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とおる）

量をスケールダウンした安定化実証試験設備により実証試
験を行っている。西目風力発電所の基本仕様を以下に示す。

風力発電は，国内に好風況地点が数多く存在し，新エ
ネルギー発電の中核として，その普及拡大が期待されてい

（ 1） 連系点：東北電力株式会社 6.6 kV 配電線
（ 2） 風車発電機出力：定格 1,850 kW（出力制限：1,500 kW）

る。
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特

1 号風車：1,250 kW（出力制限：1,000 kW）

別措置法」
（RPS 法）に基づく電気事業者の風力導入目標

2 号風車：600 kW（出力制限：500 kW）

も，2010 年に現在の約 2 倍にあたる 300 万 kW が設定さ

（ 3） 発電機種別：1 号・2 号機共通

超同期セルビウス方式二次励磁巻線型誘導発電機

れている。
一方で，風力発電は出力変動が激しく，連系する電力
系統の電力品質への影響が問題となっており，電力会社に

風力発電設備の系統連系技術要件

.

よっては，電力系統の調整能力が低下する夜間の風力発電

連系する系統への影響を最小限にとどめるために，下記

の解列や，発電電力変動の抑制を技術要件とするケースも

のような周波数変動対策に関する技術要件が連系電力会社

あり，国レベルでもその対策が検討されている。

から要求されている。

風力発電の発電電力変動を抑制するためには，風速や風
向変化によって生じる出力変動のうち，電力系統に影響を
及ぼす数十秒から数時間にわたる周期の変動分を平滑化し，

実証試験では本技術要件を満足することを前提とし，各
種試験データの取得，評価を実施した。
（ 1） 平時における出力変動の緩和制約

任意の時刻から始まる 20 分間において，周波数変動対

安定した合成出力を電力系統に送電するための電力安定化
装置の設置が必要となる。そのため，風力事業者にとって

策後の風力発電設備合成出力（1 分間平均値）の［最大値

は，電力安定化装置の初期コストおよびランニングコスト

−最小値］が風力発電機の定格出力合計値の 10% 以下で

が事業リスクとなっている。

あることが必要である。

富士電機では，2003 年に高速フライホイールにより風

（ 2） 電力会社が指定する一定時間における制約

指定時間帯において（1 日あたり最大 8 時間，年間延べ

力発電の発電電力変動を抑制する電力安定化装置を開発し
隠岐大峯山風力発電所に納入した実績がある。今回，この
技術ノウハウを発展させ，世界初となる，二次電池および

図

実証試験装置外観

電気二重層キャパシタを電力貯蔵要素としたハイブリッド
電力安定化装置を，川崎重工業株式会社・新神戸電機株式
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会社・日産ディーゼル工業株式会社と共同で開発し，実証
試験を株式会社ウインパワー・西目風力発電所にて 2007
年 8 月から開始した。

実証試験装置外観

実証試験サイトの概要と系統連系技術要件
.

西目風力発電所の概要

実証試験は，図 1 に示す秋田県由利本荘市に設置した風
力発電所において実施している。実験による系統への影響
を避けるために，実際の風力発電機出力に対して，設備容
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900 時間程度）
，周波数変動対策後の風力発電設備合成出

る。一方，二次電池は所要 kWh 容量の確保が容易である

力を一定にすること，または風力発電機を解列することが

ため，数分から数時間までの長周期成分の平滑化に適して

必要である。この一定出力とは，目標値との偏差が風力発

いる。そこで，電気二重層キャパシタと二次電池の長所を

電機の定格出力合計値の 2% 以下であることを指す。さら

相互に生かし，短時間の変動と長時間の変動を補償する方

に，連系会社に売電する場合には，一定出力は零潮流（一

式として，ハイブリッド風力発電電力安定化装置を採用した。

定出力＝0）となり，発電電力を電力系統に流出させては

図 2 に示すとおり，ハイブリット風力発電電力安定化装

ならない。なお，上記時間帯の直前，直後においては，1

置における制御では，まず発電機出力の計測値をシステム

分あたりの出力変化が風力発電機の定格出力合計値の 2 %

コントローラに入力する。システムコントローラは，発電

以下となるように増減制御を実施することも必要である。

機出力に対する補償値を算出して，電気二重層キャパシタ
の入出力の指令値として双方向コンバータを動作させ，数

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の概要

秒から数分までの短周期成分を補償平滑化する。次に，発
電機出力計測値と電気二重層キャパシタ電力安定化装置出

前述の系統連系技術の要件を満たすために，以下のよう

力計測値の合成出力算出値から求めた指令値を，二次電池
電力安定化装置に入出力し，数分から数時間までの長周期

な装置を検討した。

成分を平滑化する。補償周波数帯域の分担は，電力貯蔵装
.

