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正樹 Masaki Kato

スマートグリッドは，再生可能エネルギーの大量導入が系統全体に及ぼす影響を低減するシステムである。再生可能エネ
ルギーは発電出力の制御が困難なものが多く，大量に導入するためには高速で高精度な制御を行うことができる電源システ
ムが必要である。その実現のために，パワーエレクトロニクス（パワエレ）技術が重要な役割を担う。主なパワエレ応用技
術に，充放電制御技術と需給制御技術がある。スマートグリッドに適用される機器として，配電用パワエレ機器，スマート
PCS および新エネルギーパッケージがあり，
「富士スマートネットワークシステム」への展開を目指している。
A smart grid is a system that reduces the eﬀect of penetration of renewable energy into a power system. Because the generated power
output from renewable energy is generally diﬃcult to control, a power supply system capable of implementing high-speed and high-accuracy
control is needed for the penetration of renewable energy into the system. Power electronics technology plays an important role in realizing
such control.
The main power electronics applied technologies are charging/discharging control technology and demand/supply control technology.
Devices applicable in a smart grid include power electronics devices for power distribution, smart PCS and new energy packages, and expansion of these devices to Fuji Electric’
s smart network system is targeted.
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まえがき

₂.₁ 系統連系のための機能と技術動向

⑴

LVRT

世界的な地球温暖化問題に対する対策の一つとして，再

系 統 連 系 に 必 要 な 機 能 と し て， ま ず，LVRT（Low

生可能エネルギーの導入が促進されている。しかし，再

Voltage Ride Through）が挙げられる。LVRT は，系統

生可能エネルギーは，発電出力の制御が困難なものが多

の電圧が低下してもできるだけ解列 せずに出力を継続す

く，大量に導入されると，系統全体では周波数変動が発生

るための機能である。再生可能エネルギーの導入量が少な

し，局所的には電圧変動を生じるおそれがある。スマート

い場合は，系統の電圧低下で分散型電源を解列しても，全

グリッドは，再生可能エネルギーの大量導入が系統全体に

体への影響は極めて小さく問題とはならない。しかし，導

もたらす影響を低減し，安定した電力供給を確保するシス

入量が多い場合は，分散型電源を一斉に解列すると，発電

テムである。同時にエネルギーの発生，流通，消費を制御

量と負荷量の不均衡が生じるため，系統の周波数の安定性

⑴

し，エネルギーの効率的な利用を図ることができる。

〈注〉

が低下する。一斉解列の量が多いと系統周波数を維持する

スマートグリッドでは，発電出力の制御が困難な再生可

ために，負荷を脱落させる必要が出てくる。したがって，

能エネルギーを系統と連系するために，それを補完する高

分散型電源を系統連系するためには，次の 3 点が求められ

速で高精度な電源システムを導入する必要があり，パワー

る。

エレクトロニクス（パワエレ）技術が重要な役割を担って

⒜

周波数の変化に対応できること

いる。特に，分散型電源には直流で発電するものが多いの

⒝

電圧低下時もできる限り系統に接続して電力を供給
すること

で，電力変換を行うパワエレ技術は，スマートグリッドに
⒞

おける最も重要な技術のうちの一つである。
本稿では，スマートグリッドにおけるパワエレ技術の役
割，要求される機能，機器および適用事例，ならびに今後
に向けた取組みについて述べる。

解列する場合でも，系統の電圧が復帰した時点で速
やかに連系し電力を供給すること

⑵

単独運転検出機能
次に，系統連系に必要な機能として，単独運転検出機能

が挙げられる。単独運転とは系統から切り離された独立系

2

スマートグリッド向けのパワーエレクトロニク

統内において，分散型電源からの電力だけで独立系統に電

ス機器の動向

気が供給されている状態をいう。単独運転状態では，感電
や機器の損傷が起こる可能性があり，できるだけ早く検出

スマートグリッドに適用するパワエレ機器には，周波数
あるいは電圧の変動に対応する機能や，系統へ安全に連系
する機能が求められる。本章では，最近のパワエレ機器に
関する要求事項および技術動向について述べる。

して分散型電源を切り離す必要がある（224 ページ「解説」
参照）
。
その検出方式として，単独運転移行時の発電出力と負荷
の不平衡による電圧位相や周波数などの急変を検出する受

