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内容梗概
昨今，二酸化炭素などの温室効果ガス排出問題やエネルギーセキュリティの観点から，太陽光や風などの自然エネルギ
ーを利用した再生可能エネルギー電源への注目が高まっており，今後大量に導入されることが予想されている。日本にお
いては，特に太陽光エネルギーを利用した太陽光発電が大量に電力系統へ連系されることが予想されている。太陽光発電
の特性として，出力が気象状況に依存して不安定であること，回転型発電機のような慣性がないこと，系統の末端部分で
ある配電系統に大量に導入されることが挙げられる。これらの特性は電力系統の安定性（周波数安定性，同期安定性，電
圧安定性）に影響を与えるものと考えられる。周波数安定性や同期安定性への影響については検討が多くなされているが，
電圧安定性への影響は検討がほとんど進められていない。このような背景から，本論文では太陽光発電の大量導入が電力
系統の電圧安定性へ与える影響について基礎的な検討を行った。

太陽光発電は配電系統に大量に連系されると考えられ，系統内の潮流は軽潮流化，さらには逆潮流化すると予想される。
系統内の潮流状態が変化すると，系統内の電圧分布が変化し、電圧特性も変化する。具体的には，太陽光発電の連系点付
近の電圧が上昇して，系統内の電圧が許容値を逸脱してしまい，系統に連系している要素に様々な不具合を生じさせる。
これまでの研究の多くは，このような電圧分布，及び電圧特性の変化について指摘するのみで，電圧安定性にまで検討し
た例は見受けられない。また配電系統のみを検討の対象としている。そこで本論文では，無限大母線より負荷に電力を供
給する簡単な一負荷と無限大母線からなる系統モデルを参考とし，負荷近傍に太陽光発電が連系されることを想定した一
負荷，一太陽光発電，無限大母線から構成される系統モデルを用いて，太陽光発電の大量導入により電圧特性が如何に変
化するかを明らかにし，それが如何に電圧安定性へ影響を与えるか基礎的な検討を行った。

電圧特性の把握のため，負荷消費電力と負荷端電圧の関係である PV 曲線の導出を行った。それによれば，送電限界潮
流を示すノーズ端が，一般的に知られている無限大母線から負荷への順潮流側である右側だけでなく，負荷から無限大母
線への逆潮流側である左側にも存在することが明らかとなり，太陽光発電出力電力が大きくなれば，負荷消費電力が正の
領域であっても左側ノーズ端が現れることが示された。また，左側ノーズ端付近では，一般的に知られる順潮流の減少や
逆潮流の増加によって負荷端電圧が上昇するという特性とは異なる特性となることが明らかとなった。

系統内の動的要素の代表である誘導機負荷の動特性を考慮した解析によって，左側と右側ノーズ端によって生じうる不
安定現象についても検討を行い，動的シミュレーションによって検証を行った。また太陽光発電の脱落及び復帰特性も考
慮した解析を行なって，今後太陽光発電が系統内の主電源として求められると予想される運転継続性によって系統の安定
性を損ねうることも明らかにした。さらに誘導機負荷の動特性のみでは十分解析できなかった点についても，太陽光発電
の PCS の制御を考慮することによって解析を行っている。
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第1章 序論

1.1 本論文の背景
昨今，二酸化炭素などの温室効果ガスに起因する地球温暖化問題への懸念から，太陽光発電や風力発電など自
然エネルギーを利用した再生可能エネルギー電源への注目が高まっており，今後大量に導入されることが予想さ
れる。太陽光発電の特徴として，出力が日射量と気温に依存して不安定であるということ，これまでの回転機型
の発電機と異なり慣性がないこと，系統の末端である配電系統に多数連系されることなどが挙げられる。これら
の特徴は，それぞれ周波数，発電機の同期運転，電圧など，電力系統の安定性に影響を与えることが予想されて
いる。太陽光発電が大量に電力系統に連系される今後も，安定的に電力系統を運用していくために，太陽光発電
の安定性への影響を解析することは非常に重要なことである。
本論文は太陽光発電が電力系統の安定性に与える影響の中で電圧安定性について論じる。太陽光発電が大量に
導入されると，電力の潮流状態が変化して系統内の電圧分布及び電圧特性が変化する。これにより電圧の安定性
にも影響を与えると考えられる。太陽光発電の導入が系統電圧に与える影響に関する先行研究[1][2][3][4]では，電圧
特性の変化について指摘するのみで，電圧安定性まで検討した例は見受けられない。また対象とする系統も配電
系統のみである。本論文では配電系統より上位の系統まで考慮した簡単な系統モデルを用い，太陽光発電が大量
に電力系統に連系された際の電圧特性の変化及び安定性について基礎的な検討を行った。

1.2 本論文の構成
本論文は全 7 章で構成される。
第 2 章では電圧安定性や太陽光発電について導入を行い，
本論文で検討の対象とするモデルについても述べる。
第 3 章から第 6 章では太陽光発電が連系された系統の電圧安定性を解析する。第 3 章では太陽光発電連系系統
の PV 曲線を導出することで，定常状態の静的な電圧特性を明らかにする。第 4 章と第 5 章では誘導機負荷の動特
性を考慮した電圧安定性について議論する。その内，第 4 章では誘導機負荷のモデル及び動特性について述べ，
また誘導機負荷連系系統の電圧特性についても議論を行う。第 5 章では第 4 章を踏まえ，様々な擾乱が生じた際
の安定性について解析を行う。第 6 章では，太陽光発電の動特性までも考慮することで，第 5 章の解析で十分に
検討できなかった点について検証を行う。
最後に第 7 章が結論となる。
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第2章 電力系統の電圧安定性と太陽光発電
本章では，電圧安定性と本論文で検討の対象とする太陽光発電モデルなどの概要について述べる。まず 2.1 では，
電力系統における電圧の維持の重要性や電圧安定性の概念について述べる。2.2 では，我が国での太陽光発電の現
状についてまとめ，本研究で用いる太陽光発電モデルを紹介する。次に 2.3 では太陽光発電連系系統の電圧安定性
に関する研究の現状についてまとめ，
本研究の目的を明確にする。
2.4 では本研究で用いる負荷モデルを紹介する。
最後に 2.5 では研究で対象とする系統モデルについて述べる。

2.1 電力系統の電圧安定性
電気事業者は法令によって低圧配電系統の電圧を定められた範囲に維持しなければならない。このため，電気
事業者はそれより上位の系統の電圧についても運用目標範囲を定め，電力系統を運用している[5]。もし電圧がこの
範囲よりも高くなる場合には機器の絶縁破壊等の危険を生じ，逆に電圧が不足する場合には本来の機能を十分に
発揮できなくなる。また異常電圧によって機器が運転を停止（負荷脱落）すると系統周波数や同期発電機の同期
運転にも影響を与える。したがって電力系統にとって電圧を維持することは非常に重要である。
電力系統内で擾乱が生じた際に系統内の電圧を維持することができるかどうかを示す度合いは電圧安定性と呼
ばれる。電圧安定性を解析する際に，負荷消費有効電力（P）と負荷端電圧（V）の関係である PV 曲線がしばし
ば用いられる。PV 曲線は静的な動作点の集合を示しており，PV 曲線から静的な電圧特性について議論すること
ができる。第 3 章では PV 曲線を導出して，太陽光発電連系系統の静的な電圧特性について論じる。これを静的な
解析と呼ぶ。
また一方で，電力系統内には動特性を持つ要素が多数存在し，これらの動特性によって動作点の安定性が決ま
る。このような動的な安定性は，動特性によって動作点が如何に推移するかを解析することによって判定するこ
とができる。電力系統内には動的要素が多数存在するが，その全てを考慮して検討を行うことは非常に困難であ
る。そのため，それぞれの応答速度や解析目的から考慮の対象とする動的要素は絞られる[6]。
本論文では，系統内の動的要素の内，誘導機負荷と太陽光発電の動特性を考慮して，太陽光発電連系系統の安
定性について議論する。ただし誘導機負荷の応答は数秒程度に対して，太陽光発電の応答は数十ミリ秒程度であ
るため，第 4 章，第 5 章では太陽光発電の応答は瞬時に行われるものと考え，誘導機負荷の動特性のみを考慮し
て解析を行う。これを準静的な解析と呼ぶ。第 6 章では太陽光発電の動特性までも考慮して解析を行う。これを
動的な解析と区分する。

2.2 太陽光発電モデル
太陽光発電は太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する機器である。昨今，二酸化炭素などの温室効果ガ
スに起因する地球温暖化問題への懸念から太陽光発電や風力発電など．自然エネルギーを利用した再生可能エネ
ルギー電源への注目が高まっており，今後大量に導入される予定である。特に太陽光発電について，2008 年のエ
ネルギー計画では 2020 年に 14GW，2030 年に 53GW を導入する目標が掲げられ[7]，2009 年の再計算ではさらに導
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入を加速する目標が掲げられていた[8]。
（図 2.1）

図 2.1 太陽光発電の導入シナリオ（http://www.chugoku.meti.go.jp/info/densikoho/21fy/h2108/taiyoukou/taiyouko
u.html より引用）

太陽光発電システムの概略を図 2.2 に示す。
太陽光発電パネルで出力される電気エネルギーは直流であるため，
パワーコンディショナ（PCS：Power Conditioning System）を介して交流に変換されて系統に連系される。PCS は
日射強度の変動がなければ，出力電力が一定で，力率が 1.0 となるように制御を行う。また太陽光発電は連系点電
圧が低下すると機器の保護のために電流制限を行う。PCS の制御が十分速いことを考慮すると，日射量の変動が
少なく太陽光パネルからの出力が安定している定常状態において，太陽光発電の出力特性は図 2.3 に示すように
定格電圧付近では定電力特性で，電圧が低下すると定電流特性に移行するものと考えることができる。図 2.3 の
特性を本論文では定 P－定 I 切り替えモデルと称する。