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の構成

置を構成する電気二重層キャパシタや二次電池などの種類

図 2 にハイブリッド風力発電電力安定化装置の構成を示す。

や容量に応じて，変動成分除去フィルタの時定数調整を行

この電力安定化装置は，風力発電電力の変動分を検出し，

うことにより実施する。

それを平滑化するための目標電力を指令値として出力する

これにより，電気二重層キャパシタと二次電池の特性を

システムコントローラ，指令値に対して二次電池（鉛蓄電

十分に生かした高性能かつ高効率な補償動作を実現するこ

池・ニッケル水素電池）および電気二重層キャパシタの充

とができる。

放電電力を制御する双方向コンバータ，ならびに平滑化す

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の開発

るための電力を貯蔵する二次電池および電気二重層キャパ
シタにより構成されている。

本電力安定化装置の開発にあたり，初期/ランニングコ
.

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の特長

スト低減による風力事業者へのメリットに主眼をおき，以

風力発電の数十秒から数十分までの出力変動を平滑化
するための補償は，主として電力系統の LFC（Load Fre-

下の点をターゲットとして設定した。
（a） 制御方式の高性能化により，電力安定化装置の kW

容量および kWh 容量の 30 % 削減を図る。

quency Control）に影響を与える。さらに系統への連系す
るために必要な数十分以上の長時間の変動に対する補償は

（b） コンバータの高効率設計手法を確立する。

EDC（Economic Dispatching Control）に影響を及ぼすの

（c） 二次電池と電気二重層キャパシタの最適な組合せ制

で，風力発電にはこれらの二つの領域での出力電圧の補償

御により，設備容量の低減と二次電池の長寿命化を図
る。

が必要である。
電気二重層キャパシタはフル充放電サイクル寿命が長い

また，これらの開発システムを実際の風力発電所にて実

ため，数秒から数分までの短周期成分の平滑化に適してい

証することで商品化の加速を図るとともに，現地での運用
も含めた各種エンジニアリングノウハウの蓄積を行った。

図

ハイブリッド風力発電電力安定化装置の構成

.

連係点
合成出力
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安定化装置出力
風力発電機出力

変動電力検出

電気二重層
キャパシタ
電力安定化装置
制御部

を平滑化するために .
二次電池
安定化装置出力

充放電
指令値
双方向
コンバータ

変動電力+
EDLC
合成出力

二次電池
電力安定化装置
制御部

節に示した電力会社が規定する電

力変動量抑制率を達成するとともに，設備の kW 容量お
開
発
範
囲

よび kWh 容量の 30 % 削減を目標として以下に示すシス
テムコントローラの制御方式を開発した。

システム
コントローラ

西目風力発電所

高性能システムコントローラ

風力発電電力などを検出し，規定周波数成分の変動電力

電力系統

（ 1） 可変時定数制御

充放電
指令値

双方向
コンバータ

最小限の電力，電力量で出力変動の技術要件をクリアす
る，最適な充放電指令値を生成するための制御
（ 2） 蓄電量補正制御

電力貯蔵装置の充電量を適正に保つ制御

電気二重層
キャパシタ

二次電池

数秒〜数分
周期の出力
変動を平滑化

数分〜数十分
周期の出力
変動を平滑化

（ 3） 可変基準充電電力量制御

風力発電の出力レベルに応じて電力貯蔵装置の充電量を
最適化する制御
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電気二重層キャパシタのみ，二次電池と電気二重層キャパ

（ 4） 最大出力追従制御

機器における各種運転範囲（電力・電流・電圧・蓄電

シタによるハイブリッドシステムを選択できる。

（ 5） ハイブリッド運転制御（最適分担）

タの特長に応じた制御方式を確立し，設備容量の大幅な削

二次電池と電気二重層キャパシタの最適分担を行い，装

減ができるようにした。

1

置容量の最小化と長寿命化を図る制御

実証試験結果概要
高効率双方向コンバータ

.

双方向コンバータは，システムコントローラの指令値に

2007 年 8 月から実証試験を実施継続中である。これま

従い，二次電池および電気二重層キャパシタの充放電電力

での試験評価により，システムコントローラの開発機能の

を制御する。また，無効電力制御機能（SVC 機能）も持っ

検証が完了した。なお，主要な制御方式については特許出

ており，風力発電を連系したときに力率制御や電圧変動抑

願中である。

制をすることができる。

以下に主な試験結果の概要を示す。

設計にあたり，コンバータ総合効率は，想定される出力
変動パターンで 95 % 以上，高調波電流値はガイドライン

（ 1）
（ 2）
，

短周期変動抑制効果

.

