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(57)【要約】
【課題】より簡便な安定化制御装置に構成して、合成出
力の平滑化の評価指標を満たしながら電力貯蔵装置の設
備容量を低減できる。
【解決手段】　変化率リミッタ８は、自然エネルギー電
源１の発電出力の変化を単位時間当たりの出力変動幅で
決定される一定の傾きに制限する。この制限により、平
滑化の評価指標である一定の時間幅における出力変動幅
の評価指標を完全に満たしながら、一次遅れフィルタや
移動平均による方法で見られるような過剰な平滑化を回
避する。また、電力貯蔵装置のｋＷ容量の比率に依存せ
ず、簡易に電力貯蔵装置のｋＷ容量を最小限にする最適
な制御動作を得る。
【選択図】図１



(2) JP 2010-22122 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置により
充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変動を前
記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備えた分
散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当たりの出力変動幅で決定される
一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする分散型電源の安定化制御方式。
【請求項２】
　自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置により
充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変動を前
記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備えた分
散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力を平滑化する一次遅れフィルタと、
　前記一次遅れフィルタを通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当
たりの出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする分散型電源の安定化制御方式。
【請求項３】
　自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置により
充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変動を前
記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備えた分
散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の過去の移動平均を求める移動平均処理回路と、
　前記移動平均処理回路を通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当
たりの出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする分散型電源の安定化制御方式。
【請求項４】
　自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置により
充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変動を前
記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備えた分
散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の過去の一定時間における中間値を求める中間値算
出器と、
　前記中間値算出器を通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当たり
の出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする分散型電源の安定化制御方式。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記電力貯蔵装置の充電状態を一定値に制御するＳＯＣ制御手段を設
け、このＳＯＣ制御手段の出力で前記変化率リミッタの入力になる発電出力を補正するこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の分散型電源の安定化制御方式。