図 2.2 太陽光発電システムの概略図
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図 2.3 定 P－定 I 切り替えモデル

PCS の過渡応答が数十ミリ秒程度であるため，本論文において静的，準静的な解析では太陽光発電は定電力特
性として模擬される。ただし，PCS の電流制限を考慮する場合には定 P－定 I 切り替えモデルとして模擬される。
また動的な解析では 6.1 で述べる太陽光発電動的モデルを用いる。
5.4，6.3 では太陽光発電の脱落や復帰が電圧安定性に与える影響についても検討する。太陽光発電が備えるべき
脱落，復帰特性は FRT (Fault Ride Through) 要件によって規定される。今後，太陽光発電が大量に導入されると，
主要電源としての信頼性を保つため，系統擾乱時も運転継続性，つまり事故に対して容易に脱落しないこと，そ
して脱落しても事故除去後に速やかに出力回復することが求められる。これらの要求を満たすため，系統へ連系
される太陽光発電の脱落，
復帰特性に一定の基準を持たせることが検討されており，
その基準を FRT 要件という。
FRT 要件の詳細については検討が進められている段階であり，本論文での脱落及び復帰特性の模擬は経済産業省
の次世代送配電システム制度検討会で検討されている要件[9]を参考とする。具体的な模擬方法については，準静的
な解析は 5.4，動的な解析では 6.1 で述べる。

2.3 太陽光発電連系系統の電圧安定性
太陽光発電は電力需要地近傍の配電系統に大量に連系されることが予想されており，これにより電力系統内の
電力の潮流状態が大きく変化することが予想される。電力系統内の潮流状態が変化すると系統内の電圧分布，電
圧特性が変化するため，電圧安定性に影響を与えるものと考えられる。
太陽光発電の連系が系統電圧に及ぼす影響について検討した昨今の研究を見ると，太陽光発電の連系される下
位系統の電圧特性の変化について検討したもの[1][2]や，配電系統の電圧が上昇する問題を指摘し，これに対する有
効な電圧制御手法が提案するもの[3][4]などが見られる。しかし，これらの検討では電圧特性の変化については指摘
されているが，電圧安定性への影響まで検討されていない。また太陽光発電の主に連系される下位系統のみを対
象とした検討が多く見受けられる。このような背景から，本研究では配電系統より上位の系統も考慮した簡単な
系統モデルを用いて，太陽光発電の連系が系統の電圧特性と電圧安定性に与える影響について基礎的な議論する。

2.4 負荷モデル
電力系統内の負荷は様々な構成要素から成っており，時間や地域によっても構成要素が異なっているため，安
定性解析の際にどのような負荷モデルを用いるかということは非常に難しい問題であり，現在も負荷のモデル化
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について研究が進められている[10][11]。
本研究では太陽光発電連系系統の基礎的な電圧特性を議論するため，二次系統以下を集約したモデルを負荷モ
デルとする。二次系統以下を構成する主な要素には，抵抗性負荷，誘導電動機，インバータを介して電力を供給
される負荷，タップ付き変圧器，また小容量の発電設備などが挙げられる。小水力発電機などの小容量発電設備
は数が少ないため，本論文ではその影響は小さいものとする。
抵抗性負荷は定インピーダンス特性を示す。誘導機負荷は動特性を持ち，電圧変化によって消費電力が変化し
てもほぼ元の電力に戻る。この動特性の応答速度は数秒程度であり，過渡応答の安定した定常状態では定電力特
性と見なせる。インバータ負荷は省エネルギー化の目的のため昨今導入が進んでいる[12]。インバータ負荷も誘導
機負荷と同様に元の電力に戻るような制御を行なっており，定常的には定電力特性と見なせる。しかし応答速度
が数十ミリ秒程度と高速な制御を行う点で誘導機負荷と異なる。タップ付き変圧器によるタップ制御は負荷側の
電圧が定められた範囲に収まるような制御を行う。タップ制御の動作間隔は数分以上と非常に長い。
上述のように誘導機負荷，インバータ負荷は定常的には定電力特性と見なせる。また抵抗性負荷は定インピー
ダンス特性を示すが，タップ制御によって負荷端の電圧がほぼ一定に保たれることを考えれば定電力特性を示す
ものと見なせる。したがって定常状態の解析では負荷モデルは定電力特性を示すものとして扱う。
より短い時間領域の解析（準静的解析，動的解析）を行う際には負荷モデルの構成要素の動特性を考慮する必
要がある。誘導機負荷は系統内の代表的な動的要素であり，その動特性は電圧不安定現象の原因であるとの報告
がなされている[13] [14]ため，本論文では誘導機負荷の動特性を主な考慮対象とする。負荷モデルの構成要素が全て
誘導機負荷から成ることはないが，準静的及び動的解析では簡単のため負荷モデルは誘導機負荷のみで構成され
るものとして扱う。本論文で用いる誘導機負荷のモデル及び動特性は 4.1 で述べる。

2.5 本研究で対象とする系統モデル
本論文で検討の対象とする系統モデルを図 2.4 に示す。図 2.4 に示すように無限大母線より需要地へ送電する
系統を考えて負荷の近傍に太陽光発電が連系されている系統を考える。発電機は簡単のため無限大母線で表現し
ている。無限大母線とは理想的な電圧源で，無限の電力を供給あるいは消費できる。送電線は集約して一本で表
現されている。事故などによる送電線の一部の切り離しはインピーダンスの値を増加することで模擬できる。負
荷と太陽光発電も集約モデルとして表現されており，簡単のため配電線のインピーダンスは無視している。2.2 で
述べたように太陽光発電のモデルとして，解析の時間領域と PCS の電流制限の考慮の有無に応じて表 2.1 に示す
モデルを用いる。また 2.4 で述べたように負荷モデルとしては誘導機負荷を主に考え，解析の時間領域に応じて表
2.2 に示すモデルを用いる。
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図 2.4 系統モデル

表 2.1 太陽光発電モデル
時間領域

PCS の電流制限無し

PCS の電流制限有り

3章

静的

定電力モデル

定 P－定 I 切り替えモデル

4，5 章

準静的

定電力モデル

定 P－定 I 切り替えモデル

6章

動的

太陽光発電動的モデル

表 2.2 負荷モデル
時間領域

負荷モデル

3章

静的

定電力負荷モデル

4，5 章

準静的

誘導機負荷モデル

6章

動的

誘導機負荷モデル

6

第3章 太陽光発電が連系された系統の静的な電圧特性
本章では，太陽光発電の大量導入が系統の静的な電圧特性に与える影響について検討する。3.1 では，系統の送
電特性を示す PV 曲線を導出する。3.2 では，3.1 で導出した PV 曲線を用いて，太陽光発電大量導入時の電圧特性
の変化について解析する。3.3 では，太陽光発電大量導入時に生じる電圧特性の変化について，フェーザ図を用い
て考察する。3.4 では，太陽光発電の PCS の電流制限を考慮した時の電圧特性について述べる。

3.1 PV 曲線の導出

図 3.1 系統モデル

表 3.1 PV 曲線導出に用いる変数
𝜃

受電端電圧を基準とした送電端電圧位相

𝐼𝑡

送電線電流（受電端方向正，複素数）

𝑣𝑠

送電端電圧の大きさ

𝑣𝑟

受電端電圧の大きさ

𝑥

送電線インピーダンス（リアクタンス成分のみ考慮）

𝑃𝑎𝑙𝑙

受電端以下の総消費有効電力

𝑄𝑎𝑙𝑙

受電端以下の総消費無効電力

𝑃𝐿

負荷消費有効電力

𝑄𝐿

負荷消費無効電力

𝑃𝑃𝑉

太陽光発電出力電力（力率 1.0 運転）

𝛼

負荷の有効電力と無効電力の比率（𝑄𝐿 /𝑃𝐿 ）

PV 曲線導出の際に用いる系統モデルを図 3.1 に，また変数を表 3.1 に示す。オームの法則及び負荷端以下の消
費電力の関係式から( 3.1 )，( 3.2 )が得られる。𝐼𝑡 について２式をまとめて，複素数の大きさをとり，𝜃を消去する
と( 3.3 )が得られる。
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𝑣𝑠 𝑒 𝑗𝜃 − 𝑣𝑟 = 𝑗𝑥𝐼𝑡

( 3.1 )

𝑃𝑎𝑙𝑙 + 𝑗𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑣𝑟 𝐼𝑡

( 3.2 )

2
𝑣𝑠2 𝑣𝑟2 = (𝑣𝑟2 + 𝑥𝑄𝑎𝑙𝑙 )2 + 𝑥 2 𝑃𝑎𝑙𝑙

( 3.3 )

負荷端以下の総消費電力と負荷消費電力及び太陽光発電出力の関係から( 3.4 )，( 3.5 )が得られる。太陽光発電出
力の無効電力成分が 0 であるのは，太陽光発電が力率 1.0 運転を行うと仮定しているためである。負荷力率一定と
すると( 3.6 )が成り立つ。また太陽光発電の定 P－定 I 切り替え特性を考える時，( 3.7 )のように太陽光発電出力電
力は受電端電圧の関数となる。

𝑃𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝐿 − 𝑃𝑃𝑉

( 3.4 )

𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑄𝐿

( 3.5 )

