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(57)【要約】
　
【課題】複数種類のエネルギ蓄積装置を効率よく運用す
る。
【解決手段】電力系統に連系した再生可能エネルギの発
電装置が出力する発電電力の変動を抑制するエネルギ安
定化装置１は、発電装置から出力される発電電力のうち
第１周波数以上の周波数成分の電力に応じたエネルギを
蓄積可能で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電
力と合わせ電力系統に供給可能な第１エネルギ蓄積装置
２と、発電装置から出力される発電電力のうち第１周波
数未満の周波数成分の電力に応じたエネルギを蓄積可能
で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電力と合わ
せ電力系統に供給可能で、第１エネルギ蓄積装置よりも
エネルギ蓄積容量が大きな第２エネルギ蓄積装置３と、
第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を監視する蓄積
量監視部４と、蓄積量監視部で監視された第１エネルギ
蓄積装置のエネルギ蓄積量に基づいて、第１エネルギ蓄
積装置および第２エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を
制御する蓄積制御部５と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統に連系した再生可能エネルギの発電装置が出力する発電電力の変動を抑制する
エネルギ安定化装置であって、
　前記発電装置から出力される発電電力のうち第１周波数以上の周波数成分の電力に応じ
たエネルギを蓄積可能で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電力と合わせ前記電力
系統に供給可能な第１エネルギ蓄積装置と、
　前記発電装置から出力される発電電力のうち前記第１周波数未満の周波数成分の電力に
応じたエネルギを蓄積可能で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電力と合わせ前記
電力系統に供給可能で、前記第１エネルギ蓄積装置よりもエネルギ蓄積容量が大きな第２
エネルギ蓄積装置と、
　前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を監視する蓄積量監視部と、
　前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量に基づいて
、前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を制御す
る蓄積制御部と、を備えるエネルギ安定化装置。
【請求項２】
　前記蓄積制御部は、前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量が、前記第１エネルギ
蓄積装置の最大蓄積量以下の所定の範囲内の蓄積量になるように、前記第１エネルギ蓄積
装置および前記第２エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積量を制御する請求項１に記
載のエネルギ安定化装置。
【請求項３】
　前記第２エネルギ蓄積装置は、前記発電装置から出力される発電電力のうち前記第１周
波数未満かつ第２周波数以上の周波数成分の電力に応じたエネルギを蓄積可能である請求
項１または２に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項４】
　前記発電装置から出力される発電電力に応じた発電状態信号をフィルタリングするフィ
ルタを備え、
　前記蓄積制御部は、前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積装置のエネル
ギ蓄積量に基づいて前記フィルタの周波数特性を決定する時定数を可変制御して、前記第
１周波数と前記第２周波数とを設定する請求項３に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項５】
　前記第１エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の制限回数は、前記第２エネ
ルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の制限回数よりも多い請求項１乃至４のいず
れか１項に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項６】
　前記第１エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の応答速度は、前記第２エネ
ルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の応答速度よりも速い請求項１乃至５のいず
れか１項に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項７】
　平準化後発電電力の所定期間内の変動率と予め定めた閾値との差分を検出する平準化後
