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(57)【要約】
【課題】制御システムを複雑化することなく、単方向で
的確な需給制御が可能となる分散電源設備の出力抑制制
御装置を提供することである。
【解決手段】電力サーバ１３は電力系統１１の周波数調
整が必要となったときに電力系統に接続された分散電源
設備１２に出力抑制指令を出力し、電力需要監視部１４
は電力系統の電力需要を監視し、出力抑制指令検出部１
５は電力需要監視部１４で得られた電力需要の変化率か
ら電力サーバ１３から出力された出力抑制指令を検出し
、出力抑制量算出部１６は出力抑制指令検出部１５で出
力抑制指令が検出されたとき電力サーバ１３から出力抑
制指令が出力される前の電力需要と電力サーバ１３から
出力抑制指令を出力した後の電力需要とから出力抑制指
令による分散電源設備１２の出力抑制量を算出する。　
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力系統の周波数調整が必要となったときに前記電力系統に接続された分散電源設備に
出力抑制指令を出力する電力サーバと、
　前記電力系統の電力需要を監視する電力需要監視部と、
　前記電力需要監視部で得られた電力需要の変化率から前記電力サーバから出力された出
力抑制指令を検出する出力抑制指令検出部と、
　前記出力抑制指令検出部で出力抑制指令が検出されたとき前記電力サーバから出力抑制
指令が出力される前の電力需要と前記電力サーバから出力抑制指令を出力した後の前記電
力需要監視部で得られた電力需要とから前記出力抑制指令による前記分散電源設備の出力
抑制量を算出する出力抑制量算出部とを備えたことを特徴とする分散電源設備の出力抑制
制御装置。　
【請求項２】
　前記電力サーバは、出力抑制指令として、１個のステップ信号、または１個の複数階段
状のステップ信号、または１個のランプ信号を出力することを特徴とする請求項１に記載
の分散電源設備の出力抑制制御装置。
【請求項３】
　前記電力サーバは、出力抑制指令を出力した後に出力抑制指令を解除し、その後に再度
出力抑制指令を出力することを特徴とする請求項請求項１または請求項２に記載の分散電
源設備の出力抑制制御装置。
【請求項４】
　前記電力サーバは、電力系統の電力需要の変動が所定値以下のときに出力抑制指令を出
力することを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載の分散電源設備の出力抑制制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力系統の周波数調整のために分散電源設備の出力抑制を行う分散電源設備
の出力抑制制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力系統には分散電源設備が導入されている。分散電源設備のうち特に再生可能エネル
ギーは、電力会社による固定買取が制度化されるなど導入促進策が取られており、太陽光
発電設備は増大の一歩をたどっている。太陽光発電設備が大量に導入されると、電力会社
の既設発電設備による電力系統の周波数調整能力が不足する事態が考えられる。
【０００３】
　そこで、電力会社は周波数調整能力の確保のために分散電源設備に対して出力抑制を請
求できる制度が実現した。更に、出力抑制を高度化するための実証研究が開始された。分
散電源設備の出力抑制について、太陽光発電設備の稼働率にさほど悪い影響を与えないで
、太陽光発電設備に周波数調整の機能を担わせるようにしたものがある（特許文献１参照
）。
【０００４】
　ここで、分散電源設備に対して出力抑制を指令する出力抑制方式には、双方向制御方式
、インターネットによる単方向出力制御方式の２種類がある。双方向方式は、電力会社と
分散電源設備との双方向で情報交換して分散電源設備の出力を抑制する方式であり、単方
向出力制御方式は、電力会社から分散電源設備に出力抑制指令を出力する単方向での制御
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１１－６０９２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、双方向方式は、電力会社と分散電源設備との双方向で情報交換して分散電源設
備の出力を抑制する方式であるので、電力会社は分散電源設備の出力を把握しながら需給
制御を行うことができるが、制御システムが複雑化しコスト高となることで太陽光発電シ
ステムの普及が抑制される懸念がある。
【０００７】