𝑄𝐿 = 𝛼𝑃𝐿

( 3.6 )

𝑃𝑃𝑉 = 𝑃𝑃𝑉 (𝑣𝑟 )

( 3.7 )

( 3.3 )～( 3.7 )における変数は𝑣𝑠 , 𝑣𝑟 , 𝑥, 𝑃𝑎𝑙𝑙 , 𝑄𝑎𝑙𝑙 , 𝑃𝐿 , 𝑄𝐿 , 𝑃𝑃𝑉 , 𝛼 の 9 個で，そのうち𝑣𝑠 , 𝑥, 𝛼 は定数である。𝑃𝑃𝑉 は，太
陽光発電が定電力特性と考える場合に定数で，定 P－定 I 切り替え特性と考える場合は𝑣𝑟 の関数となる。したがっ
て𝑃𝑎𝑙𝑙 , 𝑄𝑎𝑙𝑙 は𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 の関数となるため，( 3.3 )は𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 の関数となる。よって𝑣𝑟 を決定すれば𝑃𝐿 が求まり，これにより
PV 曲線を導出することができる。
( 3.3 )～( 3.7 )を𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 の関数となるように整理し，𝑃𝐿 についてまとめると( 3.8 )～( 3.11 )のようになる。

𝑎𝑃𝐿2 + 𝑏𝑃𝐿 + 𝑐 = 0

( 3.8 )

𝑎 = 𝑥 2 (1 + 𝛼 2 )

( 3.9 )

𝑏 = 2(𝑥𝛼𝑣𝑟2 − 𝑥 2 𝑃𝑃𝑉 (𝑣𝑟 ))

( 3.10 )

𝑐 = 𝑣𝑟4 − 𝑣𝑠2 𝑣𝑟2 + 𝑥 2 (𝑃𝑃𝑉 (𝑣𝑟 ))

2

( 3.11 )

3.2 太陽光発電大量導入時の電圧特性
本節では 3.1 で求めた太陽光発電連系系統の PV 曲線を使って太陽光発電連系に伴う電圧特性の変化について述
べる。
表 3.2 の条件のもとで導出した PV 曲線を図 3.2 に示す。太陽光発電は定電力特性を示すものとして考える。
Case1 は太陽光発電が連系されていない系統，Case2 は太陽光発電が大量に連系された系統の PV 曲線である。Case1
については負荷消費電力（𝑃𝐿 ）が負，つまり負荷より無限大母線への逆潮流が発生する特性についても示してい
る。なお，Case2 においては，太陽光発電の出力電力である 1.6 p.u. より小さな負荷消費電力では，受電端より無
限大母線へ向けて逆潮流が発生していることになる。
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表 3.2 図 3.2 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝛼

0.0

0.0

𝑃𝑃𝑉

0.0 p.u.

1.6 p.u.

図 3.2 太陽光発電大量導入時の電圧特性

PV 曲線は定常状態の動作点を示したものである。PV 曲線の描かれていない領域は定常状態では動作点が存在
し得ないことを示す。図 3.2 に示されるように，PV 曲線にはこれ以上送電できない安定限界潮流（ノーズ端）が
存在する。一般的に，無限大母線から負荷への順潮流側（Case1 で負荷消費電力が正の領域）のノーズ端が知られ
ている。Case1 を見ると順潮流側だけでなく逆潮流側（負荷消費電力が負の領域）にもノーズ端が存在することが
示されている。太陽光発電出力が大きくなると PV 曲線は右へ推移していき，Case2 では左側のノーズ端は負荷消
費電力が正の領域に表れる。
PV 曲線の形状に示されるように，ノーズ端付近では負荷消費電力の変化に対して電圧が大きく変動する。また
負荷消費電力がノーズ端を超えると系統が維持できなくなる。このようなノーズ端付近の不安定性は右側ノーズ
端と左側ノーズ端のどちらも持つものと考えられる。太陽光発電が連系されていない場合，左側ノーズ端は負荷
消費電力が負の領域に存在し，右側ノーズ端による不安定現象しか起こり得ない。しかし太陽光発電が大量に系
統に連系されると，左側ノーズ端は負荷消費電力が正の領域に表れるため，軽負荷時に左側ノーズ端による不安
定現象が生じるようになる。
図 3.2 は負荷力率が 1.0 であるとして検討を行なっているが，負荷力率が悪い場合についてもここで触れる。表
3.3 の条件のもとで導出した PV 曲線を図 3.3 に示す。負荷力率が悪化すると PV 曲線は縮小する。また右側ノー
ズ端は大きく縮小するが，左側ノーズ端はほとんど縮小しない。また，負荷力率が 1.0 の場合は，逆潮流発生後
は，逆潮流の増加に伴い受電端電圧は低下していく。これに対し，負荷力率が悪化すると，逆潮流発生後であっ
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ても，その増加に伴いしばらく受電端電圧は上昇していき，その後低下に転じる。この転じる逆潮流の大きさは，
負荷力率の悪化に伴って大きくなる。

表 3.3 図 3.3 の条件
Case1

Case2

Case3

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝛼

0.0

0.1

0.2

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

1.6 p.u.

1.6 p.u.

図 3.3 負荷力率の PV 曲線に与える影響

3.3 左側ノーズ端付近の電圧特性のフェーザによる考察
図 3.2 の PV 曲線の形状から，左側ノーズ端付近では，受電端より系統側への逆潮流が増加するにつれて受電端
の電圧が低下することが解る。これは，逆潮流が増加すると受電端の電圧は増加するという一般的な直感と異な
る結果である。本節ではこのことについてフェーザ図を使って，その傾向を概念的に示すこととする。ただし，
単純化のために，受電端には太陽光発電と負荷を一括して見かけの負荷として扱うこととする。したがって，こ
の節での負荷は発電もできることとし，その場合は負荷としては負の電力を消費していることとなる。また，そ
の場合は逆潮流が発生していることとなる。
図 3.4 のような系統モデルを考え，太陽光発電と負荷を合成した見かけの負荷，つまり受電端以下の総消費電
力の力率は一定とする。送電端電圧を𝑉𝑠 ，受電端電圧を𝑉𝑟 ，送電線インピーダンスを𝑥 ，送電線電流を𝐼𝑡 ，見かけ
の負荷の力率をcos 𝛿とおく。オームの法則から( 3.12 )が成り立つ。
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図 3.4 系統モデル

𝑉𝑠 − 𝑉𝑟 = 𝑗𝑥𝐼𝑡

( 3.12 )

最初に簡単のため負荷力率 1.0 の場合，つまり𝛿 = 0 となる場合について考察する。( 3.12 )のオームの法則に注
意し，𝑉𝑠 , 𝑉𝑟 , 𝐼𝑡 の関係をフェーザで表すと図 3.5，図 3.6 のようになる。図 3.5 は受電端電圧が送電端電圧に対し
て遅れているため順潮流状態の関係，図 3.6 は進んでいるため逆潮流状態の関係を示す。順潮流状態の関係にお
いて受電端電圧𝑉𝑟 と𝑗𝑥𝐼𝑡 のなす角は常に𝜋⁄2 である。逆潮流状態の関係においても受電端電圧𝑉𝑟 と𝑗𝑥𝐼𝑡 のなす角は
常に𝜋⁄2 である。送電端電圧𝑉𝑠 の大きさを一定と考えると，図 3.7 に示すように送電端電圧を直径とする円周上
に受電端電圧は存在する。また送電端電圧と受電端電圧の相差角が増大するにつれて送電線電流は大きくなり，
潮流が増加すると考えることができる。このことから逆潮流が増加するにつれて受電端電圧の大きさは小さくな
る。これは図 3.2 の PV 曲線が示す電圧特性と一致する。

図 3.5 送電線各諸量のフェーザ関係（順潮流，見かけの負荷の力率 1.0）

図 3.6 送電線各諸量のフェーザ関係（逆潮流，見かけの負荷の力率 1.0）
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図 3.7 送電端電圧と受電端電圧のフェーザ関係（見かけの負荷の力率 1.0）

次に見かけの負荷の力率が 1.0 でない場合について検討する。( 3.12 )のオームの法則に注意して，𝑉𝑠 , 𝑉𝑟 , 𝐼𝑡 の関
係をフェーザで表すと図 3.8，図 3.9 のようになる。ただし，負荷状態では遅れ無効電力を消費し，発電状態にな
れば遅れ無効電力を発生しているものとしている。
図 3.8 は受電端電圧が送電端電圧に対して遅れているため順潮流状態の関係，図 3.9 は進んでいるため逆潮流
状態の関係を示す。順潮流状態の関係において受電端電圧𝑉𝑟 と𝑗𝑥𝐼𝑡 のなす角は常に𝜋⁄2 + 𝛿 である。逆潮流状態の
関係において受電端電圧𝑉𝑟 と𝑗𝑥𝐼𝑡 のなす角は常に𝜋⁄2 − 𝛿 である。負荷力率が一定の時，𝛿 が定数であり，送電端
電圧𝑉𝑠 の大きさが一定と考えると，図 3.10 に示すように送電端電圧を弦とする円周上に受電端電圧は存在する。
したがって逆潮流が増加すると，受電端電圧が図 3.10 に示す円の直径となるまで受電端電圧の大きさは大きくな
り，それ以上逆潮流が増加すると受電端電圧の大きさは小さくなっていく。これは図 3.3 の PV 曲線が示す電圧特
性と一致する。

図 3.8 送電線各諸量のフェーザ関係（順潮流）
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図 3.9 送電線各諸量のフェーザ関係（逆潮流）