発電電力監視部を備え、
　前記蓄積制御部は、前記差分と、前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積
装置のエネルギ蓄積量と、に基づいて、前記発電装置の発電電力が平準化されるように、
前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を制御する
請求項１乃至６のいずれか１項に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項８】
　前記第１エネルギ蓄積装置は、前記発電装置の発電電力を回転エネルギに変換して蓄積
するフライホイール装置、または前記発電電力に応じた電荷を蓄積するキャパシタである
請求項１乃至７のいずれか１項に記載のエネルギ安定化装置。
【請求項９】
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　前記第２エネルギ蓄積装置は、化学電池である請求項１乃至８のいずれか１項に記載の
エネルギ安定化装置。
【請求項１０】
　前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置は、互いに種類の異なる化
学電池である請求項１乃至７のいずれか１項に記載のエネルギ安定化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生可能エネルギを利用したエネルギ安定化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギは、二酸化炭素などの温室効果ガスを軽
減できて、地球温暖化を防止でき、放射能汚染の問題もないことから、今後益々利用が進
むものと考えられている。
【０００３】
　ところが、再生可能エネルギは、一般に、発電量が時間に応じて大きく変動するため、
再生可能エネルギを電力系統に連系させようとすると、系統電圧や周波数が大きく変動す
るおそれがある。
【０００４】
　このため、再生可能エネルギを蓄積するエネルギ蓄積装置を設けて、エネルギ蓄積装置
のエネルギ蓄積量を必要に応じて増減させることで、系統電圧や周波数の変動を抑制する
技術が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－８０３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　エネルギ蓄積装置としては、リチウムイオン電池やＮａＳ電池などを用いることが多い
。特に、リチウムイオン電池は、蓄電容量が大きく、また数百回の充放電にも耐えうる。
しかしながら、再生可能エネルギの中でも、風力発電は発電電力が絶えず変化するため、
この発電電力を例えばリチウムイオン電池に蓄電しようすると、絶えず充放電が行われる
ことになり、リチウムイオン電池の寿命が短くなってしまう。
【０００７】
　このような背景から、複数種類のエネルギ蓄積装置を組み合わせて、再生可能エネルギ
を電力系統に連系するハイブリッド型のエネルギ安定化装置が提案されている。従来のハ
イブリッド型のエネルギ安定化装置では、例えば風力発電からの発電電力を複数の短周期
成分と長周期成分に分けて、それぞれ別個のエネルギ蓄積装置に蓄積している。
【０００８】
　しかしながら、従来は、発電電力を複数のエネルギ蓄積装置に効率的に割り振る手法が
確立されておらず、一方のエネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量が満杯になってしまって、
他方のエネルギ蓄積装置に多大な負荷がかかるなどの不具合が生じていた。
【０００９】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、複数種
類のエネルギ蓄積装置を効率よく運用可能なエネルギ安定化装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様では、電力系統に連系した再生可能エネ
ルギの発電装置が出力する発電電力の変動を抑制するエネルギ安定化装置であって、
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　前記発電装置から出力される発電電力のうち第１周波数以上の周波数成分の電力に応じ
たエネルギを蓄積可能で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電力と合わせ前記電力
系統に供給可能な第１エネルギ蓄積装置と、
　前記発電装置から出力される発電電力のうち前記第１周波数未満の周波数成分の電力に
応じたエネルギを蓄積可能で、蓄積されたエネルギに応じた電力を発電電力と合わせ前記
電力系統に供給可能で、前記第１エネルギ蓄積装置よりもエネルギ蓄積容量が大きな第２
エネルギ蓄積装置と、
　前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を監視する蓄積量監視部と、
　前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量に基づいて
、前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を制御す