　一方、単方向出力制御方式の場合は、電力会社から分散電源設備に出力抑制指令を出力
する単方向での制御であるので、制御システムは簡素化できるが、出力抑制指令に分散電
源設備が応答したか否かや分散電源設備の出力を把握することが困難であることから、周
波数調整能力の確保のための適切な電力の需給制御が必ずしも精度良くできずに、不必要
な出力抑制が行われることがある。
【０００８】
　本発明の目的は、制御システムを複雑化することなく、単方向で的確な需給制御が可能
となる分散電源設備の出力抑制制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明に係る分散電源設備の出力抑制制御装置は、電力系統の周波数調整が必
要となったときに前記電力系統に接続された分散電源設備に出力抑制指令を出力する電力
サーバと、前記電力系統の電力需要を監視する電力需要監視部と、前記電力需要監視部で
得られた電力需要の変化率から前記電力サーバから出力された出力抑制指令を検出する出
力抑制指令検出部と、前記出力抑制指令検出部で出力抑制指令が検出されたとき前記電力
サーバから出力抑制指令が出力される前の電力需要と前記電力サーバから出力抑制指令を
出力した後の前記電力需要監視部で得られた電力需要とから前記出力抑制指令による前記
分散電源設備の出力抑制量を算出する出力抑制量算出部とを備えたことを特徴とする。　
【００１０】
　請求項２の発明に係る分散電源設備の出力抑制制御装置は、請求項１の発明において、
前記電力サーバは、出力抑制指令として、１個のステップ信号、または１個の複数階段状
のステップ信号、または１個のランプ信号を出力することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明に係る分散電源設備の出力抑制制御装置は、請求項１または請求項２の
発明において、前記電力サーバは、出力抑制指令を出力した後に出力抑制指令を解除し、
その後に再度出力抑制指令を出力することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明に係る分散電源設備の出力抑制制御装置は、請求項１乃至請求項３の発
明において、前記電力サーバは、電力系統の電力需要の変動が所定値以下のときに出力抑
制指令を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、分散電源設備の出力抑制を単方向出力制御方式で行うので、制御シス
テムを複雑化することなく的確な需給制御が可能となる。また、電力サーバから出力され
た出力抑制指令を検出して分散電源設備の出力抑制量を算出するので、単方向出力制御方
式であっても的確な需給制御が可能となる。さらには、分散電源設備の出力抑制量を把握
できるので不必要な出力抑制が低減され、分散電源設備の設置者の出力抑制に伴う固定価
格買取による収入減を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る分散電源設備の出力抑制制御装置を電力系統の適用した
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構成図。
【図２】本発明の実施形態に係る分散電源設備の出力抑制制御装置の処理内容を示すフロ
ーチャート。
【図３】本発明の実施形態に係る分散電源設備の出力抑制制御装置から出力抑制指令を受
信した各分散電源設備での処理内容を示すフローチャート。
【図４】本発明の実施形態における電力サーバから出力抑制指令が出力されたときに電力
需要監視部で得られた電力需要の一例を示すグラフ。
【図５】本発明の実施形態における電力サーバから出力抑制指令が出力されたときに電力
需要監視部で得られた電力需要の他の一例を示すグラフ。
【図６】電力系統の電力需要の変動が所定値以下のときに電力サーバが出力抑制指令を出
力するようにした場合の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を説明する。図１は、本発明の実施形態に係る分散電源設備の
出力抑制制御装置を電力系統に適用した構成図である。電力系統１１には複数の分散電源
設備１２が導入されている。分散電源設備１２は、太陽光発電設備、小水力発電設備、風
力発電設備など再生可能エネルギーを用いた発電設備である。このような分散電源設備１
２に対して、電力会社は電力系統の周波数調整能力を確保するために出力抑制を依頼する
。
【００１６】
　電力会社は、分散電源設備１２に対して周波数調整能力を確保するための出力抑制を依
頼するにあたっては、電力サーバ１３から出力抑制指令を出力する。電力サーバ１３から