【請求項６】
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　前記ＳＯＣ制御手段は、前記電力貯蔵装置の充電状態（ＳＯＣ）の目標値と検出値との
偏差が大きくなるほど、該偏差の増幅ゲインを大きくする非線形ゲイン設定要素を設けた
ことを特徴とする請求項５に記載の分散型電源の安定化制御方式。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記変化率リミッタで求める前記合成出力目標値と、前記自然エネル
ギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の出力との合成出力の検出値とから、前記電力貯
蔵装置の充放電制御をする充放電制御手段を備えたことを特徴とする請求項１～６のいず
れか１項に記載の分散型電源の安定化制御方式。
【請求項８】
　前記変化率リミッタは、前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の充放
電制御した出力との合成出力の上限値、下限値の範囲を規定する上下限制限値設定手段を
設けたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の分散型電源の安定化制御方
式。
【請求項９】
　前記一次遅れフィルタは、前記合成した出力の平滑化の評価指標になる評価時間幅程度
またはその数倍程度の時定数とすることを特徴とする請求項２、５～７のいずれか１項に
記載の分散型電源の安定化制御方式。
【請求項１０】
　前記変化率リミッタは、前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の充放
電制御した出力との合成出力の上限値、下限値の範囲を規定する上下限制限値設定手段を
設け、
　前記ＳＯＣ制御手段は、その内部演算値が前記変化率リミッタの上下限制限値を超えな
い値にした上下限値を求める上下限制限値演算手段を設けたことを特徴とする請求項５～
７のいずれか１項に記載の分散型電源の安定化制御方式。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電や風力発電等の自然エネルギーを利用した自然エネルギー電源を
設備した分散型電源に係り、特に自然エネルギー電源の発電出力の変動を電力貯蔵装置の
出力との合成により平滑化する分散型電源の安定化制御方式に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、太陽光発電や風力発電等の天候により発電出力が大きく変動する自然エネルギー
利用型の分散型電源の利用拡大が求められており、特に風力発電は大規模なウィンドファ
ームが各所に建設され、電力系統の安定度維持に影響を与えるとして連系可能容量が制限
されるなどの間題が顕在化している。また、一部の一般電気事業者では新設の風力発電機
に対して、電力貯蔵装置等により発電出力を安定化することが系統連系の条件として提示
された。
【０００３】
　このような背景の元、自然エネルギー利用型の分散型電源に電力貯蔵装置を併設し、発
電出力の変動を平滑化する技術が各所で検討されている。平滑化の評価指標については、
自然エネルギー電源と電力貯蔵装置の出力を足し合わせた合成出力に対して許容される変
動の大きさを定義する評価窓で評価する事が多い。この評価窓による評価は、ある任意の
時間から始まる一定の時間の最大値と最小値の差が出力変動幅として評価される場合には
、指定された時間長の幅と指定された出力変動幅の高さを持った「評価窓」を定義し、出
力変動の大きさがこの評価窓の中に収まれば条件を満たしていると判断する。
【０００４】
　前記の一般電気事業者による風力発電機に対する系統連系要件もこの「評価窓」を指標
として評価されている。出力変動幅の評価指標のイメージを図１５に示し、自然エネルギ
ー電源出力の変化に対して、合成出力（送電出力）の変動（評価窓の大きさ）で評価され
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る。
【０００５】
　出力変動平滑化に関する既存の技術については、ローパスフィルタにより自然エネルギ
ー電源の発電出力を平滑化して合成出力（送電出力）の目標値とする方法が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　その他、自然エネルギー電源の過去の発電出力を移動平均して合成出力の目標値を生成
する方法も考えられる。
【特許文献１】特開２００５－３１８６１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電力貯蔵装置を利用して自然エネルギー電源の発電出力を平滑化する技術においては、
