前の発電電
力とを比較する方法ではなく、たとえば発電装置２の定格出力、負荷の定格消費電力など
を加味して、変化量の絶対値で制御する方法、あるいは、出入電力（＝売電電力－買電電
力）に負荷量に応じて適切な電力を加算する方法が望ましい。第４実施形態では、制御開
始変化量を発電装置２の定格出力の５％とした。
【０１２７】
　なお、検出時間間隔、サンプリング期間、目標出力電力の算出方法、待機時間などの充
放電制御に関する設定は、上記第１実施形態と同様である。
【０１２８】
　また、図２５には、ある１日の発電装置２の発電電力の推移と、同じ日の出入電力（＝
売電電力－買電電力）の推移とを示している。出入電力の推移は、発電電力推移から負荷
（負荷２１０、２２０および２３０）の消費電力を差し引いたものにほぼ相当する。図２
５に示すように、一般家庭においては１日を通して負荷の消費電力の急激な変動の頻度は
高くないので、発電電力の推移と出入電力の推移とは略同じように変動している。したが
って、出入電力に基づいて充放電制御を行うことにより、出入電力の変動を抑制し、電力
系統５０に影響を抑制することが可能である。
【０１２９】
　第４実施形態では、上記のように、電力センサ３０２および３０３の出入電力が変化し
た際の変化量が制御開始変化量以上の場合に蓄電手段３の充放電制御を行うように構成す
ることによって、電力センサ３０２および３０３の出入電力の変化量が制御開始変化量よ
りも小さい場合には充放電制御を行わないので、蓄電手段３の充放電回数を減らすことが
できる。また、制御開始変化量以上変化した時点から待機時間内に変化前の出入電力近傍
の電力に戻らない場合に、充放電制御を行うように構成することによって、電力センサ３
０２および３０３の出入電力の変化量が制御開始変化量以上の場合であっても、待機時間
内に変化前の出入電力近傍の電力に戻った場合には充放電制御を行わないので、蓄電手段
３の充放電回数をさらに減らすことができる。これにより、蓄電手段３の長寿命化を図る
ことができる。また、上記第１実施形態と同様に、電力センサ３０２および３０３の出入
電力の変化量が制御開始変化量より小さい、または制御開始変化量より大きくても待機時
間内に変化前の出入電力近傍の電力に戻った場合には、充放電制御を行わない場合であっ
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ても、発電装置２による発電電力の変動に起因する電力系統５０への影響が小さいことを
見出した。したがって、第４実施形態では、発電装置２による発電電力の変動に起因する
電力系統５０への影響を抑制しながら、蓄電手段３の長寿命化を図ることができる。なお
、制御開始発電電力は第１実施形態などに比べて高く設定することが望ましい。具体的に
は負荷量に応じて設定する必要があるが、たとえば負荷での消費量が２００Ｗ前後で推移
している場合には、第１実施形態などで設定した発電装置２の定格出力の１０％に２００
Ｗを加算するように設定する。
【０１３０】
　次に、図２６～図２９を参照して、検出時間間隔の長さについて説明する。
【０１３１】
　図２６、図２７および図２８には、それぞれ、検出時間間隔を２秒、１０秒および３０
秒として第１実施形態による充放電制御を行った場合のシミュレーション結果を示してい
る。
【０１３２】
　図２６～図２８に示すように、２秒、１０秒および３０秒のいずれも良好な平滑化結果
となっている。また、検出時間間隔が短くなるほど、平滑化後の電力がより滑らかに推移
していることがわかる。
【０１３３】
　さらに、図２６～図２８の平滑化後の電力推移について高速フーリエ変換を行った解析
結果を図２９に示す。図２９に示すように、２秒、１０秒および３０秒のいずれも実際の
発電電力の変動を抑制できていることがわかる。また、検出時間間隔が２秒の場合には、
５分～２０分の変動周期において全体的にパワースペクトルが小さくなっており、平滑化
効果が高いことがわかる。
【０１３４】
　このように、検出時間間隔を適切に選択することにより、平滑化の効果をより高めるこ