図 3.10 送電端電圧と受電端電圧のフェーザ関係

以上をまとめると，受電端に負荷と太陽光発電が接続され，両者の合計である見かけの負荷の力率が 1.0 でなく，
遅れで一定であれば，見かけの負荷が小さくなるにつれて受電端電圧は増加するが，逆潮流が大きい時，逆潮流
が増加するにつれて受電端電圧は低下していく。見かけの負荷の力率が 1.0 のときは逆潮流の多寡に関わらず，逆
潮流が増加するにつれて受電端電圧は低下する。3.2 で導出された PV 曲線の形状も，この逆潮流と受電端電圧の
関係によって説明されると考えられる。

3.4 PCS の電流制限を考慮した特性
太陽光発電が定電力特性であると仮定して導出した PV 曲線（図 3.2，図 3.3）は左側ノーズ端より負荷消費電
力が小さい領域では動作点，曲線が存在せず，送電できないことを示している。これは太陽光発電を定電力特性
と仮定しているためである。受電端電圧が低下した時，太陽光発電は出力電力を一定とするため出力電流を増加
させる。左側ノーズ端より左の領域では，出力電流をいくら増加させても，さらに受電端電圧が低下してしまい，
出力電力を元の値にすることができなくなっている。実際には，太陽光発電の PCS が機器保護のために電流制限
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を行うため，出力電流が増加し続けることはない。本節では太陽光発電の PCS による電流制限を考慮した電圧特
性について検討する。
太陽光発電の出力特性として 2.2 で述べた定 P－定 I 切り替え特性を考える。
𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 が定常状態
（定格電圧 1.0p.u.
付近）における太陽光発電出力電力，また𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ を電流制限値とし，電圧低下により太陽光発電出力電流が𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ を
超える場合に定電流特性に移行するものと考える。太陽光発電出力電流及び電力は( 3.13 )，( 3.14 )で与えられる。

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥
,
𝑣𝑟

𝑖𝑃𝑉 =

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ ,

{

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 ,
𝑃𝑃𝑉 =
{

𝑣𝑟 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ ,

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥
≤ 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ
𝑣𝑟
𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥
> 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ
𝑣𝑟

( 3.13 )

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥
≤ 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ
𝑣𝑟
𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥
> 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ
𝑣𝑟

( 3.14 )

表 3.4 の条件で導出した PV 曲線を図 3.11 に示す。Case1 は太陽光発電を定電力特性と考えた場合，Case2 は
PCS の電流制限を考慮して定 P－定 I 切り替え特性として考えた場合を示す。図 3.11 に示されるように Case2 で
は電圧が低い領域で定電流特性の PV 曲線が描かれる。このため左側ノーズ端より負荷消費電力が小さい領域にお
いても曲線が描かれる。しかしながら定電流特性を示す領域では，定電力特性を示す領域よりも受電端電圧が低
くなっており，PCS の電流制限を考慮しても，やはり左側ノーズ端は電圧の不安定現象の原因となりうる。

表 3.4 図 3.11 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝛼

0.0

0.0

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥

1.8 p.u.

1.8 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

－

2.4 p.u.
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図 3.11 PCS の電流制限を考慮した PV 曲線

次に電流制限値が電圧特性に与える影響について検討する。
表 3.5 の条件で導出した PV 曲線を図 3.12 に示す。
同図に示されるように，電流制限値が大きくなるほど定電力特性と定電流特性の切り替わり電圧（以降，切替電
圧）が低くなり，Case2，Case3，Case4 ではそれぞれ，0.9 p.u. ，0.75 p.u. ，0.64 p.u. となる。

表 3.5 図 3.12 の条件
Case1

Case2

Case3

Case4

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝛼

0.0

0.0

0.0

0.0

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥

1.8 p.u.

1.8 p.u.

1.8 p.u.

1.8 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

－

2.0 p.u.

2.4 p.u.

2.8 p.u.
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図 3.12 電流制限値の PV 曲線に与える影響

電流制限値は定格出力を基準として，制御保護上のマージン等を勘案して設定されるものと考えられる。図 3.13
に示すように，同じ容量の太陽光発電では，その出力が小さくなるにつれ，切替電圧は低くなり，出力電流の余
裕は大きくなる。

図 3.13 電流制限値と切替電圧
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第4章 誘導機負荷を考慮した準静的な電圧安定性
本章では，負荷モデルとして誘導機負荷モデルを考慮した場合の，太陽光発電連系系統の準静的な電圧安定性
について PV 曲線を用いて検討する。4.1 では，誘導機負荷のモデルの導入を行う。4.2 では，誘導機負荷モデルを
考慮した場合の PV 曲線を導出する。4.3 では，太陽光発電の連系による静的な特性の変化を，PV 曲線を用いて考
察する。また第 5 章の準備として，系統状態と PV 曲線の形状の関係について述べる。4.4 では，PV 曲線を用いた
検討で用いる，等すべり曲線の導入を行う。4.5 では，PV 曲線を用いた検討で，誘導機負荷の動特性を如何に用
いるか述べる。4.6 では，右側ノーズ端に起因する電圧崩壊現象について検討する。4.7 では，左側ノーズ端に起
因する系統崩壊現象について検討する。4.8 では PCS の電流制限を考慮した時の PV 曲線を導出し，その時の特性
について検討を行う。

4.1 誘導機負荷モデル
本節では誘導機負荷の動的モデルについて述べる。図 4.1 に本論文で用いる誘導機負荷のモデルを示す。ただ
し，𝑉 は負荷端電圧，𝑠 は誘導機負荷のすべり，𝑃𝑚 は機械的出力，𝑃𝑒 は電気的入力である。誘導機負荷は，負荷
端電圧が変化して電気的入力が変化しても，すべりが変化する（回転子の回転速度が加減速する）ことで電気的
入力が元の値に戻る動特性を持つ。ここで，𝐻𝐼𝑀 は慣性定数である。( 4.1 )に誘導機負荷の動特性を表す式を示す。
導出については附録 A を参照されたい。

𝐻𝐼𝑀

𝑑𝑠
𝑃𝑚
=
− 𝑃𝑒
𝑑𝑡 1 − 𝑠

( 4.1 )

図 4.1 は電力中央研究所の Y 法で用いられる誘導機負荷モデル[15]を簡易にしたものである。電力中央研究所の
モデルの標準定数は昭和 55 年に 238 台分のデータを集めて統計を取った結果から導出している[12]。本論文では電
力中央研究所モデルの標準定数を参考に，負荷として 1kW 級の誘導機負荷が多数台存在することを想定し，定数
を表 4.1 のように設定する。負荷モデルは，多数台の誘導機負荷を集約して一つの誘導機モデルで表す。このた
め，負荷の定格容量の全体は系統容量と同じとし，表 4.1 の定数は系統容量基準でも同じとする。

図 4.1 誘導機負荷モデル
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表 4.1 誘導機負荷モデルの各定数（自己容量基準）
𝑟𝐼𝑀

0.061 p.u.

𝑥𝐼𝑀

0.2 p.u.

𝐻𝐼𝑀

0.4 s

4.2 PV 曲線の導出
本節では，PV 曲線を導出する。第 3 章では，表 2.2 に示すように負荷モデルとして定電力モデルを用いた場合
の PV 曲線を導出したが，本節では負荷モデルとして誘導機負荷モデルを用いた場合の PV 曲線を導出する。

図 4.2 系統図

PV 曲線を導出する際に用いる変数は表 3.1 を参照されたい。図 4.2 の系統において成り立つ式を( 4.2 )～( 4.6 )
に示す。( 4.2 )はオームの法則及び負荷端以下の消費電力の関係式から導かれるもので，( 3.3 )と同じ式である。
( 4.5 )，( 4.6 )は誘導機負荷の消費電力である。( 4.3 )の右辺第二項に示される太陽光発電出力電力（𝑃𝑃𝑉 ）は，定電
力特性として扱う場合は定数であり，定 P－定 I 切り替え特性として扱う場合 は𝑣𝑟 の関数となる。

2
𝑣𝑠2 𝑣𝑟2 = (𝑣𝑟2 + 𝑥𝑄𝑎𝑙𝑙 )2 + 𝑥 2 𝑃𝑎𝑙𝑙

( 4.2 )

𝑃𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝐿 − 𝑃𝑃𝑉

( 4.3 )

𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑄𝐿

( 4.4 )

𝑃𝐿 =

𝑠𝑟𝐼𝑀
2
2
2
2 𝑣𝑟 = 𝛽𝑣𝑟
𝑟𝐼𝑀
+ 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀

( 4.5 )

𝑄𝐿 =

𝑠 2 𝑥𝐼𝑀
2
2
2
2 𝑣𝑟 = 𝛾𝑣𝑟
𝑟𝐼𝑀
+ 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀

( 4.6 )

( 4.2 )～( 4.6 )において変数は𝑣𝑠 ，𝑣𝑟 ，𝑥，𝑃𝑎𝑙𝑙 ，𝑄𝑎𝑙𝑙 ，𝑃𝐿 ，𝑄𝐿 ，𝑟𝐼𝑀 ，𝑥𝐼𝑀 ，𝑠の 10 個である。この内定数は𝑣𝑠 ，𝑥，
𝑟𝐼𝑀 ，𝑥𝐼𝑀 の 4 個である。したがって条件式 5 個に対して未知変数が 6 個あるため，未知変数を一つ定数と考えると
残りの未知変数を決定することができる。つまり𝑃𝐿 を決めると𝑣𝑟 が決まるため，ここから PV 曲線を導出するこ
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とが可能である。
上述のように𝑃𝐿 を与えて𝑣𝑟 を求める方法も考えられるが，ここでは存在しうる解の数を明らかにするため，𝑠 を
与えて PV 曲線を導出する。𝑠 を定数と見なすと，𝑃𝐿 ，𝑄𝐿 は𝑣𝑟 の関数となる。したがって𝑃𝑎𝑙𝑙 ，𝑄𝑎𝑙𝑙 も𝑣𝑟 の関数と
なり，( 4.2 )は𝑣𝑟 の関数となる。太陽光発電が定電力特性の場合，( 4.3 )～( 4.6 )を( 4.2 )に代入し，𝑣𝑟 について整
理すると( 4.7 )～( 4.10 )のように 4 次式となる。( 4.7 )から𝑣𝑟 が電圧の大きさであり正の数であることに注意する
と，解が最大２個得られることが解る。また𝑣𝑟 が得られたので，( 4.5 )より𝑃𝐿 を求めることができ，PV 曲線を導
出することができる。