初期コストの低減の観点から電力貯蔵装置の設備容量をできる限り小さく抑えることが望
ましい。電力貯蔵装置の設備容量としてはｋＷ容量（電力容量）とｋＷｈ容量（電力量容
量）があり、ｋＷ容量は自然エネルギー電源の出力と合成出力の偏差から必要ｋＷ容量が
決まり、ｋＷｈ容量はｋＷ偏差の積算により必要ｋＷｈ容量が決まる。したがって、合成
出力を所望の平滑化の指標の中に収めることと、電力貯蔵装置の設備容量を小さく抑える
事はトレードオフの関係にあり、いかにして合成出力の目標値を決定するかが重要である
。
【０００８】
　平滑化の指標を満たす上で最も厳しい条件である、自然エネルギー電源の発電出力が定
格１００％の状態から０％に急変した場合の例をとって合成出力目標値の決定方法の得失
を比較する。評価指標として一般電気事業者により提示された「２０分間に１０％の出力
変動幅とする」との制約を当てはめた例を示す。
【０００９】
　始めに、一次遅れフィルタ（ローパスフィルタ）により合成出力目標値を生成する方法
では、図１６に示すとおり、完全に評価指標を満たすためには２００分程度の時定数を設
定する必要があり、発電出力が急変した初期以降は過剰に平滑化した運用となってしまう
。
【００１０】
　次に、移動平均により合成出力目標値を生成する方法では、図１６に示した例では過剰
な補償は発生しないが、図１７に示すような例では発電出力が再び増加した後に過剰に平
滑化した運用となる可能性がある。
【００１１】
　前記の特許文献１ではこのような問題を回避するために、一次遅れフィルタの時定数を
可変として大きな出力変動に速やかに追従するために時定数を小さくする方法を提案して
いる。しかし、この方法では電力貯蔵装置の設備容量を小さく抑えることは可能であるが
、評価指標を完全に満たすことはできない。
【００１２】
　ところで、図１６や図１７に例示した事例は頻繁に発生するものではないため、時定数
を可変とする方法でも評価指標を満たすことと、電力貯蔵装置の設備容量を小さく抑える
ことの両立は可能とも言える。しかし、時定数を可変とする方法では、自然エネルギー電
源の設備容量（ｋＷ容量）に対する電力貯蔵装置の設備容量（ｋＷ容量）の比率に応じて
、比率が小さい場合には時定数を小さくすることが望ましく、比率が大きくなるに従って
時定数を大きくする必要があるなど、電力貯蔵装置の設備容量に応じて時定数を適宜、最
適な値に設定する必要がある。これは実際の運用時において、設備メンテナンス等により
利用可能な電力貯蔵装置の設備容量が変化した場合に、時定数の設定方法を変える必要が
あることを示唆する。
【００１３】
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　以上より、本発明の目的は、より簡便な安定化制御装置に構成して、合成出力の平滑化
の評価指標を満たしながら電力貯蔵装置の設備容量を低減できる分散型電源の安定化制御
方式を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、前記の課題を解決するため、以下の方式を特徴とする。
【００１５】
　（１）自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置
により充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変
動を前記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備
えた分散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当たりの出力変動幅で決定される
一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする。
【００１６】
　（２）自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置
により充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変
動を前記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備
えた分散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力を平滑化する一次遅れフィルタと、
　前記一次遅れフィルタを通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当
たりの出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする。
