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This paper discusses power leveling for systems where photovoltaics connects to the grid. Furthermore, in this
paper, we propose a power leveling control method with LiB and FW as a storage device. For the command value
of charge/discharge power to each energy storage systems, we proposed a method of dividing the compensation
power by adding a control method that focuses on the remaining capacity of flywheel to ADAM, which is a division
method that focuses on the amplitude component of the compensation power. Because of the simulation, when the
threshold was changed from 6 kW to 10 kW in 1 kW increments using the energy storage systems of the same
capacity as the conventional method, the total efficiency was improved at all thresholds and the maximum
improvement was 4.8 %. In addition, the fluctuation reduction rate also improved at all thresholds, with a
maximum improvement of 17.0%.
キーワード：電力変動抑制，太陽光発電，電力貯蔵装置，フライホイール，リチウムイオン電池
(power fluctuation compensation, photovoltaic generation, energy storage system, flywheel, lithium-ion battery)

1.

はじめに

近年，パリ協定を契機として世界的に脱炭素化への意識

硫黄電池（NaS 電池），電気二重層キャパシタ（EDLC：
Electric Double-Layer Capacitor）や鉛蓄電池が用いられる
(8)。蓄電デバイスとして，文献(7)では，LiB

と EDLC の 2

が高まっている。我が国においても，二酸化炭素排出削減策

種類の ESS を用いた電力平準化システムについて検討して

の一つとして太陽光，風力，地熱，水力等の再生可能エネル

いる。文献内において各 ESS への充放電電力の指令値は，

ギーの導入の促進が挙げられている(1)。特に，太陽光発電

補 償 電 力 の 振 幅 成 分 に 着 目 し た 分 割 方 法 （ ADAM ：

（PV：Photovoltaic generation）は 2015 年から 2025 年に

Amplitude Division Allotment Method）が用いられてい

かけてコストが 57％低減すると想定されており，石炭・ガ

る。しかし，ADAM は ESS の補償上限・下限に考慮した制

ス火力発電に比べて安価な発電システムになると推定され

御について検討が行われていない。そのため，充放電電力指

ていることから，PV の導入拡大が見込まれている(2)(3)。

令値を ESS に与えても充電状態を管理していないため出力

しかし，PV の出力電力は天候により大きく変動するた
め，供給が不安定な欠点がある。需要と供給のバランスが崩

できない場合が発生し，変動抑制できない課題がある。
そこで本稿では，LiB とフライホイール（FW：Flywheel）

れた場合，周波数が変動し，複数の発電所が連鎖的に自動的

(9)を用いた電力平準化システムを対象とし，ADAM

に停止し，大規模停電に陥る恐れがある(4)。すなわち，系統

した制御法の検討を行い，FW の残容量に着目した制御法を

電力の品質低下が懸念される。そこで出力変動抑制対策と

提案する。まず，従来法（ADAM）と提案法の基本原理を述

して，電力貯蔵装置（ESS：Energy Storage System）を PV

べる。そして，提案法を PV の電力平準化システムに適用す

に併設し，ESS の充放電によって PV の急峻な出力変動を

ることを目的に，小型モデルを用いたシミュレーションに

抑制する研究が行われている(5)-(7)。

よりその有効性を検討する。提案法の有効性は，補償電力を

一般的に電力平準化システムにおける ESS として，リチ
ウムイオン電池（LiB：Lithium-ion Battery）やナトリウム

を基に

分割する際に用いる閾値を変化させた場合の総合効率と変
動抑制率を用いて明らかにする。
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図 1 電力平準化システムの全体構成
Fig. 1.

Configuration of the power grid.
図4
Fig. 4.

FW 残容量の概要
FW SOC schematic.

図 2 従来法の制御ブロック図
Fig. 2.

Conventional method.

図 3 提案法の制御ブロック図
Fig. 3.

Proposed method.
図 5 提案法のフローチャート

2.

複数電力貯蔵装置を用いた電力平準化方法

Fig. 5.

Flowchart of proposed method.