〈注〉解列：電力系統から発電設備などを切り離すこと
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図₁

スマートメータ

需要家

電力流通サプライチェーンのスマート化の概念図

動型方式と，常時，電圧や周波数に変動を与えておき，単

じて蓄電池，リチウムイオン電池，電気二重層キャパシタ

独運転移行時に変動が顕著になることを利用して検出する

など電力貯蔵の方式を変える必要があり，その方式に適し

能動型方式がある。現状の配電系統では，発電よりも負荷

た充放電制御技術が必要である。

の方が大きいため，単独運転に移行しても受動型方式が確

再生可能エネルギーによる発電の変動分を個別の電力安

実に動作する。しかし，分散型電源が増加し配電系統内の

定化装置で調整しようとすると，発電機（あるいは発電

発電と負荷のバランスが取れる状態になると，単独運転移

所）の数だけ装置が必要となる。これに対し，広域エリア

行時の系統の変動が小さくなり，受動型方式による単独運

の中で吸収するエリア型安定化装置では，変動の平均化を

転検出は動作しない可能性が出てくる。従来は，受動型方

図ることができるので設備の総容量を小さくでき，個別

式が主保護であり能動型方式はバックアップとして扱われ

の対応に比べ経済性が良くなる。このエリア型安定化装置

ていた。しかし，分散型電源が大量に導入されると受動型

は，再生可能エネルギーを含む発電量の制御を広域（市町

方式では単独運転が検出できない危険性があるので，近年

村，県あるいはそれ以上）で行う装置である。この実現の

では，能動型方式を主保護とする考え方が出てきている。

ためには，電力貯蔵装置用インバータの単機容量の増大と

現在，特に小規模太陽光発電については相互干渉のない
⑵

能動型方式への統一が図られている。中大容量のパワーコ
〈注〉

並列化による装置の大容量化が要求される。
また，離島などの小規模な系統においては，発電機の慣

ンディショナ（PCS）に対する単独運転方式の動向につい

性定数が小さく，発電変動による需給のアンバランスが起

ても注視する必要がある。

こると動揺が起こりやすくなる。こうした不安定な状況は
電力貯蔵装置により安定化させることができるが，そのた

₂.₂ 発電変動および系統変動に対応する機能

めには，高速かつ高精度の制御がインバータに要求される。

従来，負荷の変動は発電機の制御により吸収して周波数
を安定させていた。しかし，再生可能エネルギーによる変
動が発生すると，発電機の制御だけでは需給のバランスが

3

スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニ
クス技術の利用

難しくなる。そのため，再生可能エネルギー側でも出力を
調整し，系統への影響を最小限にする必要が出てくる。こ

最近では，上記の技術を取り込んだパワエレ製品の製作

の機能は電力貯蔵装置を使って実現するが，変動周期に応

が可能となり，パワエレ技術の適用範囲が広がってきてい
る。また，エネルギーの流通における複雑な制御を容易に

〈注〉パワーコンディショナ：太陽電池，蓄電池などの発電電力を系
統電力に変換する装置
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図 1 に富士電機が進めるスマートグリッドにおける電力