【００１７】
　（３）自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置
により充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変
動を前記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備
えた分散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の過去の移動平均を求める移動平均処理回路と、
　前記移動平均処理回路を通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当
たりの出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする。
【００１８】
　（４）自然エネルギーを利用して発電する自然エネルギー電源と、双方向電力変換装置
により充放電電力を制御できる電力貯蔵装置と、前記自然エネルギー電源の発電出力の変
動を前記電力貯蔵装置の充放電制御した出力との合成により平滑化させる制御装置とを備
えた分散型電源の安定化制御方式であって、
　前記制御装置は、
　前記自然エネルギー電源の発電出力の過去の一定時間における中間値を求める中間値算
出器と、
　前記中間値算出器を通した前記自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当たり
の出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタを設け、
　前記変化率リミッタの出力を前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の
出力との合成出力目標値とすることを特徴とする。
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【００１９】
　（５）前記制御装置は、前記電力貯蔵装置の充電状態を一定値に制御するＳＯＣ制御手
段を設け、このＳＯＣ制御手段の出力で前記変化率リミッタの入力になる発電出力を補正
することを特徴とする。
【００２０】
　（６）前記ＳＯＣ制御手段は、前記電力貯蔵装置の充電状態（ＳＯＣ）の目標値と検出
値との偏差が大きくなるほど、該偏差の増幅ゲインを大きくする非線形ゲイン設定要素を
設けたことを特徴とする。
【００２１】
　（７）前記制御装置は、前記変化率リミッタで求める前記合成出力目標値と、前記自然
エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置の出力との合成出力の検出値とから、前記
電力貯蔵装置の充放電制御をする充放電制御手段を備えたことを特徴とする。
【００２２】
　（８）前記変化率リミッタは、前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装置
の充放電制御した出力との合成出力の上限値、下限値の範囲を規定する上下限制限値設定
手段を設けたことを特徴とする。
【００２３】
　（９）前記一次遅れフィルタは、前記合成した出力の平滑化の評価指標になる評価時間
幅程度またはその数倍程度の時定数とすることを特徴とする。
【００２４】
　（１０）前記変化率リミッタは、前記自然エネルギー電源の発電出力と前記電力貯蔵装
置の充放電制御した出力との合成出力の上限値、下限値の範囲を規定する上下限制限値設
定手段を設け、
　前記ＳＯＣ制御手段は、その内部演算値が前記変化率リミッタの上下限制限値を超えな
い値にした上下限値を求める上下限制限値演算手段を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のとおり、本発明によれば、自然エネルギー電源の発電出力の変化を単位時間当た
りの出力変動幅で決定される一定の傾きに制限する変化率リミッタによって合成出力目標
値を求めるため、より簡便な安定化制御装置に構成して、合成出力の平滑化の評価指標を
満たしながら電力貯蔵装置の設備容量を低減できる。
【００２６】
　具体的には、変化率リミッタによる制限によって、自然エネルギー電源の発電出力を一
次遅れフィルタや移動平均によって平滑化する従来の方法に比べて、過剰な平滑化を回避
できる。また、自然エネルギー電源のｋＷ容量と電力貯蔵装置のｋＷ容量の比率に依存す
ることなく、簡易に電力貯蔵装置のｋＷ容量を最小限にする最適な制御動作を得ることが
できる。
【００２７】
　また、自然エネルギー電源の発電出力検出値から合成出力目標値を生成する際に、発電
出力を一次遅れフィルタ又は過去の移動平均を求める処理回路により平滑化した後に変化