図 1 に本稿で対象とする電力平準化システムの全体構成

ッターなどを用いて閾値未満の電力成分と閾値以上の電力

示す。電力系統に接続された PV の出力電力変動を抑制する

成分に分割することで各変換器の補償電力指令値となる。

ために，電力平準化システムを接続する。電力平準化システ

閾値未満の電力成分は，振幅は小さいが充放電頻度が高い

ムには LiB を制御する AC/DC コンバータ，FW を制御する

ため電力量が大きい。よって，出力電力の割に容量が大きい

AC/AC コンバータと誘導電動機（IM：Induction motor）

LiB が閾値未満の電力成分を出力する。一方，閾値以上の電

が含まれている。ここで，𝑃𝑃𝑉 は PV 発電電力，𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 は平準

力成分は，振幅は大きいが充放電頻度が低いため電力量が

化後の理想的な系統電力，𝑃𝑒𝑠𝑠 は ESS への補償電力指令値

小さい。よって，容量の割に出力電力が大きい FW が閾値

である。補償電力指令値は LiB と FW の出力電力𝑃𝑙𝑖𝑏 と𝑃𝑓𝑤
の和を用いて表わされる。PV 発電電力に含まれる急峻な電
力変動成分を 2 台の ESS を用いて補償する関係は，次式の
関係で示される。

以上の電力成分を出力する。
〈2･2〉 提案する電力平準化方法

図 3 に提案する電

力平準化方法の制御ブロック図を示す。従来と同様の方法
で電力変動抑制に必要な補償電力指令値𝑃𝑒𝑠𝑠_𝑟𝑒𝑓 を得る。

PPV  Pcopm  Pess ············································· (1)

𝑃𝑒𝑠𝑠_𝑟𝑒𝑓 が正の時，ESS に放電させる補償電力指令値を与え，

Pess  Pfw  Plib ················································ (2)

は，ADAM に FW の補償上限・下限を考慮した制御を加え

複数の ESS を用いた

令値を分割する際に FW の残容量𝑆𝑂𝐶_𝑓𝑤を用いて図 4 に示

従来の電力平準化方法として，補償電力の振幅に着目して

すように FW の残容量を適切な範囲に保つための上限

分割する ADAM がある。図 2 に従来法の制御ブロック図を
示す。電力変動抑制に必要な補償電力指令値𝑃𝑒𝑠𝑠_𝑟𝑒𝑓 は， 𝑃𝑃𝑉

(high)と下限(low)を制御アルゴリズムに考慮する点であ

を変化率制限リミッターに通すことで求める。その後，リミ

図 5 に提案法のフローチャートを示す。提案法には 3 種

〈2･1〉 従来の電力平準化方法

負の時 ESS に充電させる補償電力指令値を与える。提案法
た補償電力の分割方法である。提案法の特長は，補償電力指

る。
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図 6 電力平準化システムの概要
Fig. 6.

Fluctuation balancing system
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schematic.
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きい場合は Mode A となり，閾値(threshold)未満は LiB が
出力し，閾値以上は FW が出力する。補償電力指令値が閾
値以下の場合，Mode B または Mode C に分類される。Mode
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2000

多く放電することで，補償上限に達しづらくなる。また，充
電指令値で FW 残容量が下限に達したとき，FW の指令値

用割合が増加する。FW の残容量が適当な範囲の時 Mode C
となり，LiB に全ての補償電力指令値が与えられる。
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〈3･1〉 システム構成

図 6 にシミュレーションで使
(c) IM の機械損特性

用するシステム構成を示す。40 kW の PV を模擬する。FW
95

ーメントは 4.561 kg m2 である。動作範囲は 1500 ~ 6000
rpm である。FW に接続された AC/AC コンバータの定格出
力は 50 kW である。LiB の容量は 40 Ah，出力電圧は 248.4
V である。LiB の SOC 動作範囲は 20 ~ 80 %である。LiB

Efficiency [%]

の容量は 30 kW/250 Wh，定格回転数は 6000 rpm，慣性モ

に接続された AC/DC コンバータの定格出力は 10 kW であ

90
85
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75

る。FW と LiB はそれぞれ動作範囲の下限に達したとき，

0

2

4

指令値が与えられていないときは 1500 rpm または 20 ％
で一定なるように制御されており，充電指令値のみに対応

162 V

する。一方動作範囲の上限に達したとき，放電指令値のみ出

れぞれ 300 ~ 6000 rpm，1500 ~ 6000 rpm に対する効率特

SOC [%]

率特性を示す。AC/AC コンバータと IM の効率特性は，そ

〈3･2〉 シミュレーション条件
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LiB の自己放電特性

図 7 電力平準化システムの効率特性
Fig. 7.

