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１．はじめに
近年，メガソーラーなどの太陽光発電システム(PV)の導
入が急速に進められている。PV は曇天時のように日射が不
安定な場合発電電力が低下し，パワーコンディショナ(PCS)
が停止する場合がある。PCS が停止すると，日射が回復し
ても再起動までの待機時間があるため，この間は発電電力
を得る機会を損ねてしまうことになる。これまで蓄電デバ
イスから PCS へ電力を供給することで，可能な限り停止を
回避し，発電電力を補償するシステムについて検討してき
た(1)。本稿では，本システムの充放電動作時の制御法を検討，

図 1 提案システム

実験検証し，PV 発電電力量を改善するシステムとして有用

Fig.1 Proposed system.

であることを確認したので報告する。

２．蓄電デバイスシステムの制御法
図 1 に提案システムを示す。PV と PCS の接続部分に蓄
電デバイスシステムを接続する。蓄電デバイスシステムは
PV 発電電力の低下時，電力特性に沿った電力を PCS へ供
給する放電動作を行い，停止を回避する(2)。また，PV 発電
電力が十分である時は放電動作に備え，蓄電デバイスを PV
発電電力によって充電する充電動作を行う。しかし，PV 発

図 2 充電電力制御法

電電力が十分である時，PCS は運転中であるため，MPPT

Fig.2 Charging power control method.

制御の妨げにならない充電方法が要求される。そこで充電
電力制御法を検討した。図 2 に原理を示す。蓄電デバイス
システムへ定電力で充電を行った場合，PCS には PV の出
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＜3・2＞快晴の日

快晴の日の実験結果について，

蓄電デバイスシステムを動作させない場合を図 3，動作させ
た場合を図 4 に示す。図 3 より，PV 発電電力に大きな変動
が無いため PCS の停止は起こらず PV 発電電力を継続して
得られたことが確認できる。蓄電デバイスシステムを動作
させた図 4 においては充電動作のため 500W を充電してい

図 3 快晴の日の PV 発電電力

る。
図 3，
図 4 の PV 発電電力に差異は見られないことから，

Fig.3 PV power on sunny day.

PV の最大電力の出力の妨げとなることなく充電動作を行
えたと言える。
＜3・3＞曇りの日

曇りの日の実験結果について，

蓄電デバイスシステムを動作させない場合を図 5，動作させ
た場合を図 6 に示す。図 5 より，PV 発電電力の変動により
PCS は 4 回停止し，再起動までの待機時間のため PV 発電
電力を得られない期間が生じたことが確認できる。一方，
蓄電デバイスシステムを動作させた図 6 において，PV 発電

図 4 快晴の日の提案システムの電力

電力の低下時，蓄電デバイスの放電動作が確認できる。そ

Fig.4 Power with proposed system on sunny day.

のため PCS の停止が回避され，PV 発電電力を継続して得
られた。また，PV 電力が 1500W 以上の場合に充電動作が
行われていることが確認できる。
＜3・4＞発電電力量

表 1 に蓄電デバイスシステム

を動作させない場合，動作させた場合の各天気における PV
発電電力量を示す。快晴の日において，蓄電デバイスシス
テムの動作に関わらず発電電力量はほぼ等しくなった。PV
の最大電力の出力の妨げになることなく充電動作を行えた

図 5 曇りの日の PV 発電電力

と言える。一方，曇りの日の場合，蓄電デバイスシステム

Fig.5 PV power on cloudy day.

を動作させたことで PV 発電電力量は 9.8%増加した。放電
動作によって PCS の停止が回避され，PV 発電電力を継続
して得られたためである。よって発電電力量の改善が可能
となったと言える。

４．まとめ
本稿では PV 発電電力量を改善する蓄電デバイスシステ
ムの制御法を検討，実験検証した。蓄電デバイスの放電動
作による PCS の停止回避により，PV 発電電力量の改善が
可能となることを確認した。また充電動作は，PV の最大電

図 6 曇りの日の提案システムの電力

力の出力を妨げることなく行えることを確認した。以上よ

Fig.6 Power with proposed system on cloudy day.

り本システムが PV 発電電力量を改善するシステムとして
有用であることを確認した。
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