率リミッタの入力とすることにより、自然エネルギー電源の発電出力が大きく、かつ評価
時間幅と同程度の短い時間で周期的に変動した場合においても合成出力目標値を自然エネ
ルギー電源の平均的な値に維持して、電力貯蔵装置のｋＷ容量およびｋＷｈ容量を必要最
小限に抑えることが可能となる。
【００２８】
　また、自然エネルギー電源の発電出力の過去の一定時間における中間値を変化率リミッ
タの入力とすることにより、自然エネルギー電源の発電出力が、周期的なスパイク状の変
動を発生する特性を有する場合において、電力貯蔵装置のｋＷ容量を小さく抑えることが
可能となる。
【００２９】
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　また、電力貯蔵装置の充電状態を一定値に制御するＳＯＣ制御手段を設け、このＳＯＣ
制御手段の出力で変化率リミッタの入力になる発電出力を補正することにより、電力貯蔵
装置が充電末や放電末に達して出力変動緩和の機能が損なわれることを回避することがで
きる。また、電力貯蔵装置の不必要な過充電や過放電によって生じる劣化を回避すること
ができる。さらに、電力貯蔵装置のＳＯＣを一定に維持することで、電力貯蔵装置のｋＷ
ｈ容量を低く抑えることが可能となる。さらにまた、電力貯蔵装置のｋＷ容量、ｋＷｈ容
量の活用可能な資源を広範囲に有効に活用することが可能となる。
【００３０】
　また、電力貯蔵装置が充電末や放電末に近づくほどＳＯＣ制御系の制御ゲインを大きく
する非線形ゲイン設定要素を設けることにより、電力貯蔵装置が充電末や放電末に達して
出力変動緩和の機能が損なわれないようにする効果を更に高めることができる。また、電
力貯蔵装置の不必要な過充電や過放電によって生じる劣化を回避する効果を更に高めるこ
とができる。
【００３１】
　また、変化率リミッタで求める合成出力目標値と、自然エネルギー電源の発電出力と電
力貯蔵装置の出力との合成出力の検出値とから、電力貯蔵装置の充放電制御をすることに
より、合成出力の出力変動緩和に関する評価指標をより確実に満たすことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　（実施形態１）
　本実施形態は、平滑化の評価指標である一定の時間幅における出力変動幅の評価指標を
完全に満たしながら、一次遅れフィルタや移動平均による方法で見られるような過剰な平
滑化を回避するため、自然エネルギー電源の発電出力検出値から変化率リミッタを通すこ
とで、傾き一定の合成出力目標値を得る。
【００３３】
　図１は、本実施形態を示す分散型電源の要部回路構成図である。分散型電源の主回路構
成は、太陽光発電や風力発電等の自然エネルギー電源１の発電電力を変圧器２を通して出
力し、この発電出力に同期させて、電力貯蔵装置３と双方向電力変換装置４および変圧器
５によって平滑化電力を出力し、発電出力と平滑化電力の合成電力を変圧器６から電力系
統への連系出力とする。
【００３４】
　自然エネルギー電源１の発電出力を平滑化するための電力貯蔵装置３の充放電制御を説
明する。有効電力検出器７は自然エネルギー電源１の発電出力のうちの有効分を検出し、
この有効分は変化率リミッタ８を通して合成出力目標値を得る。変化率リミッタ８は発電
出力の変化を一定の傾きに制限する機能を有する。変化率リミッタ８の傾きの制限値は評
価指標から決定される単位時間当たりの出力変動幅から決定する。引き算器９は、変化率
リミッタ８に得られた合成出力目標値から自然エネルギー電源１の発電出力を引き算し、
これを平滑化に必要な電力貯蔵装置３の充放電指令値とする。この指令値は、正の値とな
った場合には合成出力目標値の方が発電出力より大きくなるため、電力貯蔵装置３から放
電する指令値になる。負の値となった場合には合成出力目標値の方が発電出力より小さく
なるため、電力貯蔵装置３を充電する指令値になる。
【００３５】
　電力貯蔵装置３の充放電は充放電制御器１０により双方向電力変換器４の入出力電力を
制御することで実現される。双方向電力変換器４の入出力電力は有効電力検出器１１によ
り有効分で検出する。
【００３６】
　なお、電力系統への合成出力の上限値、下限値の範囲が規定される場合には、変化率リ
ミッタ８に上下限制限を加える必要がある。この場合、図２に示すように、変化率リミッ
タ８の出力が制限値（図示では上限値）に達した後、変化率リミッタ８への入力が制限値
を再び下回った際に速やかに出力変化を開始できるような処理回路に構成する。
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【００３７】
　図３は変化率リミッタ８をアナログ演算で実現した場合のブロック図を示し、図４は変