従来法と提案法につ

12

60

る。AC/DC コンバータの効率特性は，直流電圧 162 ~ 291.6
7(e)を想定している。

10

80

性を用いる。IM については回転数に対する機械損も考慮す
V における効率を測定して用いる。LiB の自己放電特性は図

8

100

放電により残容量が減少する。
する。損失は次のように考慮する。図 7 に各システムの効

194.4 V
(d)

力し，指令値が与えられていない場合は，機械損または自己
本稿ではシミュレーションにおいて損失も考慮して検証

6

Input power [kW]

Efficiency characteristics of fluctuation
balancing system.

いて閾値を変化させながら損失と変動抑制効果をシミュレ
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PV 発電電力

(a)

FW 補償電力指令値

理想的な系統電力

(b)

LiB 補償電力指令値

(c) 補償電力指令値

(c) FW SOC

図 8 シミュレーションで使用する波形
Fig. 8.

Waveforms for simulation.

(a)

(b)

(d)

LiB SOC

(e)

系統電力

FW 補償電力指令値

LiB 補償電力指令値

(f)

Mode

図 10 提案法のシミュレーション結果
Fig. 10.
(c) FW SOC

Simulation results of conventional
method.

このような電力変動成分を系統側に流入させないようにす
るために，ESS から変動成分を補償するように電力を出力
する。図 8(b)に平準化後の理想的な系統電力，図 8(c)に補償
電力指令値を示す。各波形は 40 kW で規格化している。
(d)

LiB SOC

本稿では出力変動緩和対策の基準である「発電所定格出
力の 1％以下／分」(10)を参考にして PV 発電電力を制限する
ことで，系統電力と補償電力指令値を求める。
提案法で使用するパラメータである FW の残容量を適切

(e)

な範囲に保つための上限(high)と下限(low)の設定方法を述
系統電力

図 9 従来法のシミュレーション結果
Fig. 9.

Simulation results of proposed method.

べる。FW は容量の割に出力電力が大きい特徴がある。よっ
て，指令値のランプ変動を補う役割がある。そのためには，
常に容量の中央値付近で待機することが望ましい。FW の動

ーションにより比較する。シミュレーションで用いる PV 発

作範囲 1500 ~ 6000 rpm に対する容量の中央値(middle)は

電電力は，図 8(a)に示す福島県二本松市の 2020 年 4 月 27

middle= 70 %，中央値に対して±20 %の上限下限値はそれ

日，天気は薄雲の時に実測した日射量を使用する。薄雲時

ぞれ high = 77 %，low = 63 %となる。また，Mode B で使

は，日射量が急峻に変動する時間帯が比較的多くみられる。

用する recovery = 1 とすることで FW に全ての補償電力指
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表 1 総合効率と FRR の結果
Table 1.

8

Threshold [kW]

図 11 各システムの損失結果
Fig. 11.

7

7

8

9
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Threshold [kW]

76.5

Conventional method

Proposed method

令値を与えるようにした。
(b)

容量は従来法で使用する補償電力指令値を用いて決定す
用する ESS の定格 kW 容量で割ることで使用台数を算出す
る。次に，積算電力量の最大値-最小値を所要 kWh 容量と
し，使用する ESS の定格 kWh 容量で割ることで使用台数
を算出する。そして，瞬時電力と積算電力量で算出した使用
台数において多い方を用いる。また，提案法の容量は従来法
により算出した値を用いる。
〈3･3〉電力平準化の比較

図 9 に従来法を用いたとき

の電力平準化システムの各部の波形を示す。図 9(a)は FW

7
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る。まず，瞬時電力絶対値の最大値を所要 kW 容量とし，使

FRR 結果

5
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7

FW

は FW の SOC，図 9(d)は LiB の SOC，図 9(e)は系統電力

図 10(d)は LiB の SOC，
図 10(e)は系統電力，
図 10(f)は Mode
である。閾値は従来法と同様の 10 kW に設定した。図 9(a)
と図 10(a)を比較すると，従来法（図 9）より提案法（図 10）
の方が FW の補償電力指令値が増加していることがわかる。

Energy [kWh]

令値は LiB が出力し，閾値以上の補償電力指令値は FW が

図 10(b)は LiB の補償電力指令値，図 10(c)は FW の SOC，

電 力 平 準 化 シ ス テ ム に お け る 総 合 効 率 （ TE ： Total
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また，図 10(c)より，FW の SOC は全体的に中央に寄るよ
うな動作をしていることが確認できる。

10

(c) ESS の使用容量

である。閾値を 10 kW に設定して，閾値未満の補償電力指

ムの各部の波形を示す。図 10(a)は FW の補償電力指令値，

9

Threshold [kW]

の補償電力指令値，図 9(b)は LiB の補償電力指令値，図 9(c)

出力する。図 10 に提案法を用いたときの電力平準化システ

8

(d)

ESS 別積算電力量

図 12 閾値別シミュレーション結果
Fig. 12.

