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まえがき

ナトリウム-硫黄電池（以下，NAS 電池と略す）やレ

ドックスフロー電池（以下，RF電池と略す）など，二次

電池を用いた電力貯蔵装置の本格的な実用展開が始まろう

としている。

富士電機では，1995年に 100 kW NAS 電池電力貯蔵用交

直変換装置〔以下，PCS（Power Conversion System）と

略す〕を電力会社の技術研究所に納入して以来，10セット，

約 2,500 kWの PCSを製作・納入し，二次電池と PCSの

適用評価・改良に貢献してきている。

PCSは電力の負荷平準化を主目的とするが，二次電池

の特長である高サイクル耐量や高速充放電特性などを利用

した電力系統の瞬時電圧低下や瞬時停電の補償機能を有す

るなど，多目的化が不可欠である。このため，PCSとし

ても二次電池の特性を十分に把握した構成・機能・性能を

持つ必要がある。

本稿では PCSの基本構成と基本動作ならびにシステム

構成について述べるとともに，製作事例とシステムの事前

検討に必要となる PCSシミュレーション技術および今後

の展開について述べる。

PCSの基本構成

２.１ 主回路構成

500 kW PCSの主回路構成例を図１に示す。これは 125

kWパワーユニット２並列からなる 250 kWシステムを入

力変圧器で並列配置させたものであり，250 kW単位での

充放電動作が可能である。125 kWパワーユニットは三相

フルブリッジの PWM（PulseWidthModulation）コンバー

タで，その外観を図２に示す。使用した IGBT（Insulated

Gate Bipolar Transistor）素子は 1,400 V/300 Aであり，

800 Vクラスの直流高電圧に対応し，約 10 kHzの高周波

動作が可能である。このパワーユニットは，パワーデバイ

スとその駆動回路，冷却体，素子保護用のスナバ回路，

ヒューズ，電解コンデンサなどを高密度に集積した小型の

ものである。また，プラグインタイプでの主回路接続とす

るなど，メンテナンスが容易な構造にしてある。
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図１　500 kW PCSの主回路構成例
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２.２ 制御装置（制御方式）