とが可能である。ただし、検出時間間隔が短くなると移動平均を算出するためのデータ数
が増えるので、制御装置の処理能力と必要な平滑化度とを考慮して、最適な検出時間間隔
を選択する必要がある。
【０１３５】
　また、検出時間間隔に合わせて各設定値を適切に変化させることが好ましい。図２６～
図２８では検出時間間隔を２秒、１０秒および３０秒としたが、制御開始変化量をそれぞ
れ２％、４％および６％とした。
【０１３６】
　なお、制御開始変化量と検出時間間隔との関係の目安を以下に示す。太陽光発電システ
ムの発電電力の変化は主に雲の動きによる影響を受けている。そのため、発電電力の変化
は比較的緩やかであり、秒単位以上での変化となる。ここで、我々の検討の結果、２秒程
度の検出時間間隔においては１％／秒以上の変化を含む場合にＦＦＴ解析後のパワースペ
クトルに与える影響が大きくなる傾向を見出した。ただし、検出時間間隔が比較的長時間
になる場合には、制御開始変化量を単純に１％／秒×検出時間間隔（秒）と設定した場合
にはパワースペクトルの抑制が困難であった。これは、たとえば検出時間間隔を１０秒と
した場合において、１０秒の中で１％／秒の変化が含まれていればパワースペクトルに与
える影響が大きいためであり、単純な計算から求められる１０％（＝１（％／秒）×１０
秒）では、１０秒間に渡って平均して１％／秒以上の変化をし続ける場合のみ適用され、
１０秒の中で１％／秒の変化が含まれている場合よりも狭い範囲となってしまうからであ
る。
【０１３７】
　そこで、様々な検討を行った結果、自然現象を表す式としてよく用いられる、自然対数
を含んだ以下のような式から得られる範囲を制御開始変化量とすることが有効であること
がわかった。
【０１３８】
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　制御開始変化量≦２×ｌｏｇe（ｔ＋１）
　ここで、（ｔ＋１）はｔ＞０の範囲で制御開始変化量がゼロ以上となるためのものであ
り、２を乗算しているのは２秒程度のときに１％／秒の変化量（＝２％）となるように調
整したものである。
【０１３９】
　次に、図３０～図３３を参照して、１次遅れ法による平滑化方法について説明する。
【０１４０】
　１次遅れ法を用いた目標出力電力Ｑ（ｔ）は、以下の式により求められる。
【０１４１】
　Ｑ（ｔ）＝Ｑ（ｔ－Δｔ）＋｛Ｗ（ｔ）－Ｑ（ｔ－Δｔ）｝／Ｎ・・・（１）
　ここで、Ｗ（ｔ）は検出電力（たとえば、発電電力または出入電力）であり、Ｎは、所
定の時定数Ｔを検出時間間隔Δｔで除した値（時間Ｔに含まれる発電電力のデータまたは
出入電力のデータ数）である。時刻ｔにおける目標出力電力Ｑ（ｔ）は、その前の目標出
力電力Ｑ（ｔ－Δｔ）に、目標出力電力Ｑ（ｔ－Δｔ）と時刻ｔにおける発電電力または
出入電力Ｗ（ｔ）との差分をＮで除した値を加えた値として算出される。このような１次
遅れ法により平滑化を行う場合においても、本発明を適用して目標出力電力を設定するこ
とにより、発電装置による発電電力の変動などに起因する電力系統への影響を抑制しなが
ら、蓄電手段の長寿命化を図るという本発明の効果を得ることができる。
【０１４２】
　ここで、上記のように、１次遅れ法の目標出力電力は１つ前の時点の目標出力電力を用
いて算出される。このため、上記第１～第４実施形態のように１日の途中から充放電制御
を開始する制御においては、充放電制御の開始前では目標出力電力を算出していないので
、開始時の目標出力電力を算出することができない。ここで、１つの方法として、充放電
制御の開始前にも目標出力電力を常時算出しておき、充放電制御を開始する際には、算出
しておいた目標出力電力の値を用いて開始時の目標出力電力を算出するようにすることが
考えられる。しかしながら、目標出力電力は過去の発電電力の影響を大きく受けるので、
たとえば図３０に示すように発電電力が上昇傾向にある場合には、充放電制御を開始した
時点では、それまでの低い発電電力の影響のために目標出力電力が大きく減少してしまい
、電力系統に影響を与える大きな変動を含んでしまう。
【０１４３】