Threshold simulation result.

efficiency）を(3)式より求める(12)。
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TE 

Eess
100 ································· (3)
Eess  Ltotal

𝐸𝑒𝑠𝑠 ：一日の ESS の出力電力量の絶対値

ていることを考慮すると，図 12(d)に示すように，LiB の積
算電力量が閾値 7 kW 以下で従来法と提案法の積算電力量
の差が大きい。よって，必要容量が不足しているため FRR
が悪化したといえる。

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ：一日の ESS の合計損失
算出結果，従来法では 76.4 %，提案法では 78.1 %となり，

4.

おわりに

3.0 %改善することができた。図 11 に示す従来法と提案法

本稿では，ADAM に FW の残容量に着目した制御法を加

のシステム別の損失を比較すると，各コンバータの損失低

えた補償電力の分割方法を提案した。提案した分割方法は，

減の影響が大きいことがわかる。

FW の残容量を適当な範囲に保つための上限 high と下限

電力変動の抑制効果を表す指標として変動抑制率（FRR：
Fluctuation Reduction

Rate）が用いられる(11)。FRR

は(4)

~ (6)式を用いて算出する。

FRR 

S PV  Scomp
S PV

率の改善を行う。シミュレーションの結果，従来法と同容量
の ESS を用いて，閾値を 6 kW から 10 kW まで 1 kW ずつ

100 ······························ (4)

変化させた場合，全ての閾値において総合効率が改善し，最
大で 4.8 %改善できた。また，変動抑制率も全ての閾値にお
いて改善し，最大で 17.0 %改善することができた。

𝑆𝑃𝑉 ：PV 出力電力の評価区間内のスペクトル合計
𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 ：系統電力の評価区間内のスペクトル合計

以上のことから，提案する ADAM に FW の残容量に着目
した制御法を加えた補償電力の分割方法の有効性を確認し
た。

2

S PV   CiPV

low を設けることで，従来法に比べて損失の低減と変動抑制

·············································· (5)

i  1

2

Scomp   Cicomp

·········································· (6)

i  1

ここで，𝐶𝑖 変動周期 i におけるスペクトル成分であり，𝜏1，
𝜏2は評価対象変動周期の上下限値である。本稿では 2 秒~5
分を評価区間としている。FRR は値が大きいほど電力変動
を抑制できていることを表す。図 9 と図 10 に示すシミュレ
ー シ ョ ン 結 果 を 用 い て FRR を 求 め る と ， 従 来 法 で は
68.0 ％，提案法では 76.5 ％となり，12.5 %改善すること
ができた。図 9(e)と図 10(e)において，ランプ状態の出力は
ESS の補償上限・下限を超えたことにより補償できていな
い部分であり，これが提案法（図 10）の方が減少している。
FRR は PV 発電電力のパワースペクトルの合計に比べて系
統電力のパワースペクトルの合計がどの程度低減されたか
を示す指標である。よって，出力電力の応答値が悪ければ
FRR は小さくなる。すなわち，FW が補償上限・下限に達
した場合に FRR は小さくなる。従って，FW の残容量に考
慮した提案法は FW が補償上限・下限に達しづらいため，
FRR を改善しやすいといえる。
〈3･4〉 閾値別の比較

図 12 に閾値を 6 kW から 10

kW まで 1 kW ずつ変化させた場合の従来法より提案法の
シミュレーション結果を示す。図 12(a)に示す閾値別の総合
効率より，全ての閾値において効率が改善し，最大で 4.8 %
改善できた。また，閾値を大きくすると FW の使用割合が
減少するため効率が改善した。図 12(b)に示す閾値別の FRR
より，全ての閾値において FRR を改善し，最大で 17.0 %改
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善することができた。また，従来法は閾値が小さくなるほど
FRR が改善しているが，提案法は閾値が 7 kW 以下で FRR
が悪化している。これは図 12(c)に示すように，LiB の容量
が減少しているため生じた。容量は従来法と同容量使用し
6／6