𝑎𝑣𝑟4 + 𝑏𝑣𝑟2 + c = 0

( 4.7 )

𝑎 = (1 + 𝑥𝛾)2 + 𝛽2 𝑥 2

( 4.8 )

𝑏 = −2𝛽𝑥 2 𝑃𝑃𝑉 − 𝑣𝑠2

( 4.9 )

2
𝑐 = 𝑥 2 𝑃𝑃𝑉

( 4.10 )

太陽光発電が定 P－定 I 切り替え特性の場合について考える。定電力特性領域については定電力特性の場合と同
様である。定電流特性領域について𝑣𝑟 の方程式は( 4.11 )～( 4.14 )のように書ける。ただし，𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ は電流制限値で
ある。したがって 0 以外で解が最大２個得られることが解る。( 4.11 )～( 4.14 )より𝑣𝑟 が得られたので，( 4.5 )より𝑃𝐿
を求めることができ，PV 曲線を導出することができる。

𝑣𝑟2 (𝑎𝑣𝑟2 + 𝑏𝑣𝑟 + 𝑐) = 0

( 4.11 )

𝑎 = (1 + 𝑥𝛾)2 + 𝛽2 𝑥 2

( 4.12 )

𝑏 = −2𝛽𝑥 2 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

( 4.13 )

𝑐=

2
𝑥 2 𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

− 𝑣𝑠2

( 4.14 )

4.3 系統状態と PV 曲線
本節では，系統状態によって PV 曲線が如何に変化するか検討し，太陽光発電が連系された際の特性の変化につ
いて考察する。また擾乱後の安定性を解析する第 5 章の準備として，系統状態の変化による PV 曲線の変化につい
て紹介する。
太陽光発電導入時の特性の変化について検討する。図 4.3 の PV 曲線は( 4.2 )～( 4.6 )及び表 4.1 と表 4.2 の条件
で導出したものである。太陽光発電は定電力特性を考えている。Case1 は太陽光発電が連系されていない条件，
Case2 は太陽光発電が大量に連系された条件である。3.2 で述べた静的な特性と同様に，太陽光発電出力が大きく
なるほど PV 曲線は右へ推移する傾向があり，太陽光発電出力が大きい Case2 では，負荷消費電力が正の領域に左
側ノーズ端が表れる。
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表 4.2 図 4.3 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝑃𝑃𝑉

0.0 p.u.

1.6 p.u.

図 4.3 太陽光発電大量導入時の系統の PV 曲線

PCS の電流制限を考慮した時の PV 曲線について述べる。図 4.4 は，表 4.3 の条件で導出した PV 曲線である。
Case1 は太陽光発電を定電力特性として考慮しており，Case2 では定 P－定 I 切り替え特性として考慮している。
PV 曲線の Case2 の電圧の高い領域は太陽光発電が定電力特性を示すため，Case1 と一致している。電圧の低い領
域では太陽光発電は定電流特性を示している。左側ノーズ端付近では，太陽光発電の出力特性の切り替わりのた
め特性が大幅に変化するが，右側ノーズ端付近での特性の違いは大きくない。

表 4.3 図 4.4 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

1.6 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

－

2.0 p.u.
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図 4.4 PCS の電流制限を考慮した PV 曲線

3.4 で述べたように，電流制限値が大きいほど定電力特性と定電流特性の切替電圧が低くなり，電流制限値が小
さくなるほど切替電圧が高くなる。図 4.5 は，表 4.4 の条件で導出した PV 曲線である。図 4.5 においても，電流
制限値が大きいほど切替電圧が低くなり，Case2～Case4 では，それぞれ 0.8 p.u. ，0.73p.u. ，0.67 p.u. となってい
る。また切替電圧が低くなるほど，定電流特性を示す領域の電圧は低くなる。

表 4.4 図 4.5 の条件
Case1

Case2

Case3

Case4

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.4 p.u.

0.4 p.u.

0.4 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

1.6 p.u.

1.6 p.u.

1.6 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

－

2.0 p.u.

2.2 p.u.

2.4 p.u.
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図 4.5 電流制限値と PV 曲線

第 5 章で想定する擾乱は，負荷変動，太陽光発電出力変動，送電線事故である。負荷変動は，誘導機負荷の機
械的出力を変化させることで模擬することができる。太陽光発電出力変動は出力電力を変化させることで模擬す
る。上記のように，出力電力が増加すると PV 曲線は右へ推移し，出力電力が減少すると PV 曲線は左へ推移する
傾向がある。
送電線事故が起こった際，事故の波及を防ぐため，事故点付近の送電線の一部を系統から解列させることがあ
る。送電線の解列は送電線インピーダンスの増加によって表現できる。本論文では，送電線事故を送電線インピ
ーダンスの増加によって模擬する。送電線インピーダンスの増加による PV 曲線の変化は以下の通りである。
図 4.6 の PV 曲線は，表 4.5 の条件で導出したものである。Case2 の方が Case1 よりも送電線インピーダンスが
大きい。送電線インピーダンスが増加すると PV 曲線は縮小する傾向がある。Case1 では，太陽光発電を 1.2 p.u. と
図 4.4 や図 4.5 での 1.6 p.u. より減少させているため，図 4.6 に示すように，インピーダンス増加前では負荷消費
電力が正の領域に PV 曲線の左側ノーズ端が現れない。しかし，インピーダンスを 0.4 p.u. から 0.6 p.u. へ増加さ
せると左側ノーズ端が現れる（Case2）場合がある。

表 4.5 図 4.6 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.6 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.2 p.u.

1.2 p.u.

22

図 4.6 送電線インピーダンスが増加した時の PV 曲線の変化

図 4.7 に PCS の電流制限を考慮した場合を示す。図 4.7 は，表 4.6 の条件から導出した PV 曲線である。送電
線インピーダンスが増加した時，
PV 曲線が縮小する傾向があることは，
PCS の電流制限を考慮しても変わらない。

表 4.6 図 4.7 の条件
Case1

Case2

𝑣𝑠

1.1 p.u.

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

0.6 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.2 p.u.

1.2 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

1.6 p.u.

1.6 p.u.

図 4.7 送電線インピーダンスが増加した時の PV 曲線（PCS の電流制限を考慮した場合）
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4.4 等すべり曲線
4.2 で導出した PV 曲線は図 4.2 の系統で静的に成り立つ( 4.2 )～( 4.6 )を解いて得られた動作点の集合であり，
誘導機負荷の動特性である( 4.1 )については考慮されていない。PV 曲線上の動作点は，誘導機負荷の動特性によ
るすべりの変化によって，PV 曲線上を推移する。この動作点の推移に着目することで安定性を解析することがで
きる。このような安定性の解析の際，動作点群の集合である PV 曲線だけでなく，あるすべりでの負荷消費電力と
負荷端電圧の関係を示す曲線（等すべり曲線）を用いると，動作点の推移を把握しやすい。本節では等すべり曲
線の導入を行う。
誘導機負荷の消費電力𝑃𝐿 は( 4.5 )のように負荷端電圧𝑣𝑟 の二次式で与えられ，例えば，すべりが 0.05 の場合の
等すべり曲線は図 4.8 のように示すことができる。また，この等すべり曲線と PV 曲線の交点は，すべりが 0.05
の時の動作点となる。

図 4.8 s=0.05 の時の等すべり曲線

すべりが変化すると𝑣𝑟2 の係数が変化して，等すべり曲線も変化する。すべりの変化と等すべり曲線の変化の対
応関係について考察する。
負荷端電圧𝑣𝑟 を一定とし，( 4.5 )より導出したすべりと負荷消費電力の関係を図 4.9 に示す。破線より右の領域
では，すべりが増加（減速）すると負荷消費電力が増加し，すべりが減少（加速）すると負荷消費電力が減少す
る。破線より左側の領域では，すべりが増加（減速）すると負荷消費電力が減少し，すべりが減少（加速）する
と負荷消費電力が増加する。
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図 4.9 誘導機負荷のすべりと消費電力の関係

図 4.9 の破線で示された閾値は以下のようにして求められる。
( 4.5 )の𝑣𝑟2 の係数𝛽 を𝑠 について微分すると( 4.15 )
が得られる。( 4.15 )から，すべりが
方、

𝑟𝐼𝑀
𝑥𝐼𝑀

より小さくなる時

𝑑𝛽
𝑑𝑠

𝑟𝐼𝑀
𝑥𝐼𝑀

𝑑𝛽

より大きくなる時

𝑑𝑠

は負であり，図 4.9 の破線より左側の領域を示す。一

は正となり，破線より右側の領域を示す。

2
2 )
𝑑𝛽 𝑟𝐼𝑀 (𝑟𝐼𝑀
− 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀
=
2
2
(𝑟𝐼𝑀 + 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀 )2
𝑑𝑠