　そこで、充放電制御の開始時においては、上記式（１）において、目標出力電力Ｑ（ｔ
）を算出する際に、１つ前の目標出力電力Ｑ（ｔ－Δｔ）を１つ前の発電電力または出入
電力Ｗ（ｔ－Δｔ）として目標出力電力Ｑ（ｔ）を算出する。そして、その後は上記式（
１）を用いて算出する。これにより、充放電制御の開始時において出力電力の変動が生じ
るのを防止することができる。
【０１４４】
　また、充放電制御の開始時にのみＱ（ｔ－Δｔ）＝Ｗ（ｔ－Δｔ）とする場合において
は、時定数Ｔあるいはサンプル数Ｎを定数（Ｔ＝Δｔ×Ｎ）としてもよいし、始めはＴ＝
１あるいはＮ＝１として、それから徐々に時定数Ｔを増加させていってもよい。図３１に
は、時定数Ｔ＝２０分（Ｎ＝４０、検出時間間隔３０秒）に固定した場合の出力電力推移
を示している。図３２には、サンプル数Ｎを時間Δｔ毎に１から４０まで１つずつ増加さ
せていった場合の出力電力推移を示している。図３１および図３２に示すように、充放電
制御の開始時にＱ（ｔ－Δｔ）＝Ｗ（ｔ－Δｔ）として目標出力電力を算出した場合には
、充放電制御の開始時に出力電力の大きな変動を生ずることなく平滑化できている。ここ
で、図３０～図３２などを用いて定性的に平滑化ができていることに触れているが、ＦＦ
Ｔ解析の結果、１次遅れ法でも移動平均法と同様に平滑化の効果が得られることを確認し
ている。
【０１４５】
　次に、１次遅れ法における時定数Ｔと移動平均法のサンプリング期間との関係について
説明する。図３３には、サンプリング期間を１０分および２０分として移動平均法により
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平滑化を行った場合の蓄電池の充電量の推移と、時定数Ｔを１０分として１次遅れ法によ
り平滑化を行った場合の蓄電池の充電量の推移とを示している。なお、検出時間間隔（Δ
ｔ）は同じ（たとえば３０秒）である。図３３に示すように、サンプリング期間が２０分
の移動平均法と時定数Ｔが１０分の１次遅れ法とが略同じ結果となっていることがわかる
。移動平均法ではサンプリング期間をＬＦＣにより対応可能な周波数（たとえば約２分～
約２０分）以上とすることが好ましいが、１次遅れ法では、充放電量が増える傾向にある
ことから時定数は比較的短くすることが好ましい。たとえば、時定数を約２分～約１０分
以上とすることが好ましく、特に約１０分以上とすることがより好ましい。
【０１４６】
　なお、今回開示された実施形態および実施例は、すべての点で例示であって制限的なも
のではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく
特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれる。
【０１４７】
　たとえば、上記第１～第４実施形態では、発電装置２（発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃ
）として太陽電池を用いる例について説明したが、本発明はこれに限らず、風力発電装置
などの他の自然エネルギー発電装置を用いてもよい。
【０１４８】
　また、上記第１～第４実施形態では、蓄電池としてＬｉ－ｉｏｎ電池やＮｉ－ＭＨ電池
を用いる例を示したが、本発明はこれに限らず、他の２次電池を用いてもよい。また、本
発明の「蓄電部」の一例として、蓄電池の代わりにキャパシタを用いてもよい。
【０１４９】
　また、上記第１～第４実施形態では、充放電制御の開始時（初期）および終了時（終期
）の両方でサンプリング期間を短くした例を示したが、本発明はこれに限らず、充放電制
御の開始時（初期）および終了時（終期）のいずれか一方のみのサンプリング期間を短く
してもよい。
【０１５０】
　また、上記第２実施形態では、３つの発電装置２ａ～２ｃのそれぞれにＤＣ－ＤＣコン
バータ７ａ～７ｃを設けた例を示したが、本発明はこれに限らず、１つのＤＣ－ＤＣコン
バータを複数の発電装置に接続してもよい。たとえば、発電装置２ａ、２ｂおよび２ｃに