充放電制御を行う基本的な制御回路ブロックを図３に示

す。これは，電力貯蔵システムを統括する監視制御装置か

らの制御信号を受け，PCSとして要求される充放電制御

を行う制御回路の基本回路例である。PCSの入出力電流

は，充放電電力量に応じたほぼ力率１の正弦波電流となる。

充放電動作は，PCSの出力電圧の位相を系統入力電圧位

相より遅らせることで充電動作を，進み位相とすることで

放電動作を実行させている。この制御回路の特徴は，無停

電電源装置（UPS：Uninterruptible Power System）の技

術である直流電圧調節系を有し，二次電池の充電電圧を制

限できることである。

PCSのシステム構成

PWMコンバータで構成する PCSは，その主要機能か

ら次の三つのシステム形態に大別される。これらの概略シ

ステム構成と特徴を表１に示す。

３.１ 電力貯蔵の基本形

PCSの基本構成であり，次項を主目的とする。

電力の負荷平準化：昼夜間電力料金差を利用した使用

電力料金の低減

電力ピークカット：契約電力の低減

一方，二次電池の高サイクル耐量や高速応答性を生かす

べく PCSの高速充放電化を図ることで，太陽光発電や風

力発電などの自然エネルギーを利用した発電設備の商用連

系時の変動発電電力の平準化や商用電力の高品位化にも有

効なシステム構成となる。

また，PCSに自立運転機能を持たせることで，商用系

停電時には瞬断を許容する非常用電源装置として機能させ

ることができる。

３.２ 常時商用給電UPS形（SPS形）

PCSの基本的な電力制御に加え，特定負荷に対して４

ms程度の瞬断は許容する無瞬断電源を構成する。

商用系が瞬時電圧低下など異常となった場合，高速に

ACスイッチを開放し，特定負荷に二次電池からの電力を

無瞬断で交流電力に変換し供給できる。

これは，富士電機が早くから商品化している常時商用給

電方式無停電電源装置（SPS：Stand by Power System）

と同一方式であり，二次電池の持つ特長を最大限に展開す

るシステムである。

３.３ 常時インバータ給電UPS形（UPS形）

商用入力側のコンバータを用いて二次電池への充放電動

作を行いつつ，負荷出力側のインバータを用いて重要負荷

に対し無瞬断かつ安定化した交流電源を供給するシステム

構成である。これは富士電機が長年にわたり培ってきた

UPS 技術の応用事例である。通常の UPSに比べ，このシ

ステムではコンバータ側の装置容量が大きくなる。

（2）

（1）
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図３　制御回路ブロック

図２　125 kWパワーユニットの外観
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製作事例

４.１ 納入仕様

PCS 納入事例にみる仕様概要を表２に示す。この表か

ら，電池電圧や制御方式が当初は二次電池や PCSの評価

のためさまざまであるが，実用化が開始されたここ２，３

年では次第に固まりつつある様子が分かる。これは，本格

的な実用化展開に向けた二次電池のモジュール電池の大容

量化と標準化や PCSの制御機能と制御点の標準化の現れ

である。

４.２ 外　観

500 kW NAS 電池電力貯蔵システムの屋外盤の外観を図

４に示す。このシステムは日本ガイシ（株）に1998年６月に

設置されたもので，ビル設備実運用の最初のシステムであ

る。

この PCSは 250 kW PCSの前背面配置の構成であり，
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表１　概略システム構成と特徴�

電力貯蔵の基本形�

☆特定負荷への�
　無瞬断電源（2～4msの瞬断）の構築�

☆特定負荷への�
　無瞬断・安定化電源（電圧，周波数）の構築�

①基本機能：放電・充電機能 （ピークカット，負荷追従制御），無効電力制御機能�
②自立運転機能：並列負荷に対する有瞬断による電源供給�
③並列分散電源をシステムにて連系系統への発電電力量の平準化や電力制御�

SPS形� UPS形�

シ
ス
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構
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特
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な
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表２　PCS 納入事例の仕様概要�

装置名�
（屋内または屋外，納入年月）�

100kW 電力貯蔵用交直変換装置�
（屋内，1995-11）�

連系�
系統電圧�

440V

変換器�
入力電圧�

84V

放電時/充電時�
直流電圧動作範囲�

140～200V�
　　/140～250V

制御方式�

直流側定電力制御または�
直流側定電流制御�

放電時/充電時�
変換効率�

93/93％�

50kW 電池評価用 PCS 装置�
（屋内，1997-3）�

210V 72V
119～149V�
　　/136～164V

交流側定電力制御または�
直流側定電力制御�

93/93％�

30kW 鉛蓄電池電力貯蔵用 PCS�
（屋内，1997-11）�

440V 170V
330～403V�
　　/330～506V

放電：AC 定電力または DC 定電流制御�
充電：DC 定電流または DC 定電圧制御�

90/88％�

200kW 交直変換装置�
（屋外，1997-12）�

6,600V 130V
256～332V�
　　/369～431V

交流側定電力制御� 93/93％�

50kW 交直変換装置�
（屋外，1998-4）�

6,600V 60V
128～166V�
　　/184～216V

交流側定電力制御� 93/93％�

多目的 DC 電源（PCS）�
（屋内，1998-3）�

210V 59V
充放電共通�
　　98～220V

直流側定電力制御または�
直流側定電流制御�

90/90％�

500kW 交直変換装置�
（屋外，1998-6）�

6,600V 255V
490～660V�
　　/580～755V

交流側定電力制御� 93/93％�

250kW 交直変換装置�
（屋外，1998-12）�

6,600V 255V
490～660V�
　　/580～755V

交流側定電力制御� 93/93％�

500kW 交直変換装置×2�
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490～660V�
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交流側定電力制御� 93/93％�
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図４　500 kW NAS電池電力貯蔵システムの外観