( 4.15 )

すべりが変化した時の等すべり曲線の推移について検討する。
すべりが

𝑟𝐼𝑀

𝑥𝐼𝑀

より小さい場合，すべりが増大（減速）すると( 4.5 )の𝑣𝑟2 の係数が大きくなり，すべりが減少（加

速）すると小さくなる。そのため，図 4.10 に示されるようにすべりが増大（減速）すれば，等すべり曲線は右下
へ推移していき，すべりが減少（加速）すれば，負荷特性は左上へ推移する。
図 4.10 は図 4.9 の破線より右側の領域に対応している。つまり，すべりが増加すれば，負荷消費電力は増加し，
すべりが減少すれば，負荷消費電力は減少する。
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図 4.10 すべりと等すべり曲線の関係（すべりが

すべりが

𝑟𝐼𝑀

𝑥𝐼𝑀

𝒓𝑰𝑴
𝒙𝑰𝑴

より小さい場合）

より大きい場合の，すべりが変化した時の等すべり曲線の推移は，図 4.10 と反対の特性となる。

4.5 誘導機負荷の動特性
誘導機負荷の動特性を示す( 4.1 )によると，右辺第一項（𝑃𝑚 ⁄(1 − 𝑠)）
（以降，見かけの機械的出力）が第二項（𝑃𝑒 ）
よりも大きくなれば，すべりは増加する。逆に右辺第一項が第二項よりも小さくなれば，すべりは減少する。第
二項は電気的入力であり，例えば，電圧が低下すれば減少する。この時，すべりは増加し，図 4.9 に示すように
電気的入力も増大していく。このすべりの増加は，見かけの機械的出力と電気的入力が等しくなって落ち着く。
しかし，電圧の低下量が大きく，電気的入力の最大値を見かけの機械的出力を超えると，すべりが増加（誘導機
負荷が減速）し続け，誘導機負荷は運転を停止してしまう。
動作点及び等すべり曲線の推移は，すべりに依存するため，( 4.1 )の右辺第一項と第二項の大小関係によって決
まる。図 4.11 に誘導機負荷の動特性により，動作点及び等すべり曲線が推移する様子を示す。PV 曲線と等すべ
り曲線の交点が動作点であり，負荷の消費電力はこの点で決まる。この負荷消費電力は誘導機負荷の電気的入力
と同じであり，( 4.1 )の右辺第二項とも同義である。
機械的出力（𝑃𝑚 ）を大きくして，右辺第一項を右辺第二項より大きくした直後の右辺第一項の値を破線で示す
と図 4.11 のように動作点の右方向に位置する。
これはすべりが変化する前の見かけの機械的出力である。
この時，
見かけの機械的出力が電気的入力よりも大きいため，すべりが増加し，等すべり曲線は図 4.11 の緑色の実線の矢
印で示されるように右下へ推移していく。動作点も，等すべり曲線の変化に伴って PV 曲線上を右へ推移していく。
見かけの機械的出力もすべりに依存するが，すべりが小さい場合，その変化は小さい。
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図 4.11 動作点及び等すべり曲線の推移

見かけの機械的出力と動作点が一致すると，すべりの変化が無くなり，動作点と等すべり曲線の推移も終わる。
図 4.12 に動作点と等すべり曲線の推移が終了した後の様子を示す。PV 曲線，等すべり曲線，見かけの機械的出
力の三線が交わった状態になると，誘導機負荷の動特性によるすべりの変化が無くなるため，動作点はこの点で
安定となる。

図 4.12 動作点の安定点

以降，PV 曲線，等すべり曲線，見かけの機械的出力を用いて安定性について解析する際，それぞれの曲線を，
青色の実線，緑色の実線，赤色の破線で示す。
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4.6 右側ノーズ端による電圧崩壊現象
本節では右側ノーズ端による電圧崩壊現象について PV 曲線を用いて検討する。
図 4.13 は表 4.7 の条件で導出した PV 曲線，すべりが 0.06 の時の等すべり曲線，機械的出力が 1.2 p.u. ですべ
りが 0.06 の時 s の見かけの機械的出力を示している。図 4.13 のように，見かけの機械的出力が PV 曲線の右側に
位置する場合，右側ノーズ端による電圧崩壊現象が生じる。
電圧崩壊に至る過程について述べる。見かけの機械的出力が動作点の右側にあるため，すべりは増加し，等す
べり曲線は緑色の実線の矢印の方向である右下へ推移していき，最終的に誘導機負荷は運転停止に至る。等すべ
り曲線の推移につれて，動作点は黒色の実線の矢印に示すように，はじめ右へ推移し，右側ノーズ端を推移した
後，左下へと推移していく。右側ノーズ端付近にすべりがある場合，すべりは大きいため，赤色の破線の矢印で
示すように，すべりの増加に伴って見かけの機械的出力は右へ推移する。動作点の推移から，電圧崩壊に至る過
程で，負荷端電圧は減少を続け，負荷消費電力は一度増加した後に減少に転じることが解る。

表 4.7 図 4.13，図 4.14 の PV 曲線の条件
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

図 4.13 右側ノーズ端の電圧不安定現象

右側ノーズ端による電圧崩壊現象は負荷（見かけの機械的出力）が PV 曲線の右側ノーズ端より右側に位置する
時生じる。したがって負荷消費電力が大きい時に生じやすい。このような現象の対処方法として負荷の上限に制
限を設けることが考えられる。
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4.7 左側ノーズ端による系統崩壊現象
本節では左側ノーズ端による系統崩壊現象について検討する。
表 4.7 の条件で導出した PV 曲線，すべりが 0.03 の時の等すべり曲線，機械的出力が 0.05 p.u. ですべりが 0.03
の時の見かけの機械的出力を図 4.14 に示す。図 4.14 のように見かけの機械的出力が PV 曲線の左側に位置すると
き左側ノーズ端による系統崩壊現象が生じる。
系統崩壊に至る過程について述べる。見かけの機械的出力が動作点の左側にあるため，すべりは減少し，等す
べり曲線は緑色の実線の矢印の方向である左上へ推移していく。等すべり曲線の推移につれて，動作点は黒色の
実線の矢印に示すように，左へ推移していき，PV 曲線と等すべり曲線の交点（動作点）が無くなる時，系統崩壊
に至る。見かけの機械的出力は，すべりが小さいため，ほとんど変化しない。

図 4.14 PV 曲線（左側ノーズ端の系統崩壊現象）

ここで，右側ノーズ端の不安定現象は「電圧崩壊現象」
，左側ノーズ端の不安定現象は「系統崩壊現象」と区別
した。電圧崩壊現象は，動作点が推移していき，その結果として電圧が低下し続ける現象である。系統崩壊現象
は，動作点を持たなくなったことにより，系統を維持できなくなる現象である。
系統崩壊現象において，動作点を持たなくなった時の振る舞いについて考察する。太陽光発電の出力特性を定
電力特性と考えているため，出力電力を一定とする制御が行われる。左側ノーズ端付近の動作点が左へ推移する
と，負荷端電圧が低下して，太陽光発電は出力電流を増加させる。出力電流が増加すると，送電線電流も増加す
る。左側ノーズ端付近では逆潮流が大きい状態であるため，3.3 から，送電線電流が増加して逆潮流が増加すると
負荷端電圧はさらに降下する。
負荷端電圧の低下と太陽光発電出力電流の増加の結果，元の出力電力に回復すれば，動作点は安定となる。こ
の安定となった動作点は PV 曲線上に存在することになる。一方，元の出力電力に回復することなく，負荷端電圧
の低下と太陽光発電出力電流の増加が進捗すれば，系統崩壊に至る。このことは動作点を持たなくなったことに
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相当する。太陽光発電の定電力制御によって系統崩壊に至る過程については，太陽光発電の動特性を考慮する必
要があるため，第 6 章において検証する。
最後に左側ノーズ端による系統崩壊現象が生じる条件について考える。負荷消費電力が正の領域に PV 曲線の左
側ノーズ端が現れるのは，図 4.3 で示したように太陽光発電出力が大きい時である。負荷消費電力が正の領域に
左側ノーズ端が現れない時であっても，図 4.6 で示したように送電線の開放による送電線インピーダンスの増加
などで，左側ノーズ端が現れる可能性がある。この場合も太陽光発電出力が大きい時に生じやすい。また左側ノ
ーズ端による系統崩壊現象は見かけの機械的出力が PV 曲線の左側ノーズ端より左側に位置する時に生じる。した
がって，左側ノーズ端による系統崩壊現象は，太陽光発電出力が大きく，負荷消費電力が小さく，全体としての
逆潮流が大きい時に生じやすい。このような現象の対処方法として，太陽光発電の出力抑制や負荷の下限に制約
を設けることが考えらえる。

4.8 PCS の電流制限を考慮した時の電圧安定性
4.7 では，左側ノーズ端によって系統崩壊が生じうることが示された。系統崩壊に至る過程で，太陽光発電出力
電流が増加していくが，実際には PCS によって電流制限が行われると考えられる。本節では 3.4 と同様に電圧低
下時に過電流防止を目的として PCS が電流制限を行うことを考慮した場合の安定性について検討する。
図 4.15 は表 4.8 で導出した PV 曲線である。太陽光発電は定 P－定 I 切り替え特性である。3.4 で述べたように
電圧が高い領域では太陽光発電は定電力特性で図 4.13，図 4.14 の PV 曲線と一致し，電圧が低い領域では定電流
特性の PV 曲線が描かれる。左側ノーズ端について，太陽光発電が定電力特性の場合，左側ノーズ端より見かけの
機械的出力が小さくなると系統崩壊に至るが，定 P－定 I 切り替え特性の場合，安定な動作点を持つ。しかしなが
ら，動作点が左側ノーズ端より左に推移すると負荷端電圧は低下してしまう。