る蓄積制御部と、を備えるエネルギ安定化装置が提供される。
【００１１】
　前記蓄積制御部は、前記第１エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量が、前記第１エネルギ
蓄積装置の最大蓄積量以下の所定の範囲内の蓄積量になるように、前記第１エネルギ蓄積
装置および前記第２エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積量を制御してもよい。
【００１２】
　前記第２エネルギ蓄積装置は、前記発電装置から出力される発電電力のうち前記第１周
波数未満かつ第２周波数以上の周波数成分の電力に応じたエネルギを蓄積してもよい。
【００１３】
　前記発電装置から出力される発電電力に応じた発電状態信号をフィルタリングするフィ
ルタを備えてもよく、
　前記蓄積制御部は、前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積装置のエネル
ギ蓄積量に基づいて前記フィルタの周波数特性を決定する時定数を可変制御して、前記第
１周波数と前記第２周波数とを設定してもよい。
【００１４】
　前記第１エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の制限回数は、前記第２エネ
ルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の制限回数よりも多くてもよい。
【００１５】
　前記第１エネルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の応答速度は、前記第２エネ
ルギ蓄積装置におけるエネルギの蓄積／放出の応答速度よりも速くてもよい。
【００１６】
　平準化後発電電力の所定期間内の変動率と予め定めた閾値との差分を検出する平準化後
発電電力監視部を備え、
　前記蓄積制御部は、前記差分と、前記蓄積量監視部で監視された前記第１エネルギ蓄積
装置のエネルギ蓄積量と、に基づいて、前記発電装置の発電電力が平準化されるように、
前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置のエネルギ蓄積量を制御して
もよい。
【００１７】
　前記第１エネルギ蓄積装置は、前記発電装置の発電電力を回転エネルギに変換して蓄積
するフライホイール装置、または前記発電電力に応じた電荷を蓄積するキャパシタであっ
てもよい。
【００１８】
　前記第２エネルギ蓄積装置は、化学電池であってもよい。
【００１９】
　前記第１エネルギ蓄積装置および前記第２エネルギ蓄積装置は、互いに種類の異なる化
学電池であってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、複数種類のエネルギ蓄積装置を効率よく運用することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】一実施形態によるエネルギ安定化装置の概略構成を示すブロック図。
【図２】フライホイール装置の原理を説明する模式的なブロック図。
【図３】フィルタの周波数特性を示す図。
【図４】（ａ）は発電装置から出力される発電電力の波形図、（ｂ）は第１エネルギ蓄積
装置に蓄積されるエネルギの波形図、（ｃ）は第２エネルギ蓄積装置に蓄積されるエネル
ギの波形図。
【図５】図１の一変形例によるエネルギ安定化装置のブロック図。
【図６】平準化後発電電力の変動を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
　図１は一実施形態によるエネルギ安定化装置１の概略構成を示すブロック図である。図
１のエネルギ安定化装置１は、電力系統に連系した再生可能エネルギの発電装置１０が出
力する発電電力の変動を抑制するものである。以下では、発電装置１０が風力発電装置で
ある例を中心に説明する。風力発電装置は、発電電力が時間に応じて大きく変動すること
が知られている。本実施形態では、発電装置１０の発電電力が時間に応じて大きく変動し
ても、第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３を有効活用して、発電電力の平
準化を図るものである。
【００２３】
　図１のエネルギ安定化装置１は、第１エネルギ蓄積装置２と、第２エネルギ蓄積装置３
と、蓄積量監視部４と、蓄積制御部５と、第１電力分岐／合流部６と、第２電力分岐／合
流部７とを備えている。
【００２４】
　第１エネルギ蓄積装置２は、発電装置１０から出力される発電電力のうち、第１周波数
以上の周波数成分（以下、短周期成分）の電力に応じたエネルギを蓄積可能である。第１
エネルギ蓄積装置２に蓄積されたエネルギに応じた電力は、発電電力と合わせて電力系統
に供給可能である。
【００２５】
　第１エネルギ蓄積装置２は、例えば、フライホイール装置である。フライホイール装置
は、発電電力を機械的な回転運動のエネルギに変換して蓄積する。
【００２６】
　図２はフライホイール装置１１の原理を説明する模式的なブロック図である。図２のフ
ライホイール装置１１は、インバータ１２と、インバータ１２に接続されたモータ／発電