化率リミッタ８をデジタル演算で実現した場合のブロック図を示す。これらの図において
、上昇方向の変化率をＲI、下降方向の変化率をＲD、上限制限値をＨ、下限制限値をＬで
示す。
【００３８】
　図５は、変化率リミッタによる合成出力目標値のイメージを示し、自然エネルギー電源
の発電出力が１００％から０％まで急激に低下し、その後に５０％に急激に変化した場合
にも、合成出力目標値は常に評価指標を満たしながら変化する。
【００３９】
　したがって、本実施形態によれば、評価指標である一定時間の間の合成出力変動幅を一
定値以下に変化率リミッタで制限するため、自然エネルギー電源の発電出力を一次遅れフ
ィルタや移動平均によって平滑化する従来の方法で見られる、過剰な平滑化を回避するこ
とができる。
【００４０】
　また、一次遅れフィルタの時定数を可変として電力貯蔵装置のｋＷ容量、ｋＷｈ容量を
低減する従来の方法では、自然エネルギー電源のｋＷ容量と電力貯蔵装置のｋＷ容量の比
率に応じて時定数を最適値に調整する必要があるが、本実施形態ではｋＷ容量の比率に依
存せず、簡易に電力貯蔵装置のｋＷ容量を最小限にする最適な制御動作を得ることができ
る。
【００４１】
　（実施形態２）
　実施形態１では自然エネルギー電源の発電出力が大きく、評価時間幅と同程度の短い時
間で周期的に変動した場合に合成出力目標値が大きな方向、または小さな方向に偏る可能
性がある。合成出力目標値が上方向または下方向に偏ると電力貯蔵装置は充電方向または
放電方向に偏った補償を行うことになる。したがって、電力貯蔵装置の充電方向または放
電方向に補償可能なｋＷ容量が同一である場合にはｋＷ容量を有効に活用できず、また大
きな貯蔵容量（ｋＷｈ容量）も必要となる。
【００４２】
　このような不都合が発生した場合のイメージを図６に示す。この問題は、一次遅れフィ
ルタや移動平均により合成出力目標値を決定する方法についても同様に発生する。
【００４３】
　電力貯蔵装置は充電方向または放電方向に補償が可能であることから、自然エネルギー
電源の発電出力の平均的な値を合成出力目標値とすると、電力貯蔵装置のｋＷ容量を有効
活用でき必要ｋＷｈ容量も低く抑える事が可能であり、電力貯蔵装置の設備容量低減の観
点から望ましい運用を行うことができる。
【００４４】
　そこで、本実施形態では、自然エネルギー電源の発電出力検出値から合成出力目標値を
生成する際に、発電出力を一次遅れフィルタにより平滑化した後に変化率リミッタを通し
て合成出力目標値を生成する。これにより合成出力目標値が自然エネルギー電源の短周期
の大きな変動に対して中間的な値をとることができる。
【００４５】
　本実施形態の要部回路構成図を図７に示す。自然エネルギー電源の発電出力検出値を変
化率リミッタ８に入力する前に、一次遅れフィルタ１２により平滑化する。この部分以外
は、実施形態１と同様の回路構成である。一次遅れフィルタ１２の時定数は評価時間幅程
度またはその数倍程度の時定数とする。
【００４６】
　実現される合成出力目標値のイメージを図８に示す。時定数の小さな一次遅れフィルタ
１２による処理によって、変化率リミッタ８により生成される合成出力目標値は短い周期
の大きな出力変動に対して平均的な値に速やかに収束し、これを維持することが可能とな
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る。
【００４７】
　したがって、本実施形態によれば、実施形態１により得られる効果に加えて、自然エネ
ルギー電源の発電出力が大きく、かつ評価時間幅と同程度の短い時間で周期的に変動した
場合においても合成出力目標値を自然エネルギー電源の平均的な値に維持して、電力貯蔵
装置のｋＷ容量およびｋＷｈ容量を必要最小限に抑えることが可能となる。
【００４８】
　（実施形態３）
　本実施形態は、実施形態２の一次遅れフィルタ１２を過去の移動平均を求める処理回路
に置き換える。なお、移動平均時間は実施形態２と同等程度の時間とする。
【００４９】
　本実施形態の要部回路構成図および移動平均処理回路の一例を図９に示す。移動平均処
理回路１３の移動平均は、サンプリング時間Ｔｓ秒で離散値として計測された値を複数段
（Ｎ段）に直列接続された遅延演算子Ｚ－１を通して得られた、（Ｎ＋１）個の（Ｎ×Ｔ
ｓ）秒間の値を足し算し（Ｎ＋１）で割ることで過去（Ｎ×Ｔｓ）秒間の平均値をとる処
理方法である。
【００５０】
　したがって、本実施形態によれば、移動平均処理回路１３が一次遅れフィルタ１２と同
様のフィルタ処理になり、実施形態２と同様に、電力貯蔵装置のｋＷ容量およびｋＷｈ容
量を必要最小限に抑えることが可能となる。
【００５１】
　（実施形態４）
　実施形態２の一次遅れフィルタ処理、実施形態３の移動平均処理では、図１０に示すよ