表 4.8 図 4.15 の条件
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

2.0 p.u.
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図 4.15 PV 曲線（PCS の電流制御を考慮した場合の安定性）

4.3 で述べたように電流制限値を大きくするほど，定電力特性と定電流特性の切替電圧が低くなり，PV 曲線の
太陽光発電が定電流特性を示す領域で電圧が低くなる。したがって図 4.16 に示すように，電流制限値が大きい場
合，左側ノーズ端より右から左へと動作点が移る際，電圧が大きく低下する。電流制限値が小さいほど左側ノー
ズ端を推移するときの電圧低下は抑えられる。
電流制限値が大きいということは，電流制限値までの出力電流の余裕が大きいことと同義である。出力電流の
余裕が大きい時とはすなわち，出力電力が定格電力に比べて小さい時である。したがって，太陽光発電が大量に
導入されていて，曇りなどで出力電力が小さい時に，動作点が左側ノーズ端を推移すれば，大きな電圧低下を起
こしやすくなる。

図 4.16 PV 曲線（太陽光発電が定電流特性に移行後，電圧が急激に低下する例）
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PCS の電流制限を考慮すれば，左側ノーズ端による系統崩壊現象は生じないが，動作点が PV 曲線の左側ノーズ
端を右から左へ推移するとき負荷端電圧は低下する。特に電流制限値が大きい場合，電圧の低下は大きくなる傾
向がある。
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第5章 擾乱発生時の安定性解析
本章では，第 4 章での議論を踏まえ，動的シミュレーションを用いて安定性解析を行う。動的シミュレーショ
ンの方法については附録 B を参照されたい。5.1 では，負荷が変動した時に発生しうる不安定現象について解析し
た。5.2 では，太陽光発電出力が変化した際に生じうる不安定現象について解析した。5.3 では，送電線事故によ
って系統の送電能力が低下した際に起こりうる不安定現象について解析した。5.4 では，系統の擾乱によって太陽
光発電が脱落，及び復帰することが，安定性へどのような影響を与えるか解析した。

5.1 擾乱発生時の不安定現象の解析例１（負荷変動）
(1)

右側ノーズ端付近での負荷増加による電圧崩壊現象

右側ノーズ端付近で負荷変動がある場合を想定する。太陽光発電は定 P－定 I 切り替え特性を考える。表 5.1 の
ように初期条件があり，時間 time=1.0 [s] で誘導機負荷の機械的出力𝑃𝑚 が 1.1 p.u. に増加することを想定し，動的
シミュレーションを行った。負荷端電圧，負荷消費電力，太陽光発電出力電力，太陽光発電出力電流の時間推移
を図 5.1 に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.2 に示す。また動作点の推移を図 5.3 に示す。動作点は黒丸
で示しているが，図 5.6 では多数の黒丸が重なっており，太い曲線のように示されていることに注意されたい。
4.6 で述べたように負荷が増加する，つまり誘導機負荷の機械的出力が増加する と見かけの機械的出力
（𝑃𝑚 ⁄(1 − 𝑠)）が右へ推移し（図 5.3 の赤色の破線の矢印）
，すべりが増大する。すべりの増大により等すべり曲
線が右下へ推移し（図 5.3 の緑色の実線の矢印）
，それに伴って動作点は右下へ推移していく（図 5.3 の黒色の実
線の矢印）
。結果として，見かけの機械的出力と電気的入力が等しくなる点で安定となり，等すべり曲線と動作点
の推移は落ち着く。なお，すべりの増加に伴って，見かけの機械的出力は右へ推移するが，図 5.3 では，すべり
の増加が小さいため区別はつかない。
図 5.1 を見ると，負荷端電圧は若干低下するが，太陽光発電の出力電力は一定である。太陽光発電出力電流は
負荷端電圧が低下しているため，若干増加する。図 5.2 を見ると，誘導機負荷のすべりは若干増加して落ち着く。

表 5.1 初期条件（右側ノーズ端付近での負荷増加）
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.6 p.u.

𝑣𝑟

0.9851 p.u.

𝑖𝑃𝑉

1.6242 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0658

𝑃𝐿

1.0 p.u.

𝑃𝑚

0.9342 p.u.

𝑄𝐿

0.2157 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

2.0 p.u.
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図 5.1 各諸量の時間推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：安定な場合）

図 5.2 すべりの時間推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：安定な場合）
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図 5.3 動作点の推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：安定な場合）

次に，機械的出力を 1.2 p.u. まで増加させた結果を，図 5.4，図 5.5，図 5.6 に示す。図 5.6 では，機械的出力
が増加したので，すべりが増加し，等すべり曲線は右下へ推移するのは安定な場合と同じである。しかし，機械
的出力の増加が大きいため，見かけの機械的出力が PV 曲線の右側ノーズ端より右へ位置し，すべりの増加が止ま
らない。このため，動作点は右下へ推移した後，PV 曲線の右側ノーズ端を推移して左下へと推移していき，電圧
崩壊に至る。なお，このようにすべりが大きくなると，見かけの機械的出力（𝑃𝑚 ⁄(1 − 𝑠)）は右へ推移していくが，
図 5.6 では機械的出力の変更による見かけの機械的出力の推移のみを示している。
各諸量の推移（図 5.4）を見ると，負荷端電圧は低下し続ける。負荷消費電力（誘導機負荷の電気的入力）は一
度増加した後，減少に転じる。これは，動作点が右側ノーズ端を推移したことに対応している。太陽光発電電流
は増加した後に，2.0 p.u. で電流制限される。出力電力は電流制限されるまで一定であり，電流制限後は負荷端電
圧が減少しているため減少する。すべり（図 5.5）は，増加し続ける。
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図 5.4 各諸量の時間推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：不安定な場合）

図 5.5 すべりの時間推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：不安定な場合）
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図 5.6 動作点の推移（右側ノーズ端付近での負荷増加：不安定な場合）

(2)

左側ノーズ端付近での負荷減少

次に左側ノーズ端付近で負荷変動がある場合を想定する。
太陽光発電は定 P－定 I 切り替え特性を考える。
表 5.2
のように初期条件があり，時間 time=1.0 [s] で誘導機負荷の機械的出力𝑃𝑚 を 0.05 p.u. に減少させた条件で動的シ
ミュレーションを行った。各諸量の時間推移を図 5.7 に，すべりの時間推移を図 5.8 に示す。また動作点の推移
を図 5.9 に示す。動作点は黒丸で示しているが，図 5.9 では多数の黒丸が重なっており，太い曲線のように示さ
れていることに注意されたい。
4.8 で述べたように負荷が減少する，つまり誘導機負荷の機械的出力が減少すると見かけの機械的出力が左へ推
移し（図 5.9 の赤色の破線の矢印）
，すべりが減少する。すべりの減少により等すべり曲線は左上へと推移し（図
5.9 の緑色の実線の矢印）
，それに伴って動作点は左へ推移していく（図 5.9 の黒色の実線の矢印）
。見かけの機械
的出力が，左側ノーズ端よりも左に位置するため，動作点は左側ノーズ端を右から左へ推移する。この時，太陽
光発電は定電力特性から定電流特性に移行する。すべりの減少は，動作点と見かけの機械的出力が一致するまで
続き，この時安定となる。
各諸量の推移（図 5.7）を見ると，負荷端電圧はやや減少する。負荷消費電力も減少する。太陽光発電出力電流
は増加した後，2.0 p.u. で電流制限される。出力電力は，電流制限されるまで一定で，電流制限後は減少する。す
べり（図 5.8）は，減少した後，約 1.2 s で減少が止まる。
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表 5.2 初期条件（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値小）
𝑣𝑠

1.175 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.8 p.u.

𝑣𝑟

0.9676 p.u.

𝑖𝑃𝑉

1.8602 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0131

𝑃𝐿

0.2 p.u.

𝑃𝑚

0.1974 p.u.

𝑄𝐿

0.0086 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

2.0 p.u.

図 5.7 各諸量の時間推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値小）

図 5.8 すべりの時間推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値小）
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図 5.9 動作点の推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値小：切替電圧 0.9 p.u.）

次に，電流制限値が大きくなった場合についても検討する。4.8 で述べたように，電流制限値を大きくするほど，
太陽光発電の定電力特性と定電流特性の切替る電圧が低くなり，太陽光発電が定電流特性を示す領域，つまり左
側ノーズ端より左の領域の負荷端電圧が低くなる。このため，図 4.5 で示されたように，電流制限値が大きくな
るほど，動作点が左側ノーズ端を右から左へ推移する時，負荷端電圧の低下が大きくなる。このことを動的シミ
ュレーションにより確認する。
上記の左側ノーズ端による不安定現象の解析条件の内，電流制限値𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ を 2.4 p.u. に増やして，動的シミュレ
ーションを行った。これは切替電圧が，図 5.7～図 5.9 のケースの 0.9 p.u. から 0.75 p.u. に低下したことになる。
シミュレーション結果の，各諸量の時間推移を図 5.10 に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.11 に示す。ま
た動作点の推移を図 5.12 に示す。動作点は黒丸で示しているが，図 5.12 では多数の黒丸が重なっており，太い
曲線のように示されていることに注意されたい。
図 5.9 と図 5.12 の PV 曲線を比べると図 5.12 では左側ノーズ端より左側の領域の負荷端電圧が低く，左側ノー
ズ端を右から左へ推移する際に動作点が大きく左下に推移する。各諸量の時間推移（図 5.10）を見ると，負荷端
電圧が緩やかに減少した後，大きく減少する。これは太陽光発電が定電力特性から定電流特性へ移行したことに
対応しており，出力電力は一定に推移した後，急激に減少し，出力電流は緩やかに増加した後に急激に増加し，
2.4 p.u. で電流制限される。
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図 5.10 各諸量の時間推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値大）