機１３と、モータ／発電機１３の回転軸１４とともに回転するフライホイール１５と、を
有する。インバータ１２は、フライホイール１５を高速回転させるために、発電装置１０
から出力される発電電力（平準化後発電電力２０）の周波数を変換する交流－交流変換装
置である。モータ／発電機１３は、インバータ１２の出力電力により、回転軸１４を回転
させる。このとき、モータ／発電機１３はモータとして機能する。回転軸１４にはフライ
ホイール１５が接続されているため、回転軸１４が回転することにより、フライホイール
１５も回転する。これにより、発電電力をフライホイール１５の回転エネルギに変換する
ことができる。フライホイール１５の回転エネルギは、必要に応じて、回転軸１４を介し
てモータ／発電機１３を駆動する電気エネルギとして使用可能である。このとき、モータ
／発電機１３は発電機として機能する。モータ／発電機１３にて生成された発電電力は、
平準化後発電電力２０として用いられる。
【００２７】
　なお、図１の第１エネルギ蓄積装置２は、必ずしもフライホイール装置１１に限定され
るものではない。例えば、発電電力を電荷として蓄積可能な大容量のキャパシタでもよい
。また、第１エネルギ蓄積装置２は、各種の二次電池（化学電池）でもよい。代表的な二
次電池としては、例えば、リチウムイオン電池やレドックスフロー電池などが考えられる
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。
【００２８】
　本実施形態では、第１エネルギ蓄積装置２には、発電電力の短周期成分に応じたエネル
ギを主に蓄積することを念頭に置いている。発電電力の短周期成分に応じたエネルギを蓄
積するということは、頻繁にエネルギの蓄積と放出を繰り返すことを意味する。よって、
第１エネルギ蓄積装置２は、エネルギの蓄積／放出の制限回数ができるだけ大きいものが
望ましい。また、第１エネルギ蓄積装置２は、第２エネルギ蓄積装置３よりも、応答性に
優れている（応答速度が速い）必要がある。応答性に優れるがゆえに、第１エネルギ蓄積
装置２は、発電電力の短周期成分に応じたエネルギを蓄積することができる。
【００２９】
　一方、第２エネルギ蓄積装置３は、発電装置１０から出力される発電電力のうち、第１
周波数未満の周波数成分（以下、長周波成分）の電力に応じたエネルギを蓄積可能である
。第２エネルギ蓄積装置３に蓄積されたエネルギに応じた電力は、発電電力と合わせて電
力系統に供給可能である。第２エネルギ蓄積装置３は、第１エネルギ蓄積装置２よりもエ
ネルギの蓄積容量が大きい。このため、発電装置１０が出力する発電電力が一時的に急増
した場合には、その大半のエネルギは、第２エネルギ蓄積装置３に蓄積されることになる
。逆の言い方をすると、第２エネルギ蓄積装置３は、発電装置１０が出力する発電電力が
一時的に急増しても、その大半のエネルギを蓄積できる程度のエネルギ蓄積容量を予め備
えておく必要がある。
【００３０】
　第２エネルギ蓄積装置３は、発電電力に含まれる第１周波数未満のすべての周波数成分
に応じたエネルギを蓄積してもよいし、第１周波数未満で、かつ第２周波数以上（第２周
波数＜第１周波数）の周波数成分に応じたエネルギを蓄積してもよい。
【００３１】
　第２エネルギ蓄積装置３は、例えば、大容量化が容易なリチウムイオン電池や鉛蓄電池
等の二次電池（化学電池）である。本実施形態では、第２エネルギ蓄積装置３には、発電
電力の長周期成分を主に蓄積することを念頭に置いている。よって、第２エネルギ蓄積装
置３は、第１エネルギ蓄積装置２よりもエネルギの蓄積／放出の制限回数が少なくても構
わない。例えば、リチウムイオン電池は、充放電回数が数百回程度に制限されるが、上述
した第２エネルギ蓄積装置３は、頻繁には充放電を行わないことを想定しているため、リ
チウムイオン電池のような充放電回数が制限される二次電池を使用することができる。
【００３２】
　上述した第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３の少なくとも一方は、複数
の二次電池等を並列または直列接続した構造体であってもよい。これにより、必要に応じ
てエネルギ電気容量を増大できるとともに、出力電力値を高くすることもできる。
【００３３】
　特に、第２エネルギ蓄積装置３として、例えばリチウムイオン電池などの二次電池を用
いた場合、直列または並列接続される二次電池の数を増やすことで、大容量のエネルギ蓄
積容量を持たせることができる。風力発電等の再生可能エネルギの発電装置１０から出力
される発電電力は、自然環境に応じて時間とともに大きく変動する。第２エネルギ蓄積装
置３の容量が少ないと、発電電力の多くを有効利用できなくなる。そこで、過去の発電電
力の実績データに基づいて、第２エネルギ蓄積装置３のエネルギ蓄積容量を設定すること
で、発電装置１０の発電電力を有効利用することができる。
【００３４】
　蓄積量監視部４は、第１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積量を定期的に監視する。第
１エネルギ蓄積装置２は、第２エネルギ蓄積装置３よりもエネルギ蓄積容量が小さい。こ
のため、第２エネルギ蓄積装置３よりも先に第１エネルギ蓄積装置２が満容量（最大蓄積
量）になってしまうおそれがある。第１エネルギ蓄積装置２が満容量になると、第２エネ