各分散電源設備への出力抑制指令は、例えばインターネット回線を用いて出力する。これ
により設備を簡素化できる。
【００１７】
　電力サーバ１３は、電力系統１１の電力需給情報や電力需要監視部１４からの電力需要
情報を基に電力系統１１の周波数調整能力を判断し、周波数調整能力が不足すると判断し
たときは、分散電源設備１２に対して出力抑制指令を出力する。例えば、ゴールデンウィ
ークや正月などは電力需要が少なくなるので、電力系統に並列された火力発電機が少なく
なり、火力発電機による周波数調整力が減少することから周波数調整力の確保が必要とな
る。また、所定以上の曇天時は分散電源設備１２のうち太陽光発電設備の出力変動が大き
くなるので、電力系統１１の系統周波数の変動幅が大きくなり周波数調整力の確保が必要
となる。
【００１８】
　電力需要監視部１４は、電力系統１１の時々刻々の電力需要を監視する。電力需要監視
部１４で得られた電力系統１１の電力需要は電力サーバ１３や出力抑制指令検出部１５に
出力される。
【００１９】
　出力抑制指令検出部１５は、電力需要監視部１４で得られた電力需要Ｐの変化率（ｄＰ
／ｄｔ）から電力サーバ１３から出力された出力抑制指令を検出する。電力サーバ１３か
ら出力抑制指令が各分散電源設備１２に出力されると、各分散電源設備１２はその出力抑
制指令に応答して出力を抑制するので、電力系統１１の電力需要は各分散電源設備１２が
出力を抑制した時点において増加することになる。この電力系統の電力需要の増加（変化
率：ｄＰ／ｄｔ＞α）を検出して、電力サーバ１３からの出力抑制指令が各分散電源設備
１２に誤りなく伝送されたことを検出する。電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ）が所定値
α以上のときに電力サーバ１３から各分散電源設備１２に出力抑制指令が出力されたと判
断する。これは、電力系統１１の電力需要Ｐは負荷の大きさにより常時変動しているので
、負荷変動による電力需要Ｐの変化と識別するためである。
【００２０】
　出力抑制量算出部１６は、出力抑制指令検出部１５で出力抑制指令が検出されたときは
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、電力サーバ１３から出力抑制指令が出力される前の電力需要Ｐ１と、電力サーバ１３か
ら出力抑制指令を出力した後の電力需要監視部１４で得られた電力需要Ｐ２とから、出力
抑制指令による分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａ（＝Ｐ２－Ｐ１）を算出する。すなわ
ち、各分散電源設備１２が出力抑制指令に応答して増加した電力需要が分散電源設備１２
の出力抑制量Ｐａであるからである。
【００２１】
　出力抑制量算出部１６で算出された分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａや出力抑制指令
検出部１５で検出された出力抑制指令は、必要に応じて出力装置１７に出力される。出力
装置は印刷装置や表示装置などである。
【００２２】
　このように、電力サーバ１３から出力された出力抑制指令を検出して分散電源設備１２
の出力抑制量Ｐａを算出するので、単方向出力制御方式であっても適切な需給制御が可能
となる。また、分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａを把握できるので、不必要な出力抑制
を低減できる。このことから、分散電源設備１２の設置者の金銭的損失も抑制することが
できる。
【００２３】
　図２は、本発明の実施形態に係る分散電源設備の出力抑制制御装置の処理内容を示すフ
ローチャートである。電力需要監視部１４は電力需要を監視する（Ｓ１）。すなわち、電
力需要監視部１４は電力系統１１の電力需要を常時監視しており、電力需要監視部１４で
得られた電力需要は、図示省略の記憶部に記憶され電力系統１１の電力需給情報として蓄
積される。電力需要監視部１４が電力需要を監視している状態で、電力サーバ１３は周波
数調整が必要か否かを判定する（Ｓ２）。周波数調整が必要であると判断したときは、電
力サーバ１３は各分散電源設備１２に出力抑制指令を出力する（Ｓ３）。出力指令検出部
１７は、前述したように、電力需要監視部１４で得られた電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄ
ｔ＞α）に基づいて電力サーバ１３から出力された出力抑制指令を検出する（Ｓ４）。
【００２４】
　ここで、電力サーバ１３から出力抑制指令を検出できないときは、分散電源設備１２が
