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まえがき

分散型電源は，自然エネルギーを利用していることや，

熱エネルギーと組み合わせた省エネルギー効果が高いこと

などの利点が注目されている。この分散型電源の環境問題

やエネルギー消費に対する優位性を生かすため，今後，需

要地近接点において比較的小規模な発電設備が多数設置さ

れ，電力系統に連系されることが予想される。

一般に，分散型電源は，構内負荷の需給をバランスさせ

ることや周波数を安定させることなど運用上の安定性を高

めるために，電力系統と常時連系して運転される。これは

電力系統から見ると小規模の不特定かつ多数の発電設備が

連系されることになり，給電指令外の潮流を生じることに

なる。また，災害時や系統の故障時など電力系統で事故が

起こる場合，分散型電源は連系運転から，単独で構内負荷

への電力供給を行うオンサイト運転へ移行する。しかし，

連系運転からオンサイト運転へ移行するためには，系統側

の発電機や保護装置と分散型電源の制御・保護装置との協

調が必要となってくる。

このように，分散型電源を計画・運用するためには，分

散型電源が系統連系した場合の分散型電源に対する系統か

らの影響や，逆に系統に対する分散型電源からの影響を事

前に検討することが必要である。

本稿では，分散型電源を考慮したより一層，効率のよい

電力系統を構築するために分散型電源連系時の課題を整理

するとともに，これらの解析に必要な系統解析技術につい

て述べる。

分散型電源連系時の課題

本章では，一般的な系統解析手法および分散型電源連系

時の課題について紹介する。

２.１ 系統解析手法の分類

富士電機では，分散型電源に関する系統現象の解析を実

施するにあたり，系統解析シミュレータ（TNS：Transi-

ent Network Simulator）および系統解析プログラムの両

解析手法を備えている。これらの解析手法は，解析の目的

により使い分け，場合によっては両者の比較を行いながら

解析を進めている。さらに系統解析プログラムについては，

系統現象に即した各種解析手法があり，その計算コストと

の見合いや，各種分散型電源連系時の課題に応じて採用す

る必要がある。

従来，系統解析プログラムでは，電圧・電流や電力潮流

などの電気量を，三相ベクトルの概念を利用し実効値とし

て扱う実効値解析が多く開発されてきている。一方で，近

年変換装置が系統へ接続されることが多くなり，変換装置

を容量的に多く含む系統においては，スイッチングにより

生成される電圧や電流が系統現象に大きく影響するため，

むしろ波形瞬時値を扱う瞬時値解析が採用されている。

分散型電源は，誘導発電機や同期発電機に代表される回

転機型分散型電源と，直流を交流に変換して連系するイン

バータ型分散型電源に分類され，計算手法は，基本的に実

効値解析と瞬時値解析に対応している。

しかしながら，実効値計算でも，従来の系統解析では，

送配電線上での対称事故（三相短絡など）に注目した発電

機などの過渡安定度計算などが主流であり，これは正相回

路解析を扱ったものであった。これに対し，配電系統での

分散型電源連系時の解析では，不平衡が大きく影響し三相

不平衡回路解析を扱う必要がある。さらに，ある特定の時

間断面を検討する定常解析と，各種制御動特性を考慮した

過渡解析がある。

以上のように事象区分は「実効値，瞬時値」「正相，三

相」および「定常，過渡」に分類されるが，実際には，表

１のように系統解析手法（プログラム）が分類される。こ

の表の中で，従来の潮流計算が特定の時間断面の計算であ

るのに対し，シナリオ付き潮流計算とは，変圧器タップ動

作などのゆっくりした制御動作や負荷増減などを各時間断

面にわたるシナリオとして潮流計算に組み入れた計算手法

である。
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２.２ 分散型電源連系時の課題

分散型電源連系時の高圧配電系統での課題を列挙すると

表２のようになる。

ここで，対応する系統解析プログラムを記載しているが，

詳細な課題検討を実施する場合，おのずから瞬時値解析ま

で必要となることもある（ 章参照）。

分散型電源が系統の運用に影響を及ぼす場合には，基本

的には分散型電源側での対応が必要となる。例えば，分散

型電源から発生する高調波により一般需要家に高調波障害

が出た場合，分散型電源に SVC（Static Var Compensa-

tor）などの高調波対策機器を設置するなど，影響を詳細
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表１　解析分類と系統解析プログラム�

解析分類�

三相瞬時値解析�

正相実効値定常解析�

正相実効値過渡解析�

三相実効値定常解析�

三相実効値過渡解析�

系統解析プログラム�

電磁過渡解析プログラム�

回路計算プログラム�
潮流計算プログラム�

過渡回路計算プログラム�
過渡安定度計算プログラム�
（シナリオ付き潮流計算プログラム）�

不平衡回路計算プログラム�
不平衡三相潮流計算プログラム�

非対称分考慮過渡安定度計算プログラム�
（シナリオ付き不平衡三相潮流計算プログラム）�

表２　分散型電源連系時の高圧配電系統での課題�

現象� 課　題�

短
絡
現
象�

不
平
衡�

電
圧
変
動�

電
圧
制
御�

そ
の
他�

現象内容� 解析・検討内容�

短絡事故が発生した配電線内に連系された DG からも�
短絡電流が流れることによる当該配電線過電流リレーの�
不動作（電流の分流による減流）�

系統から開放された短絡事故回線に連系し続けている複�
数の DG 同士からの短絡電流減流効果による DG の短絡�
保護用過電流リレーの不動作�

短絡保護整定�

短絡容量�

安定度�

位相跳躍�

DG への影響�

系統への影響�

供給電圧の�
上昇�

DG 出力変動�
による電圧�
変動�

DG による�
電圧制御機器�
への影響�

無効電力�
制御法の検討�

DG 起動時の�
影響�

ループ投入�

単独運転検出�
機能�

バンク単位の�
逆潮流対応�

DG：Distributed Generator（分散型電源）�
SVR：Step Voltage Regulator

OLTC：On Load Tap Changer�
LDC：Line Drop Compensator

PLL：Phase Locked Loop

系統電源および DG の電流�
分布および保護整定値協調の�
検討�

DG 同士の電流分布および�
保護整定値協調の検討�

他回線短絡時，同一バンク（母線）の非事故回線に連系�
した DG により事故電流が供給されたときの非事故回線�
過電流リレーの誤動作�

系統電源および DG の電流�
分布および保護整定値協調の�
検討�

DG 連系による短絡電流増加に対する遮断器遮断容量�
および通電容量超過�

短絡事故時の遮断器遮断電流�
検討�

短絡事故配電線外の配電線連系 DG の脱調� 発電機の動特性検討�

短絡事故などによる電圧位相の急変に対する DG の誤動�
作，ゲートブロック�

インバータ PLL などの動作�
解析�

配電線上での不平衡負荷による DG への逆相電流耐量�
三相回路での不平衡電流分布�
検討�

制動巻線がない発電機の高調波発生�
逆相電流により制動巻線のな�
い発電機からの高調波発生・�
共振の可能性の検討�

DG による有効電力分と配電線抵抗分による電圧上昇�
負荷電圧特性を考慮した供給�
電圧プロフィールの検討�

風力発電機のガスト（急激な風速変動），太陽光日射変�
化による電圧フリッカ�

発電出力変動周期を考慮した�
各需要家の電圧の変動量・変�
動周期を検討�

逆方向の無効電力と有効電力潮流による SVR 不正動作�
SVR 動特性・潮流変化を考�
慮した潮流・電圧プロフィー�
ルの検討�

バンク一括制御による配電用変電所バンク OLTC の�
LDC 制御への影響�

LDC 動特性・潮流変化を考�
慮した潮流・電圧プロフィー�
ルの検討�

直列型電圧調整器（SVR など）と並列型電圧調整器（自�
励式 SVC など）の適切な設置および制御方法�

特性の相違を考慮した潮流・�
電圧プロフィールや制御感度�
の検討�

分散型電源の起動時の系統電圧への影響�
直入れ誘導発電機の起動時突�
流電流による瞬時電圧低下�

ソフトスタートを考慮した起動による高調波電流による�
系統電圧ひずみ�

周辺需要家への高調波障害発�
生可否の検討�

DG による軽負荷線と重負荷線との移行電流の増大�
連系遮断器の容量超過可否の�
検討�

能動方式による系統電圧変動および複数台での単独運転�
検出機能の相互影響による機能低下�

各種単独運転検出機能モデル�
化および系統への影響検討�

ガイドラインでは，バンク単位逆潮流を制限しているが，�
その抑制方法が未定�

各種潮流状態における潮流・�
電圧プロフィールの検討�

対象分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

インバータ型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

回転機型�
分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

全分散型電源�

系統解析プログラム�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値定常解析�

正相実効値定常解析�
（三相瞬時値解析）�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�

正相実効値過渡解析�
（三相瞬時値解析）�

正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�
（三相瞬時値解析）�

三相瞬時値解析�

三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�
正相実効値過渡解析�

正相実効値過渡解析�
三相瞬時値解析�

三相実効値定常解析�
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に検討し適切な対応が必要となる。

一方，系統運用者は電力品質（周波数，潮流，電圧，安

定度，高調波など）を維持するためのサービス（アンシラ

リーサービス）を供給する義務があり，安定した系統運用

を行うため，分散型電源の接続においては，十分な技術的

検討を行う必要がある。

分散型電源連系時の解析ツール

分散型電源と系統との連系においては，発電側と系統側

の技術要件を検討するため，シミュレーションによる運転

状態の確認を行う必要がある。

３.１ 分散型電源連系時の協議

電力系統と分散型電源との，連系のための一般的な技術

要件と検討内容を次に示す。いずれの要件に対しても，問

題点の定量的把握と対策の効果について解析ツールによる

シミュレーションが必要となる。

電圧変動

発電設備の連系により常時の連系点の電圧変動幅が適性

値（１～２％）を逸脱する場合，発電機に自動電圧調整装

置が必要である。また，誘導発電機の並列時の瞬時電圧低

下などに対し限流リアクトルの設置などの電圧変動抑制対

策が必要である。

短絡容量

発電設備の接続により系統の短絡容量が系統や需要家の

遮断器の遮断容量を上回るおそれがある場合は，限流リア

クトルの設置などの短絡電流抑制対策を検討する必要があ

る。

保護協調

発電設備の故障または系統の事故時に，事故の除去，事

故範囲の局限化などを行うための保護方式の検討が必要で

ある。

過負荷保護装置

発電設備の脱落時などに系統の送電線や変圧器が過負荷

になる場合は，発電設備側において自動的に自家消費の負

荷を制限する対策を行う必要がある。また，系統の事故時

に系統の送電線や変圧器が過負荷となる場合，発電抑制が

必要となる場合がある。

系統周波数異常防止対策

系統事故などにより周波数の異常上昇が発生する可能性

がある場合，系統側電源と協調をとった自動解列装置を設

置する必要がある。

単独運転防止対策

逆潮流のある場合は，周波数上昇継電器，周波数低下継

電器および転送遮断装置または単独運転防止装置を設置す

る必要がある。

発電設備の高調波

当該の発電設備から系統に流出する高調波流出量の上限

値が規定値を超える場合は，高調波流出電流を上限値以下

に抑制する対策をとる必要がある。

３.２ 単独運転検出機能整定時の課題

逆潮流ありの分散型電源は，転送遮断装置がないときは

単独運転検出装置を設けることが義務づけられている。単

独運転検出方式には受動的方式と能動的方式があり，表３

に各種単独運転検出方式の説明を示す。受動的方式は，単

独運転前後の電圧や周波数の何らかの変化を検出する方式

である。能動的方式は，発電機に周波数，出力，負荷など

を常時微量に変化させる機能を持たせ，この変化を検出す

る方式である。連系状態では微少変化が系統に吸収されて

影響が現れないが，単独運転時になると変化量が系統に現

れることを利用する。

能動的方式においては，系統の構成により周波数の感度

が変わるため，系統の周波数感度解析を行い，外乱周波数

の設定と検出リレーの整定値を決定する必要がある。

解析例

配電系統に連系した回転機型分散型電源に対し，系統事

故時の影響をシミュレートした結果を示す。ここで採用し

た解析プログラムは，過渡安定度計算プログラム（正相実

効値過渡解析）および電磁過渡計算プログラム（三相瞬時

値解析）である。

図１に示すように，下記のような系統条件を仮定した。

上位系インピーダンスは配電用変電所の設計から短絡