それぞれ個別のＤＣ－ＤＣコンバータを接続してもよいし、発電装置２ａおよび２ｂに１
つのＤＣ－ＤＣコンバータを接続し、発電装置２ｃに別のＤＣ－ＤＣコンバータを接続し
てもよい。
【０１５１】
　また、上記第１～第４実施形態では、蓄電池３１の電圧が４８Ｖである例について説明
したが、本発明はこれに限らず、４８Ｖ以外の電圧にしてもよい。なお、蓄電池の電圧と
しては６０Ｖ以下が望ましい。
【０１５２】
　また、上記第１～第３実施形態では、制御開始発電電力を発電装置２の定格出力の１０
％とし、制御開始変化量を発電装置２の変化前の発電電力の５％とした例について説明し
たが、本発明はこれに限らず、上記以外の数値を用いてもよい。たとえば、制御開始変化
量は、発電装置の定格出力を基準にして決めてもよい。ただし、制御開始発電電力の大き
さは、制御開始変化量の大きさよりも大きいことが望ましい。
【０１５３】
　また、上記第１～第４実施形態では、待機時間が２分以下である例について説明したが
、本発明はこれに限らず、２分以上でもよい。なお、待機時間は、負荷周波数制御（ＬＦ
Ｃ）により対応可能な変動周期の上限周期Ｔ１以下が好ましく、下限周期Ｔ２以下の期間
であることがより好ましい。ただし、電力系統側におけるいわゆるならし効果などの影響
により下限周期の値も変化する。また、ならし効果の大きさも、太陽光発電システムの普
及度および地域分散性などに応じて変化する。
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　また、上記第１～第３実施形態では、変化前の発電電力の近傍の値に戻ったと判断する
ための上側閾値および下側閾値を、それぞれ、変化前の発電電力の１０１％および９９％
とした例を示したが、本発明はこれに限らず、これらの値以外の値を上側閾値および下側
閾値としてもよい。また、上側閾値および下側閾値の値を異ならせずに、同じ値を用いて
もよい。たとえば、変化前の発電電力と同一の発電電力を上側および下側の共通の閾値と
して用いてもよい。
【０１５５】
　また、上記第１～第４実施形態では、上側閾値および下側閾値を変化前の発電電力の１
％とした例について説明したが、本発明はこれに限らず、変化前の発電電力の１％でなく
てもよい。上記第１および第２実施形態では、制御開始変化量を変化前の発電電力の５％
としたことに対応して変化前の発電電力の１％の範囲となる閾値を用いたが、制御開始変
化量の大きさに対応して変えてもよい。たとえば、制御開始変化量を変化前の発電電力の
１０％とした場合には、変化前の発電電力の２％の範囲となる閾値（上側閾値および下側
閾値それぞれ変化前の発電電力の１０２％および９８％）に設定してもよい。また、閾値
（上側閾値および下側閾値）は、制御開始変化量の２０％以内とすることが望ましい。
【０１５６】
　また、上記第１～第４実施形態に記載されたサンプリング期間、母線電圧などの具体的
な数値についても、本発明はこれに限られず、適宜変更が可能である。
【０１５７】
　また、上記第２実施形態では、発電電力検出部を３つの発電装置毎に設けた例を示した
が、本発明はこれに限らず、１つの発電電力検出部を３つの発電装置に対して設けてもよ
い。
【０１５８】
　また、上記第３実施形態では、負荷２１０のオン／オフを検出するセンサ２０３の出力
信号に基づいて蓄電池３１の充放電を制御する例について説明したが、本発明はこれに限
らず、負荷２１０の消費電力を検出する電力センサの出力信号に基づいて蓄電池３１の充
放電を制御してもよい。
【符号の説明】
【０１５９】
１、１００、２００、３００　太陽光発電システム（発電システム）
２、２ａ、２ｂ、２ｃ　発電装置
３　蓄電手段
３１　蓄電池（蓄電部）
３２　充放電部
４　電力出力部
５、１５、２０１、３０１　充放電制御部
６　直流側母線
７、７ａ、７ｂ、７ｃ　ＤＣ－ＤＣコンバータ
８　発電電力検出部（電力検出部）
９　交流側母線
５０　電力系統
３０２　電力センサ（電力検出部）
３０３　電力センサ（電力検出部）
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