出力抑制に応答していないことになる。分散電源設備１２が停止中であると出力抑制に応
答できないし、分散電源設備１２に出力抑制指令が伝送されていない場合も出力抑制に応
答できないので、電力サーバ１３からの出力抑制指令を検出できないときは、別の対策で
周波数調整を行うことになる。
【００２５】
　ステップＳ５の判定で、電力サーバ１３から出力抑制指令を検出できたときは、出力抑
制量算出部１６は、出力抑制指令による分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａ（＝Ｐ２－Ｐ
１）を算出する（Ｓ５）。そして、出力抑制量Ｐａや出力抑制指令を出力装置１７に出力
する（Ｓ６）。
【００２６】
　図３は、本発明の実施形態に係る分散電源設備の出力抑制制御装置から出力抑制指令を
受信した各分散電源設備での処理内容を示すフローチャートである。電力サーバ１３から
出力抑制指令があるか否かを判定し（Ｓ１１）、電力サーバ１３から出力抑制指令がある
ときは、分散電源設備１２の出力が出力抑制指令より大きいか否かを判定する（Ｓ１２）
。分散電源設備１２の出力が出力抑制指令より大きいときは、分散電源設備１２の出力を
抑制する（Ｓ１３）。
【００２７】
　ここで、出力抑制指令は各分散電源設備１２の全出力に対して百分率％で表され、各分
散電源設備１２に対して一律に出力される。例えば、出力が０％の出力抑制指令の場合は
、各分散電源設備１２は出力０（停止）との出力抑制指令である。出力が３０％の出力抑
制指令の場合は、各分散電源設備１２は全出力の３０％出力との出力抑制指令である。従
って、ある分散電源設備１２が全出力１００％の出力をしているときに、出力が０％の出
力抑制指令を受信したときは、分散電源設備１２を停止することになる。また、ある分散
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電源設備が全出力１００％の出力をしているときに、出力が３０％の出力抑制指令を受信
したときは、分散電源設備１２の出力は３０％に抑制される。
【００２８】
　次に、図４は、電力サーバ１３から出力抑制指令が出力されたときに電力需要監視部１
４で得られた電力需要Ｐの一例を示すグラフである。図４（ａ）は電力サーバ１３から１
個のステップ信号である出力抑制指令が出力された場合の電力需要Ｐの波形、図４（ｂ）
は電力サーバ１３から１個の複数階段状のステップ信号である出力抑制指令が出力された
場合の電力需要Ｐの波形、図４（ｃ）は電力サーバ１３から１個のランプ信号である出力
抑制指令が出力された場合の電力需要Ｐの波形である。
【００２９】
　図４（ａ）に示すように、出力抑制指令が１個のステップ信号である場合は、時点ｔ１
において電力系統１１の電力需要ＰはＰ１からＰ２に変化している。これにより、負荷変
動による電力需要Ｐの変化ではないことが分かる。本発明の実施形態では、この時点ｔ１
での電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ）を求めることによって、出力抑制指令検出部１５
により出力抑制指令が検出される。また、出力抑制量算出部１６は、出力抑制指令検出部
１５により出力抑制指令が検出されると、電力需要ＰのＰ１からＰ２の変化に基づいて、
分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａ（＝Ｐ２－Ｐ１）を算出する。
【００３０】
　これに加えて、出力抑制指令が１個のステップ信号であることに着目し、出力抑制指令
が１個のステップ信号であり、電力需要Ｐもその１個のステップ信号の出力抑制指令に対
応して、電力需要ＰがＰ１からＰ２に変化していることから、この電力需要Ｐの変化は負
荷変動による電力需要Ｐの変化ではなく、出力抑制指令に対応するものであると判定する
。
【００３１】
　図４（ｂ）に示す１個の複数階段状のステップ信号である出力抑制指令の場合、図４（
ｃ）に示す１個のランプ信号である出力抑制指令の場合も、同様に、電力需要Ｐが１個の
複数階段状のステップ信号や１個のランプ信号である出力抑制指令に対応して、電力需要
ＰがＰ１からＰ２に変化していることで、この電力需要Ｐの変化は負荷変動による電力需
要Ｐの変化ではなく、出力抑制指令に対応するものであると判定する。
【００３２】
　図５は、電力サーバ１３から出力抑制指令が出力されたときに電力需要監視部１４で得
られた電力需要Ｐの他の一例を示すグラフである。この他の一例は、図４に示した一例に
対し、電力サーバ１３から１個めの出力抑制指令を出力した後に出力抑制指令を解除し、
その後に再度２個めの出力抑制指令を出力するようにしたものである。