する GF（ガバナフリー）制御，長時間変動に対する LFC

流通サプライチェーンのスマート化の概念図を示す。同図

（負荷周波数制御）
，さらに長周期の変動に対する EDC（経
済負荷配分制御）などを行う。それぞれの制御方式により，

視し，系統の効率的な運転が可能となるように発電，流通

必要とする電力の貯蔵量が異なる。電池容量は設備費に大

および消費の最適化を図っている。富士電機は，そのため

きく影響するため，できる限り容量を小さくすることが望

の事例を数多く持っている。ここでは，スマートグリッド

まれる。
富士電機はこの電力安定化装置を，関係会社である株式

において利用が可能なパワエレ技術の中で，発電と流通に
関する実施例を紹介する。

会社ウインパワーの所有する西目風力発電所に設置し，実
証研究を行った。その結果，風力発電所の出力安定化に効

₃.₁ 発電におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

果があることを確認するとともに，要求される機能を最小

発電におけるパワエレ技術の利用例として電力安定化装

の設備容量で実現する充放電制御方式を確立した。

置を紹介する。
電力系統における発電機は，回転型が主体であり，ス
マートグリッドにおいても本質的には変わらない。しかし
6.6 kV 電力系統

ながら，前述のように再生可能エネルギーによる発電装置

連系点合成出力

が系統に大量導入されると，発電の不安定性のため，系統
の周波数制御に影響が出てくる。発電の不安定性を電力貯
風力発電出力

蔵装置により補完し，出力の安定した発電装置として制御

電力安定化装置出力

することで，系統に対して安定な電力を供給することが可
二次電池
充放電指令

能となる。この電力を安定化させる装置の構成を図₂ に示
⑶

す。図₂ においては，風力発電を対象としているが，太陽

発電状態

電力安定化
装置制御部

光発電の場合も同様の構成で対応が可能である。

システム
コントローラ

風力発電
出力

電力安定化装置は，再生可能エネルギーの出力変動分を
補完するように蓄電池から充放電を行い，系統との連系点

インバータ

での合成した出力を平滑化するものである。双方向イン
バータの制御により充放電を可能としている。
平滑化の目的は，系統の電圧安定化と周波数の安定化で

電気二重層キャパシタ
二次電池

西目風力発電所

ある。電圧の安定化のためには，有効電力制御，無効電力
制御を行う。周波数の安定化のためには，短時間変動に対

図₂

電力安定化装置の概要

弥栄変電所

小脇変電所
所内負荷
219 kW

自然エネルギー発電
変動吸収用
（100 kW，30 分間）

二次電池
100 kW
食品廃棄物

一定出力運転
125 kW

燃料電池
250 kW

バイオガス発生設備

台数制御
運転

メタンガス供給

バイオガス発電所（船木地区）

負荷
100 kW

京丹後市営和田野団地

京丹後市営堤団地

7.5 kW

9.4 kW

太陽光発電
30 kW

風のがっこう京都
55 kW

ガスエンジン発電機
80ｋW×5 台
制御センター
（同時同量制御）

需要家，発電，変電所
計測装置へ

丹後あじわいの郷

京丹後市立弥栄病院
592 kW

京丹後市弥栄庁舎
弥栄地域公民館
178 kW

負荷
100 kW

太陽光発電
20 kW

弥栄町溝谷・吉野地区排水処理施設場

図₃

発電量・需要量
データ把握

スイス村
（風力発電）50 kW

需要家，発電，変電所
計測装置へ

インターネット VPN
ADSL
ISDN

需要家，発電
計測装置へ
リモート監視

京都エコエネルギープロジェクト概要
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ら下流への一方向を前提として構築されている。
₃.₂ 流通におけるパワーエレクトロニクス技術の利用