変動成分除去フィルタの時定数が大きい場合，補償周波

の 1/2 以下を実現することを目標とした。
さらに，実証試験サイトの実際の風力発電の出力変動

数帯域は低周波数方向に拡大するため，発電機出力に対す

データを基に，変動の出現頻度，ピーク出力，平均負荷率

る安定化目標値の追従性が低下し，一般に補償に必要な電

を調査し，最適な部品，冷却方式，キャリア周波数，制御

力（kW），電力量（kWh）は増大する。逆に時定数が小

方式の選定を行うこととした。

さい場合，必要な電力，電力量は減少する。そこで，出力
変動（＝充放電指令値）の大きさに応じて，フィルタ時定

電力貯蔵装置（二次電池および電気二重層キャパシタ）

.

数を連続的に制御する可変時定数制御を採用している。電

双方向コンバータにより，有効電力を貯蔵・放出する。

力貯蔵装置の種類・特性に応じた制御条件とすることによ

起動する双方向コンバータの組合せにより，二次電池のみ，

り，ハイブリッドシステム時の適切な電力分担（補償周波

図

図

短周期変動の発生抑制効果（シミュレーション）

発電機出力

設備容量の削減効果（シミュレーション）
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図

出力変動：大⇒時定数：小
安定化目標値の追従性が改善できる。
結果，リミッタにかからず，短周期変動成分が連系点に現れない。

短周期変動の発生抑制効果（実測例）

発電機出力
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により，設備容量（所用 kWh 容量）削減できる。
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電力変動抑制実測例（電気二重層キャパシタのみ）

い場合に時定数を短くすることで，連系点における短周期
変動の発生を抑制する。図 3 に可変時定数制御による短周

特集

発電機出力
1,100

す。図 4 に短周期変動を抑制した実測データを示す。図中
出力（kW）

1,000

の 21 時 06 分の時点で急峻な風車の出力の立ち上がりに対

900

して，可変時定数制御により短周期補償の内部リミッタに

秒オーダーの出力変動を
効果的に抑制

800

700
0：00

到達することなく変動抑制が正しく行われていることが確

過大な出力変動に対し，可変時
定数制御によりフィルタ時定数
を短くし，二次電池に補償を移行
0：01

0：02

0：03

0：04

0：05

0：06

0：07

0：08

0：09

認できた。
一方，二次電池では，出力変動が小さい場合に時定数を

0：10

時刻
双方向コンバータ見かけ kW 容量：240 kW，可変時定数制御範囲：5 〜 20 秒

小さくすることで，設備容量（所要 kWh）を削減するこ
とができる。図 5 に設備容量削減効果をシミュレーション
で検証した結果を示す。出力変動が比較的小さいときに可

図

電力変動抑制効果の実測値評価例（電気二重層キャパシタ

変時定数制御を行うと，行わない場合に比べ合成電力（系

+ 鉛蓄電池）

統への出力電力）と風車電力との偏差，すなわち補償電力
量（kWh）を小さくできる。また， 図 6 に示すように実
発電機出力 - 発電機最大出力変動幅

1,600

測データでもこの効果を確認できた。
電気二重層キャパシタのみの電力変動抑制動作の実測例

発電機最大出力変動幅（kW）

1,400

を図 7 に示す。
図より，過大な出力変動に対しては，可変時定数制御に

1,200

よりフィルタ時定数が短くなり，二次電池側への補償に移
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行しており，この動作により，それ以降も蓄電量の上下限
に陥らず，補償動作を継続できていることが確認できた。
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電力変動抑制効果

ハイブリッド風力発電電力安定化装置における電力変動
抑制効果の実測値評価例を図 8 に示す。
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今回の実証試験により，風力発電設備の電力（kW）容
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変動抑制技術要件を満たしていることが確認できている。
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電力安定化装置により，
20 分間最大出力変動幅を，
発電機出力の全領域で抑制
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量に対して 74 %，電力量（kWh）容量に対して 74 % のそ
れぞれの容量を持つ電力安定化装置でも 20 分間で 10% の
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期変動抑制効果をシミュレーションで検証した結果を示

発電機＋EDLC 出力

実証試験では今後，最適な制御定数・運転制御方法の検
討・評価，設置容量と電力変動抑制効果の評価，電池類の
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寿命への影響確認などを実施していく予定である。これに
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電力安定化装置
容量不足
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より，風力発電電力安定化装置の性能向上，二次電池と電
気二重層キャパシタを最適に利用するための各種技術の確
立，実フィールドでの運用ノウハウの蓄積を進めていく所
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存である。
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