うに、発電出力の大きな時間帯と小さな時間帯の時間長に大きな差がある場合に、合成出
力目標値が一方に偏る可能性がある。電力貯蔵装置の充電方向または放電方向に補償可能
なｋＷ容量が同一である場合には実施形態２で示した問題点と同様の問題が発生する。
【００５２】
　本実施形態は、上記のような問題を回避するため、自然エネルギー電源の発電出力の過
去の一定時間における中間値を変化率リミッタの入力とする。
【００５３】
　本実施形態の要部回路構成図および中間値算出器の一例を図１１に示す。中間値算出器
１４はサンプリング時間Ｔｓ秒で離散値として計測された値を複数段（Ｎ段）に直列接続
された遅延演算子Ｚ－１を通して得られた、（Ｎ＋１）個の（Ｎ×Ｔｓ）秒間の値の中か
ら最大値と最小値をそれぞれ検索し、最大値と最小値の平均値をとる。
【００５４】
　したがって、本実施形態によれば、自然エネルギー電源の発電出力が、周期的なスパイ
ク状の変動を発生する特性を有する場合において、電力貯蔵装置のｋＷ容量を小さく抑え
ることが可能となる。
【００５５】
　（実施形態５）
　電力貯蔵装置は充電できる電力量（ｋＷｈ）に限りがある。すなわち、電力貯蔵装置が
充電末に達した場合にはそれ以上の充電は行えず、電力貯蔵装置が放電末に達した場合に
はそれ以上の放電を行うことができない。電力貯蔵装置の充電状態はＳＯＣ（満充電の状
態で１００％、全て放電された状態で０％）で表される。自然エネルギー電源の出力変動
緩和では、常に充電方向または放電方向の補償が可能な状態を維持する必要があることか
ら、ＳＯＣが１００％または０％に達することを避ける必要がある。また、電力貯蔵装置
の特性によって利用可能なＳＯＣ範囲が規定される場合はその範囲を維持する必要がある
。
【００５６】
　ここで、電力貯蔵装置のＳＯＣを一定値に維持する制御機能を追加することで、電力貯
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蔵装置が充電末や放電末に達して出力変動緩和の機能が損なわれることを回避すると共に
、不用意な過充電や過放電による電力貯蔵装置の劣化を回避することが可能となる。一方
で出力変動緩和の機能は維持する必要がある。
【００５７】
　これらの要求を両立させるため、本実施形態では、電力貯蔵装置のＳＯＣを一定に維持
するためのＳＯＣ制御は変化率リミッタによる最終的な合成出力目標値の設定の前段階で
行う。
【００５８】
　本実施形態の要部回路構成図を図１２に示す。平均化処理回路１５は、一次遅れフィル
タまたは移動平均または中間値算出器のいずれかとする。ＳＯＣ検出器１６は電力貯蔵装
置３のＳＯＣが直流電圧などから直接計測可能な場合はＳＯＣ計測値そのものを出力し、
直接計測できない場合は入出力電流の積分値からＳＯＣを計算し出力する。引き算器１７
はＳＯＣ検出値とＳＯＣ目標値の差を求め、ＳＯＣ制御器１８はＳＯＣ検出値がＳＯＣ目
標値より小さい場合は充電方向の補償を、ＳＯＣ検出値がＳＯＣ目標値より大きい場合は
放電方向の補償を行うようにした発電出力補正値を出力する。
【００５９】
　ＳＯＣ制御器１８は比例・積分制御（ＰＩ制御）または比例制御（Ｐ制御）で構成し、
制御応答速度は出力変動緩和の機能を阻害せず、利用可能なＳＯＣ範囲を有効に使える程
度に緩やかなものとする。引き算器１９は、ＳＯＣ制御器１８からの発電出力補正値を平
均化処理後の発電出力値から引き算し、この引き算により、充電によりＳＯＣを増加させ
たい場合には見かけ上の発電出力を小さくする補正を行い、放電によりＳＯＣを低下させ
たい場合には見かけ上の発電出力を大きくする補正を行う。
【００６０】
　なお、合成出力の上限値、下限値の範囲が規定される場合には、変化率リミッタ８に上
下限制限を加えると共に、ＳＯＣ制御器１８の内部演算値にも上下限制約を加える必要が
ある。さらに、ＳＯＣ制御器１８の内部演算値の上下限制限は変化率リミッタ８の上下限
制限を考慮して適宜変更する必要がある。
【００６１】
　特に、ＳＯＣ制御器１８にＰＩ制御器等の内部に積分演算を有する制御法演算を適用し
た場合には、変化率リミッタ８の上下限制限値を超える内部演算値の積算が発生する可能
性がある。これを回避するため、ＳＯＣ制御器１８の上限値ＨCは変化率リミッタの上限
値Ｈと平均化処理後の発電出力Ｐ’を用いて、ＨC＝Ｈ－Ｐ’とし、ＳＯＣ制御器１８の
下限値ＬCは変化率リミッタの下限値Ｌと平均化処理後の発電出力Ｐ’を用いて、ＬC＝Ｐ
’－Ｌとする。
【００６２】
　したがって、本実施形態によれば、実施形態１～４において電力貯蔵装置が充電末や放
電末に達して出力変動緩和の機能が損なわれることを回避することができる。また、電力
貯蔵装置の不必要な過充電や過放電によって生じる劣化を回避することができる。さらに