ルギ蓄積装置３に短周期成分の発電電力を蓄積しなければならず、第２エネルギ蓄積装置
３の負担が大きくなり、エネルギの蓄積／放出の制限回数に短時間で達してしまうおそれ
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がある。そこで、本実施形態では、蓄積量監視部４を設けて、第１エネルギ蓄積装置２の
エネルギ蓄積量を定期的に監視し、第１エネルギ蓄積装置２が満容量に近づいたことをい
ち早く検出する。
【００３５】
　蓄積制御部５は、蓄積量監視部４で監視された第１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積
量に基づいて、第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３におけるエネルギの蓄
積量を制御する。これにより、蓄積制御部５は、第１エネルギ蓄積装置２が満容量になら
ない範囲内で、発電電力の短周期成分に応じたエネルギは主に第１エネルギ蓄積装置２に
蓄積し、発電電力の長周期成分に応じたエネルギは主に第２エネルギ蓄積装置３に蓄積す
る。
【００３６】
　より具体的には、蓄積制御部５は、第１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積量が満容量
以下の所定範囲内になるように、第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３にお
けるエネルギの蓄積量を制御する。上述した所定範囲として、上限となるエネルギ蓄積量
と、下限となるエネルギ蓄積量とを予め設定してもよい。この場合、蓄積制御部５は、第
１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積量が、上限と下限の間に収まるように、第１エネル
ギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３のエネルギ蓄積量を制御する。
【００３７】
　蓄積制御部５の内部あるいは蓄積制御部５とは別個に、図１に示すようなフィルタ８を
設けてもよい。このフィルタ８は、発電装置１０からの発電状態信号に基づいて、発電装
置１０から出力された発電電力を第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３に割
り振る制御信号を生成する。発電状態信号は、発電装置１０から出力される発電量を示す
信号である。
【００３８】
　蓄積制御部５は、第１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積量に基づいて、フィルタ８の
時定数を制御し、上述した第１周波数と第２周波数を決定する。
【００３９】
　第１電力分岐／合流部６は、平準化後発電電力２０の一部を第１エネルギ蓄積装置に蓄
積する電力制御と、第１エネルギ蓄積装置に蓄積されたエネルギを平準化後発電電力２０
に合流する電力制御とを行う。
【００４０】
　第２電力分岐／合流部７は、平準化後発電電力２０の一部を第２エネルギ蓄積装置に蓄
積する電力制御と、第２エネルギ蓄積装置に蓄積されたエネルギを平準化後発電電力２０
に合流する電力制御とを行う。
【００４１】
　図３はフィルタ８の周波数特性を示す図であり、横軸は周波数、縦軸はフィルタ８の出
力信号レベルである。図３のＴＦは第１周波数、ＴＨは第２周波数である。フィルタ８は
、等価的な伝達関数で表現でき、その伝達関数の時定数を制御することで、図３のＴＦと
ＴＨを任意に調整することができる。そこで、蓄積制御部５は、第１エネルギ蓄積装置２
のエネルギ蓄積量に基づいて、フィルタ８の伝達関数の時定数を制御し、これにより、図
３のＴＦとＴＨを調整する。蓄積制御部５は、発電電力に含まれる第１周波数ＴＦ以上の
周波数成分に応じたエネルギを第１エネルギ蓄積装置２に蓄積し、発電電力に含まれる第
１周波数ＴＦ未満で第２周波数ＴＨ以上の周波数成分に応じたエネルギを第２エネルギ蓄
積装置３に蓄積する制御を行う。
【００４２】
　より具体的には、蓄積制御部５は、第１エネルギ蓄積装置２のエネルギ蓄積量が満容量
以下の所定範囲内になるように、第１周波数ＴＦと第２周波数ＴＨを制御する。第１エネ
ルギ蓄積装置２は、第２エネルギ蓄積装置３よりもエネルギ蓄積容量が小さいが、第２エ
ネルギ蓄積装置３よりもエネルギの蓄積／放出の制限回数が多い。よって、発電装置１０
から出力された発電電力のうち、短周期成分に応じたエネルギはできるだけ第１エネルギ
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蓄積装置２に蓄積するのが望ましい。これにより、第２エネルギ蓄積装置３でのエネルギ
の蓄積／放出の回数を削減でき、第２エネルギ蓄積装置３の高寿命化を図れる。
【００４３】
　図４（ａ）は発電装置１０から出力される発電電力の波形図、図４（ｂ）は第１エネル
ギ蓄積装置２に蓄積されるエネルギの波形図、図４（ｃ）は第２エネルギ蓄積装置３に蓄
積されるエネルギの波形図である。これらの波形からわかるように、発電電力に含まれる
短周期成分に応じたエネルギは、主に第１エネルギ蓄積装置２に蓄積され、発電電力に含