【００３３】
　図５（ａ）は電力サーバ１３から２個のステップ信号である出力抑制指令が出力された
場合の電力需要Ｐの波形、図５（ｂ）は電力サーバ１３から２個の複数階段状のステップ
信号である出力抑制指令が出力された場合の電力需要Ｐの波形、図５（ｃ）は電力サーバ
１３から２個のランプ信号である出力抑制指令が出力された場合の電力需要Ｐの波形であ
る。
【００３４】
　図５（ａ）に示すように、出力抑制指令が２個のステップ信号である場合は、時点ｔ１
において電力系統１１の電力需要ＰはＰ１からＰ２ａに変化し、時点ｔ２において電力系
統１１の電力需要ＰはＰ１からＰ２ｂに変化している。これにより、負荷変動による電力
需要Ｐの変化ではないことが分かる。本発明の実施形態では、時点ｔ１や時点ｔ２での電
力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ）を求めることによって、出力抑制指令検出部１５により
出力抑制指令が検出される。また、出力抑制量算出部１６は、出力抑制指令検出部１５に
より出力抑制指令が検出されると、時点ｔ１において電力需要ＰがＰ１からＰ２ａに変化
していること、時点ｔ２において電力需要ＰがＰ１からＰ２ｂに変化していることから、
変化後の電力需要ＰはＰ２ａとＰ２ｂとの平均値（Ｐ２ａ＋Ｐ２ｂ）／２とする。すなわ
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ち、分散電源設備１２の出力抑制量Ｐａは、（Ｐ２ａ＋Ｐ２ｂ）／２－Ｐ１として算出す
る。
【００３５】
　これに加えて、出力抑制指令が２個のステップ信号であることに着目し、出力抑制指令
が２個のステップ信号であり、電力需要Ｐもその２個のステップ信号の出力抑制指令に対
応して、電力需要ＰがＰ１からＰ２ａ、Ｐ１からＰ２ｂに変化していることから、この電
力需要Ｐの変化は負荷変動による電力需要Ｐの変化ではなく、出力抑制指令に対応するも
のであると判定する。
【００３６】
　図５（ｂ）に示す２個の複数階段状のステップ信号である出力抑制指令の場合、図５（
ｃ）に示す２個のランプ信号である出力抑制指令の場合も、同様に、電力需要Ｐが２個の
複数階段状のステップ信号や２個のランプ信号である出力抑制指令に対応して、電力需要
ＰがＰ１からＰ２ａ、Ｐ１からＰ２ｂに変化していることで、この電力需要Ｐの変化は負
荷変動による電力需要Ｐの変化ではなく、出力抑制指令に対応するものであると判定する
。
【００３７】
　以上説明した図４及び図５では、出力抑制指令として、ステップ信号、複数階段状のス
テップ信号、ランプ信号である場合について説明したが、これらに代えて、ランプ信号の
直線部分を上に凸とした信号、ランプ信号の直線部分を下に凸とした信号、ランプ信号の
直線部分を鋸状とした信号としてもよい。つまり、出力抑制指令であることを認識できる
信号とする。
【００３８】
　また、電力サーバ１３は電力系統１１の電力需要Ｐの変動が所定値以下のときに出力抑
制指令を出力するようにしてもよい。これは、負荷変動による電力需要Ｐの変化と明確に
識別できるようにするためである。
【００３９】
　図６は、電力系統１１の電力需要Ｐの変動が所定値以下のときに電力サーバ１３が出力
抑制指令を出力するようにした場合の説明図である。時点ｔａ以前の期間Ｔにおいては電
力需要Ｐが変動しているので、その電力需要Ｐの変動が収まった後の時点ｔ１で出力抑制
指令を出力するようにする。電力需要Ｐの変動は電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ）で検
出する。つまり、出力抑制信号を出力していない状態で電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ
）を求め、電力需要Ｐの変化率（ｄＰ／ｄｔ）が所定値以上の場合は電力需要Ｐの変動が
あると判定する。これにより、出力抑制信号をより精度よく検出できる。
【００４０】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き
換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含ま
れるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４１】
１１…電力系統、１２…分散電源設備、１３…電力サーバ、１４…電力需要監視部、１５
…出力抑制指令検出部、１６…出力抑制量算出部、１７…出力装置
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