近年，家庭用太陽光発電など需要家で発電が行われるよ

特 集

2章で述べたエリア型電力安定化装置は，広域における

うになり，さらに分散型電源が大量に導入されると，少な

電力の安定化を図るものである。比較的狭い地域において

くとも配電系統においては，電力の流れは必ずしも一方向

需給調整を行い，電力安定化を図った例として，独立行政

ではなくなる（図₄）
。また，再生可能エネルギーによる

法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の

発電は発電量の制御ができないため，周波数や電圧あるい

“新エネルギー等地域集中実証研究 京都エコエネルギープ

は潮流を管理するためには，分散型電源側，特定地域，あ

⑷

ロジェクト実証試験”
（2003 〜 2007 年）を紹介する。
図₃ に，京都エコエネルギープロジェクトの概要を示す。

本実証研究では，バイオ発電所と太陽光発電，風力発電を

るいは広域での管理など，従来とは異なる手段が必要であ
る。
このような配電系統の諸問題を解決するためのパワエレ

設置し，これら再生可能エネルギーによる発電設備といく

機器として，配電用自励式の無効電力補償装置や配電線

つかのあらかじめ選定された需要家との間で，規定された

ループ用需給バランスコントローラ（LBC）が挙げられる。

時間における需要と供給のバランスを取る制御（5 分同時

パワエレ配電用機器の普及には，屋外設置，柱上設置，メ

同量制御）が行われた。実証研究は 4 企業体および 2 自治

ンテナンスフリーおよび低価格などの条件を満足すること

体の共同研究として実施され，富士電機は制御システムの

が必要である。

開発を中心に参画した。

屋外設置用として耐環境性の仕様を満足する必要があり，

本システムでは，太陽光発電と風力発電の出力をセンサ

装置の排熱，シール技術なども重要になってくる。また，

で検出し，通信線を介して制御センターに監視情報を送信

柱上設置とするためには軽いことが必要条件であり，高圧

している。制御センターでは，変動分を補償する二次電池

系統への直接接続により変圧器の不要となる技術の開発が

出力を演算し，通信線を介して二次電池に出力指令を与え

今後必要となる。また，ファンレス化により，メンテナン

ている。これにより太陽光発電と風力発電の出力変動分を

スフリーとともにコスト低減を行うことも必要である。な

吸収している。データの計測・収集から二次電池への指令

お，配電用機器として要求される機能を十分に満足する機

値を出力するまでを 20 秒程度で処理しており，数 10 秒の

器を開発するためには，炭化けい素（SiC）などの次世代

発電変動を補完して需給調整を行うことが可能である。監

デバイスの実用化が必要と考えられるので，装置としての

視ならびに制御には汎用の広域通信網（ADSL，ISDN）

実用化には少し時間がかかるものと思われる。

を利用するため，距離に関係なく計測対象や制御対象が選
べる。大規模な需給調整システムを低コストで実現するこ
とが期待できる。

₄.₂ スマート PCS

PCS の直流側に太陽光パネル，二次電池，コンデンサ

また，本システムでは，同時同量制御を行うに当たり，

（電気二重層キャパシタ含む）などが接続される。太陽光

負荷変動分は基本的にはガスエンジン発電機で調整してい

パネルの場合は太陽光 PCS，二次電池の場合は電力貯蔵

る。単位時間での負荷変動が大きくガスエンジンで追従す

装置，コンデンサの場合は無効電力補償装置となる。イン

ることが困難な場合には，負荷変動分の調整を二次電池に

バータとしての基本構成は共通している部分が多い。ス

より補完している。

マート PCS は，連系に必要な通信機能と系統連系機能を

実証試験は，同時同量制御の精度として 5 分間，3 % の
誤差を目標とし，ほぼ満足する結果が得られた。これによ

標準装備した多機能なインバータ装置であり，多目的に適
用できる構成とするものである。

り，汎用の広域通信網による制御でも高い精度を確保でき
ることが実証された。また，スマートグリッドにおける需
給制御の手段として，二次電池の有効性も確認できた。

4

分散型電源の発電量によって潮流
方向が複雑に変化
配電変電所

スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニ
クス機器の今後の取組み

富士電機では，スマートグリッドの構築に向けた種々の

大規模電源

取り組みを進め，パワエレ機器についても新しい技術の開
発を促進している。本章では，スマートグリッドを今後進
展させるために不可欠な技術について述べる。
：分散型電源

₄.₁ 配電用パワーエレクトロニクス機器

：開閉器

電力系統は，発電は大規模集中型発電所，流通は送配電

分散型電源用ＰＣＳ
電力安定化機能
無効電力調整機能
電力貯蔵機能

設備，そして消費は需要家が担っている。電力は大規模集
中型発電所から需要家に向かって流れ，システムも上流か
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図₄

配電系統における再生可能エネルギーの大量導入
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パッケージ化し，系統の構成や再生可能エネルギー種別に