二次電池電力貯蔵用交直変換装置

写真にある交直変換装置の大きさは監視制御装置関係を含

めて，幅1,900×奥行2,400×高さ2,400（mm）である。

４.３ 動作波形事例

工場試験時での 500 kW PCSの充放電時電圧・電流動作

波形と電流波形の周波数分析結果を図５に示す。

これらから，PCSの充放電時入出力電流はほぼ正弦波

波形に制御されており，高調波電流抑制技術指針を満足し

ている。

シミュレーション技術

PCSをはじめパワーエレクトロニクス装置において装

置単体や系統連系時の動作を事前に把握することは重要か

つ不可欠であり，そのためのシミュレーション技術は必要

な技術の一つである。

ここでは「富士アクティブフィルタ」のシミュレーショ

ン技術を応用展開した PCS 動作解析用の PWMコンバー

タのシミュレーション技術について概説する。なお，これ

らのシミュレーションプログラムは Basic 言語にて自作し

たものである。

５.１ 適用回路構成

シミュレーション解析する制御回路は図３に示した制御

ブロックの各調節器などを状態方程式で表現した。また，

PWM制御回路は実機で採用した正弦波三角波比較方式に

ならい，キャリヤ周波数 7.8 kHzのスイッチングで主回路

である三相フルブリッジコンバータの各アームの点弧と消

弧を決定している。このとき，上下アーム間の短絡防止時

間や適用デバイスによる点消弧時間を考慮している。

主回路系の解析では，交直変換動作で推移する直流側電

解コンデンサ電圧値を基準に，制御系で決定されるスイッ

チング関数に基づいて表現される相電圧源で三相フルブ

リッジ回路を表現している。この相電圧源ならびに交流リ

アクトルとコンデンサおよび変圧器漏れインダクタンスか

らなるキャリヤ周波数除去フィルタ系の三相主回路を状態

方程式を用い解析している。

これらのシミュレーション手法にて，比較的短時間の計

算時間で PCSの制御系を含めた主回路動作解析ならびに

三相フルブリッジコンバータの素子通過電流責務，電解コ

ンデンサのリプル電流責務などの解析を可能とさせている。

５.２ シミュレーション事例

500 kW PCSのシミュレーション解析例について述べる。

定数入力画面例を図６に，600 kW充電時と 500 kW放

電時それぞれの入出力電流波形とその周波数解析結果を図

７に示す。これらの結果は図５の実動作波形と類似してい

る。

図８は解析中の動作波形表示例と，三相フルブリッジコ

ンバータのＵアームおよびＸアームの上下アームに着目し
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図６　シミュレーション時定数入力画面例
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た通過電流波形を示しており，電解コンデンサ電流や二次

電池側への電流波形，想定条件でのトランジスタと逆並列

ダイオードのアーム電流分担などが予測できる。

このシミュレーションでは PCSの位相制御も考慮可能

であり，自然エネルギー発電の変動発電電力による周波数

変動に対する PCSの効果なども予測可能である。

あとがき

システム構成で述べた機能のうち，新エネルギー発電な

どによる変動発電電力を平準化する瞬時電力制御機能や瞬

時電圧低下・瞬時停電補償などの電力高品位化機能は今後

の本格的実用化に際しての切り札の一つになると考えてい

る。その際，本来の負荷平準化機能との蓄電エネルギーの

利用分担などシステム運用上の工夫が必要となる。

今後はこれらシステム運用上の課題整理とその解決，電

池電力貯蔵装置の低コスト化に向けた二次電池と PCSの

仕様整合など，本格的実用化が進むべく PCSメーカーと

して努力していく所存である。
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図７　シミュレーション入出力電流波形とその周波数解析結果

図８　シミュレーション上下アーム通過電流波形

［600 kW充電時］

［500 kW放電時］

［解析中の動作波形表示］

［PWMコンバータの
上下アーム電流］
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