、電力貯蔵装置のＳＯＣを一定に維持することで、電力貯蔵装置のｋＷｈ容量を低く抑え
ることが可能となる。さらにまた、電力貯蔵装置のｋＷ容量、ｋＷｈ容量の活用可能な資
源を広範囲に有効に活用することが可能となる。
【００６３】
　（実施形態６）
　本実施形態は、実施形態５の構成において、電力貯蔵装置が充電末や放電末に達して出
力変動抑制の機能が損なわれることを回避すると共に、不用意な過充電や過放電による電
力貯蔵装置の劣化を回避する機能を更に向上するため、ＳＯＣ目標値とＳＯＣ検出値の偏
差が大きく、電力貯蔵装置が充電末や放電末に近づくほどＳＯＣ制御系の制御ゲインを大
きくする非線形ゲイン設定要素を設ける。
【００６４】
　本実施形態の要部回路構成図を図１３に示し、図１２と異なる部分は、非線形ゲイン特
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性にした増幅器２０をＳＯＣ制御系に介挿し、引き算器１７の出力が大きくなるほど、つ
まりＳＯＣの目標値と検出値との偏差が大きくなるほど、該偏差のゲインを大きくした指
令値をＳＯＣ制御器１８に印加する。
【００６５】
　したがって、本実施形態によれば、実施形態５により得られる効果のうち、電力貯蔵装
置が充電末や放電末に達して出力変動緩和の機能が損なわれないようにする効果を更に高
めることができる。また、実施形態５により得られる効果のうち、電力貯蔵装置の不必要
な過充電や過放電によって生じる劣化を回避する効果を更に高めることができる。
【００６６】
　（実施形態７）
　実施形態１～６において、電力貯蔵装置の充放電制御器を、電力系統との連系点の有効
電力を検出してこれが合成出力目標値に一致するように制御することで合成出力の出力変
動緩和に関する評価指標をより確実に満たすことが可能となる。更に、所内に補機等の変
動する負荷設備を有する場合においてもこれを含めた補償が可能となる。
【００６７】
　そこで、本実施形態は、実施形態６に適用した場合を例にとって図１４に要部回路構成
図を示すように、充放電制御器１０に入力する有効電力検出値を、実施形態６における有
効電力検出器１１に代えて、変圧器６を通した自然エネルギー電源の発電出力と電力貯蔵
装置の出力との合成出力の有効分を検出する有効電力検出器２１を設ける。なお、実施形
態１～５についても同様の回路構成とする。
【００６８】
　したがって、本実施形態によれば、電力貯蔵装置の充放電制御器を、電力系統との連系
点の合成出力の有効分を検出してこれが合成出力目標値に一致するように制御することで
、合成出力の出力変動緩和に関する評価指標をより確実に満たすことが可能となる。
【００６９】
　特に、所内に補機等の変動する負荷設備を有する場合においてもこれを含めた合成出力
の出力変動緩和を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】実施形態１の要部回路構成図。
【図２】変化率リミッタに上下限制限を加えたイメージ。
【図３】変化率リミッタ８のアナログ演算ブロック図。
【図４】変化率リミッタ８のデジタル演算ブロック図。
【図５】合成出力目標値のイメージ。
【図６】問題が発生した場合のイメージ。
【図７】実施形態２の要部回路構成図。
【図８】合成出力目標値のイメージ。
【図９】実施形態３の要部回路構成図および移動平均処理回路。
【図１０】問題が発生した場合のイメージ。
【図１１】実施形態４の要部回路構成図および中間値算出器。
【図１２】実施形態５の要部回路構成図。
【図１３】実施形態６の要部回路構成図。
【図１４】実施形態７の要部回路構成図。
【図１５】評価指標のイメージ。
【図１６】発電出力が急変した場合の合成出力目標値のイメージ。
【図１７】発電出力が再び増加した場合の合成出力目標値のイメージ。
【符号の説明】
【００７１】
　１　自然エネルギー電源
　３　電力貯蔵媒体
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　４　双方向電力変換装置
　７、１１　有効電力検出器
　８　変化率リミッタ
　１０　充放電制御器
　１２　一次遅れフィルタ
　１３　移動平均処理回路
　１４　中間値算出器
　１５　平均化処理回路
　１６　ＳＯＣ検出器
　１８　ＳＯＣ制御器
　２０　非線形ゲイン増幅器

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 2010-22122 A 2010.1.28

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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