り，今後通信インタフェース，プロトコルなどが規格化さ

よらずに多用途に適用できるものであれば，再生可能エネ

れていくものと考える。こうした標準化の機能を装備しつ

ルギーを利用しやすくなる。先進国型（米国，欧州）
，途

つ，多目的に適用が可能な PCS の開発を進めていく予定

上国型（都市型，郊外型）
，離島型を問わず同じ構成の電

である。

源パッケージを使い，適用の対象により制御方式を変更す

系統連系機能には，LVRT 機能，単独運転検出機能，

ることで電源装置として容易に構成でき，同じハード仕様

連系保護機能などがあるが，これらの機能を組み込み，装

で多くのシステムに適用できる。そのため課題として，拡

置を共通化することで種々の標準化に対応していく（図₅）
。

張性，安全・安心，保守性（メンテナンスフリー）を実現
する必要がある。

₄.₃ 新エネルギー電源パッケージ

拡張性は，需要に応じてシステムの容量を拡大できるこ

再生可能エネルギー利用の拡大に向けて，新エネルギー

とであり，機器容量の増加だけでなく，種々の電源を接続

の導入を容易にするため，発電装置と電力貯蔵装置を一体

でき，システム全体の協調が容易に図れることが必要であ

化した新エネルギー電源パッケージの構築が望まれる。

る。安全・安心は，多様な地域での，多様な人々による運

経済産業省のスマートコミュニティ関連システムフォー
ラム最終報告書では，電力システムの類型比較として，表
⑸

₁ に示す 5 種類に分類されている。

比較的小容量の再生可能エネルギーによる電源装置を
スマート PCS

表₁

電力系統の特徴

電力系統型

運転方式

分散型電源は強い電力系統と連系する。この場合，
先進国型（米国）
周波数，電圧の維持は電力系に依存することが可能
先進国型（欧州）
で，分散型電源は効率的な運転を重視することにな
途上国型（都市型）
る。

双方向変換器

図₅

燃料
電池

蓄電池

PCS

INV

地域発電所
LRT

給電指令所
PCS

電力安定化装置
地域設置蓄電池

地域エネルギー
マネジメントシステム

PCS

SVC

次世代配電
自動化システム

LBC

Ｉ
Ｔ開閉器

PCS

蓄電池

熱

地域マイクログリッド
風力
発電

GE

系統監視制御
システム

ウィンド
ファーム

スマート PCS 構成概要

水素

地域マイクログリッド

火力
水力
原子力

INV

通信ケーブル

太陽光パネル
蓄電池
電気二重層コンデンサほか

分散型電源は弱い電力系統に連系する。この場合，
分散型電源の出力が系統に影響を及ぼす可能性があ
る。このため，系統の状態を判断しながら分散型電
源を運用する必要がある。

発電所

制御装置

直流電圧，
電流

既存の系統がないため，分散型電源自身が基幹電源
となる。このため，常時周波数と電圧の維持を分散
途上国型（郊外型） 型電源が担うことになり，負荷の変動分ならびに他
の分散型電源の出力変動を吸収することが必要であ
る。

離島型

出力指令

SVR
エリア型
電力安定化
装置

メガソーラー

LRT：Load Ratio control Transformer
SVR：Step Voltage Regulator
SVC：Static Var Compensator
LBC：Loop Balance Controller
PCS：Power Conditioner
UPS：Uninterruptible Power Supply
INV：Inverter
REMS：Retail Energy Management System
BEMS：Building and Energy Management System
FEMS：Factory Energy Management System

スマートハウス

太陽光
発電

需要家システム
スマート
メータ
充電器

REMS
BEMS
FEMS

PCS

PCS

GE
燃料
電池

熱

店舗

ガス
エンジン

UPS
負荷

蓄電池 太陽光
発電
工場

商用ビル
パワエレ機器

図₆ 「富士スマートネットワークシステム」におけるパワーエレクトロニクス技術適用部分
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特 集

PCS の通信は，現在，経済産業省が標準化を進めてお
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転となるため，電気に深く関わったことがない人々でも常

参加するグリッドのあり方を問うものである。
地球環境の保全を図り，持続的なエネルギーシステムを

に安全に運転できることである。保守性は，故障が少なく

特 集

故障しても容易に対応できることである。

後世に残していくための舞台作りが，今まさに始まろうと

新エネルギー電源パッケージは，太陽光発電用 PCS，

している。そのエネルギーシステムの実現のためには，エ

蓄電池用 PCS をパッケージの中に組み込み，オプション

ネルギーの細やかな制御を可能にするシステムが前提であ

として小水力や風力などに対応できるようにしたシステム

る。それを可能にするのがパワーエレクトロニクス技術で

として構成される。

あり，スマートグリッドにおけるパワーエレクトロニクス

富士電機では，多用途に適用が可能な新エネルギー電源
パッケージを開発し，スマートグリッドへ展開していく。

技術の役割は，今後ともますます大きくなるものと考える。
スマートグリッドの拡大に向けて，パワーエレクトロニク
ス技術を向上させていく所存である。

₄.₄ ｢富士スマートネットワークシステム｣
図₆ は，｢富士スマートネットワークシステム｣ におけ
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5

あとがき

スマートグリッドは，従来エネルギーの主役であった化
石燃料依存から脱却し，電源を多様化することで，エネル
ギー安全保障を獲得していくための社会的な基盤である。
また，スマートグリッドへの移行は，単なる電力系統の改
変ではなく，エネルギーの発生と消費について，需要家も
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