まれる長周期成分に応じたエネルギは、主に第２エネルギ蓄積装置３に蓄積される。これ
により、図４（ｃ）の波形からわかるように、第２エネルギ蓄積装置３におけるエネルギ
の蓄積／放出の回数を削減できる。
【００４４】
　図５は図１の一変形例によるエネルギ安定化装置１のブロック図である。図５のエネル
ギ安定化装置１では、図１の構成に加えて、平準化後発電電力２０を定期的に監視する平
準化後発電電力監視部９を有する。平準化後発電電力監視部９は、現時点から過去に遡っ
て所定期間の平準化後発電電力２０の変動率と予め定めた閾値との差分を検出する。一例
として、平準化後発電電力監視部９は、図６に示すように、現時点から遡って２０分間の
平準化後発電電力２０の変動率が１０％を超えたか否かを監視し、変動率と１０％の境界
である閾値との差分を検出する。そして、蓄積制御部５は、この差分によって、平準化後
発電電力２０の変動率が１０％まで後どの程度の余裕があるかを検出し、第１エネルギ蓄
積装置２と第２エネルギ蓄積装置３のエネルギ蓄積量を制御する。例えば、平準化後発電
電力２０の変動率が１０％を超えそうであれば、第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ
蓄積装置３の少なくとも一方からエネルギを放出させる。一方、平準化後発電電力２０の
変動率が１０％までまだかなりの余裕があれば、発電電力に応じたエネルギを第１エネル
ギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３により多く蓄積する。
【００４５】
　図５のエネルギ安定化装置１によれば、第１エネルギ蓄積装置２を有効活用して第２エ
ネルギ蓄積装置３の高寿命化を図ることに加えて、発電電力の平準化を図ることができる
。
【００４６】
　このように、本実施形態では、エネルギ蓄積容量の小さい第１エネルギ蓄積装置２のエ
ネルギ蓄積量に基づいて、第１エネルギ蓄積装置２と第２エネルギ蓄積装置３におけるエ
ネルギ蓄積量を制御するため、発電装置１０から出力された発電電力に含まれる短周期成
分に応じたエネルギをできるだけ第１エネルギ蓄積装置２に蓄積することができる。これ
により、第２エネルギ蓄積装置３でのエネルギの蓄積／放出の頻度を抑制でき、第２エネ
ルギ蓄積装置３の高寿命化を図ることができる。
【００４７】
　より具体的には、第１エネルギ蓄積装置２としてフライホイール装置１１を用いて、第
２エネルギ蓄積装置３としてリチウムイオン電池を用いた場合を想定すると、フライホイ
ール装置１１は、エネルギ蓄積量を増やすことは原理的に困難であるが、応答性に優れる
ため、発電電力の短周期成分に応じたエネルギの蓄積に適している。また、フライホイー
ル装置１１は、構造が簡易であるため、エネルギの蓄積と放出を繰り返し行っても、性能
の劣化は生じない。一方、リチウムイオン電池は、最小単位であるセル電池を任意の数だ
け組み合わせて使用できるため、大容量の電力を蓄電可能である。ところが、リチウムイ
オン電池は、化学反応によって充電と放電を行うため、充放電回数に制限があり、発電電
力の短周期成分の充放電を行うと、寿命が短くなってしまう。そこで、本実施形態では、
発電電力の短周期成分に応じたエネルギは、できるだけフライホイール装置１１に蓄積し
、発電電力の長周期成分を主にリチウムイオン電池に充電するようにする。これにより、
リチウムイオン電池の寿命をできるだけ長くすることができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、平準化後発電電力２０の所定期間内の変動率を監視することで
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、発電電力の平準化を図ることもできる。
【００４９】
　上述した実施形態における発電装置１０は、風力発電装置１０に限定されない。本実施
形態は、例えば、太陽光発電、地熱発電、海流発電などの、時間に応じて発電電力が変動
する種々の再生可能エネルギの発電装置１０に広く適用可能である。
【００５０】
　本発明の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではなく、当業者が想到し
うる種々の変形も含むものであり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわ
ち、特許請求の範囲に規定された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的
な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　エネルギ安定化装置、２　第１エネルギ蓄積装置、３　第２エネルギ蓄積装置、４
　蓄積量監視部、５　蓄積制御部、６　第１電力分岐／合流部、７　第２電力分岐／合流
部、１０　発電装置、１１　フライホイール装置、１２　インバータ、１３　モータ／発
電機、１４　回転軸、１５　フライホイール、２０　平準化後発電電力

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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