容量は 100MVA程度に抑えられているので，一般値と

して配電用変圧器インピーダンスを含め 0.085 pu（10

MVAベース）としている。

高圧配電線こう長は約 4kmである。

2.5MVA分散型電源（単位慣性定数M=1.6 秒）が末

端に接続されている（配電線容量，電圧降下を考慮して，

最大容量を仮定している）。

（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表３　各種単独運転検出方式の説明�

単独運転検出方式の種類�

（1）電圧位相跳躍検出�
　　　方式�

受
動
的
方
式�

能
動
的
方
式�

各方式の概要�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統電圧の位相の急変量を検出する。�

（2）第三次高調波電圧�
　　 ひずみ急増検出方�
　　 式�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統電圧のひずみの急変量を検出す�
る。�

（3）周波数変化率検出�
　　 方式�

系統連系状態から単独運転状態へ移行する�
ときの系統周波数の急変量を検出する。�

（4）周波数シフト方式�
　　 （回転機による連�
　　 系には不適用）�

（6）負荷変動方式�

①有効電力変動�
　方式（回転機�
　による連系に�
　は不適用）�

系統周波数より0.1％程度低い周波数で逆変�
換装置を運転させる方式で，単独運転状態に�
なったときの周波数の変化を検出する。�

（5） 

出
力
電
力
変
動
方
式�

逆変換装置の出力有効電力を常に微小変動さ�
せる方式で，単独運転状態になったときの周�
波数や電圧の変化を検出する。�

②無効電力変動�
　方式�

逆変換装置または発電機の出力無効電力を微�
小変動させる方式で，単独運転状態になった�
ときの周波数や電圧の変化を検出する。�

逆変換装置または発電機の外部に設置した微�
小負荷を系統に一定周期で短時間挿入し，挿�
入周期に一致する電圧や電流の変化を検出す�
る。�



分散型電源連系系統の解析技術

故障として，同一の配電用変電所に接続された他回線

上の約 4km地点で発生した三相短絡故障に対し，その

故障回線の配電用フィーダ遮断器が 0.3 秒で開放したも

のとする。

有効電力の動揺波形を図２に示す。この図から下記の点

が観察される。

電磁過渡計算プログラムでは，線路の過渡方程式も考

慮した三相瞬時値解析であるが，電力動揺としては過渡

安定度計算プログラム（正相実効値過渡解析）とほぼ一

致している。

電力動揺は，約 0.2 秒の周期であり，上位系の大規模

発電機から発生する１秒程度の周期に比べ，非常に短い

周期である。

動揺は，故障発生から約 1.5 秒以内に減衰している。

故障発生時点では，両プログラムとも，線路抵抗分との

影響により，瞬間的には出力電力が増加し，その後減少す

るという挙動を示している。しかし，電磁過渡計算プログ

ラムでは，電気トルクの過渡現象も考慮するため，電力動

揺 0.2 秒に加え速い振動が現れている。過渡安定度計算プ

ログラムでは，この速い振動は見られない。

以上のように，短絡事故が発生した配電線以外の他回線

に連系された分散型電源の影響を解析した例では，正相実

効値過渡解析と三相瞬時値解析で，同様な結果を得ること

が分かる。ただし，配電線の抵抗分が大きく影響する場合

には，その線路の過渡方程式による直流分のため，結果が

異なる場合もあり，問題に対して適切な系統解析プログラ

ムを適用する必要がある。

あとがき

2000年 3 月に電力の部分自由化が行われ，3 年後の2003

年には自由化の見直しが行われる予定である。遅速の予測

は難しいものの自由化は進展していくものと予想される。

自由化の進展により，多数の分散型電源が系統へ接続され

ることとなり，従来，上位系統から下位系統へ向かうもの

として扱われていた電力潮流が，下位系統から上位系統へ

流れることや，ある地域において需給のバランスをとるこ

となど，電力系統の様相が変化していくものと予想される。

様相の変化とともに系統の現象も複雑になり，従来の系

統解析手法だけでは対応できなくなることが予想される。

変化に合わせて新しいツールを開発していく必要があり，

富士電機では今後とも時代の要求に応じた解析ツールの開

発を行い提供していく所存である。
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