図 5.11 すべりの時間推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値大）
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図 5.12 動作点の推移（左側ノーズ端付近での負荷減少：電流制限値大：切替電圧 0.75 p.u.）

5.2 擾乱発生時の不安定現象の解析例２（太陽光発電出力変動）
(1)

太陽光発電出力減少による電圧崩壊現象

右側ノーズ端付近に動作点がある時，太陽光発電出力が急減する場合について検討する。太陽光発電の出力急
減は，太陽光パネルへ雲がかかる場合や，太陽光発電の内部事故時の保護動作の他に，連系系統の電圧や位相の
急変などでも引き起こされ，後述の出力増大と比べて短時間に応答することが知られている[16]。
表 5.3 のように初期条件があり，時間 time=1.0 [s] で太陽光発電出力電力𝑃𝑃𝑉 を 0.0 p.u. に急減させた条件で動
的シミュレーションを行った。太陽光発電として定 P－定 I 切り替え特性を考える。各諸量の時間推移を図 5.13
に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.14 に示す。また動作点の推移を図 5.15 に示す。動作点は黒丸で示し
ているが，図 5.15 では多数の黒丸が重なっており，太い曲線のように示されていることに注意されたい。
太陽光発電出力が減少すると，PV 曲線は左へ推移する（図 5.15 の青色の実線の矢印）
。動作点は，等すべり曲
線にそって，縮小した PV 曲線へと推移する（図 5.15 の黒色の実線の矢印 1）
。動作点が見かけの機械的出力より
も左に位置するため，すべりは増加して，等すべり曲線は右下へ推移していき（図 5.15 の緑色の実線の矢印），
動作点は右下へ推移していく（図 5.15 の黒色の実線の矢印 2）
。右側ノーズ端付近に動作点がある時，すべりの増
加に伴って見かけの機械的出力は右へ推移する（図 5.15 の赤色の破線の矢印）
。図 5.15 では，動作点が右側ノー
ズ端を推移するときのすべりの見かけの機械的出力を示している。動作点が右側ノーズ端を推移するときも，見
かけの機械的出力より左に位置するため，すべりは増加し続け、動作点は左下へと推移し（図 5.15 の黒色の実線
の矢印 3）
，電圧崩壊に至る。
各諸量の時間推移（図 5.13）について見ると，負荷端電圧は減少を続ける。負荷消費電力は一度増加した後，
減少に転じる。これは動作点が右側ノーズ端を推移したことに対応する。太陽光発電は出力電力が 0.0 p.u. となる
ため，出力電流も 0.0 p.u. となっている。すべり（図 5.14）は増加し続ける。
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表 5.3 初期条件（太陽光発電出力減少）
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑃𝑃𝑉

0.2 p.u.

𝑣𝑟

0.9477 p.u.

𝑖𝑃𝑉

0.2110 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0717

𝑃𝐿

1.0 p.u.

𝑃𝑚

0.9283 p.u.

𝑄𝐿

0.2350 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

2.0 p.u.

図 5.13 各諸量の時間推移（太陽光発電出力減少）
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図 5.14 すべりの時間推移（太陽光発電出力減少）

図 5.15 動作点の推移（太陽光発電出力減少）

(2)

太陽光発電出力増加

次に太陽光発電出力電力が増加していく時に起こる不安定現象について検討する。太陽光発電出力電力の増加
は，減少する場合と異なり，緩やかに出力変化すると考えられる。これは太陽光発電出力電力が最大となる運転
点に追従させる制御である MPPT (Maximum Power Point Tracking) 制御によって出力が増加すると考えられるから
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である。太陽光発電出力が最大となる運転点は日射量や温度によって常に変化するため，MPPT 制御には速い制御
は求められず，数分程度で安定する緩やかな制御を行うものと考えられる。
表 5.4 のように初期条件があり，時間 time=1.0 [s] で太陽光発電出力電力𝑃𝑃𝑉 を 0.01 p.u. / s の割合で 1.6 p.u. ま
で増加させる条件で動的シミュレーションを行った。太陽光発電は定 P－定 I 切り替え特性を考えている。各諸量
の時間推移を図 5.16 に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.17 に示す。また動作点の推移を図 5.18 に，その
動作点の推移する範囲の拡大図を図 5.19 に示す。動作点は黒丸で示しているが，図 5.18 と図 5.19 では多数の黒
丸が重なっており，太い曲線のように示されていることに注意されたい。
太陽光発電出力が増加するにつれて PV 曲線は右へ推移していく（図 5.18 の青色の実線の矢印）
。PV 曲線の推
移につれて，等すべり曲線は右下へ推移し（図 5.19 の緑色の実線の矢印 1）
，動作点は見かけの機械的出力上（図
5.19 の赤色の破線）をほぼ真下へ推移する（図 5.19 の黒色の実線の矢印 1）
。これは太陽光発電出力電力の増加が
遅く，誘導機負荷の動特性が相対的に速く働き，負荷消費電力がほぼ一定のまま動作点が推移するためである。
動作点が左側ノーズ端に達し，PV 曲線が右へ推移すると，動作点は PV 曲線上の太陽光発電が定電力特性を示
す領域から定電流特性を示す領域へと推移する（図 5.19 の黒色の実線の矢印 2）
。動作点が PV 曲線上の定電流特
性を示す領域に移ると，見かけの機械的出力より左に位置するため，すべりが増加して，等すべり曲線は右下へ
推移し（図 5.19 の緑色の実線の矢印 2）
，動作点は右へ推移する（図 5.19 の黒色の実線の矢印 3）
。動作点が見か
けの機械的出力と同じになると安定となる。見かけの機械的出力は，すべりが小さいため，ほとんど変わらない。
なお図 5.19 の PV 曲線（青い曲線）の推移を見ると，PV 曲線上の定電流特性を示す領域は太陽光発電出力電力
に関わらず共通である。これは PV 曲線の定電流特性を示す領域が同じ電流制限値により導出されるためである。
また定電力特性と定電流特性の切替電圧は太陽光発電出力の増加に伴って上昇している。これは，図 3.13 に示さ
れるように電流制限値が一定の時，出力電力が増加すると切替電圧が高くなるためである。
各諸量の時間推移（図 5.16）について見ると，負荷端電圧は緩やかに低下して，約 27 s で急激に低下する。こ
れは，動作点が PV 曲線上の太陽光発電が定電力特性を示す領域から定電流特性示す領域へと推移したことに対応
する。負荷消費電力はほぼ一定で推移し，こちらも約 27 s でやや減少した後，ほぼもとの電力に戻る。太陽光発
電出力電力は 0.01 p.u./s の割合で増加するが，約 27 s で定電流特性へ移行するため，出力電力はやや減少する。
出力電流はゆるやかに増加して，約 27 s で急激に増加した後，2.2 p.u. で電流制限される。すべり（図 5.17）は
緩やかに増加し，約 27 s で急激に増加した後，増加が止まる。

表 5.4 初期条件（太陽光発電出力増加）
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.3 p.u.

𝑣𝑟

0.9721 p.u.

𝑖𝑃𝑉

1.3373 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0032

𝑃𝐿

0.05 p.u.

𝑃𝑚

0.0498 p.u.

𝑄𝐿

0.0005 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

2.2 p.u.
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図 5.16 各諸量の時間推移（太陽光発電出力増加）

図 5.17 すべりの時間推移（太陽光発電出力増加）
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図 5.18 動作点の時間推移（太陽光発電出力増加）

図 5.19 動作点の時間推移（太陽光発電出力増加：動作点周辺の拡大図）

5.3 擾乱発生時の不安定現象の解析例３（送電線事故）
本節では送電線事故によって生じうる不安定現象について扱う。落雷等により送電線内に事故が起こると，事
故が波及しないように事故地点近傍の送電線の一部を系統から切り離す。送電線の一部が系統から切り離される
と系統の送電能力が低下するため安定性にも影響を与える。
4.3 で述べたように送電線インピーダンスが増加すると PV 曲線は縮小する。そのため，右側ノーズ端の電圧崩
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壊現象は 5.2 の(1)とほぼ同様の現象になるため，ここでは述べない。
左側ノーズ端の不安定現象について解析を行う。表 5.5 のように初期条件があり，時間 time=1.0 [s] で送電線イ
ンピーダンス𝑥 を 0.6 p.u. に増加させる条件で動的シミュレーションを行った。太陽光発電は定 P－定 I 切り替え
特性を考えている。各諸量の時間推移を図 5.20 に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.21 に示す。また動作
点の推移を図 5.22 に示す。動作点は黒丸で示しているが，図 5.22 では多数の黒丸が重なっており，太い曲線の
ように示されていることに注意されたい。
送電線インピーダンスが増加すると PV 曲線は縮小する（図 5.22 の青色の実線の矢印）
。この解析条件では等す
べり曲線と PV 曲線は，PV 曲線上で太陽光発電が定電力特性を示す領域では交点を持たず，定電流特性を示す領
域で交点を持つため，動作点は左下へと推移する（図 5.22 の黒色の実線 1）
。動作点は見かけの機械的出力より左
にあるため，すべりは増加し，等すべり曲線は右下へ推移して（図 5.22 の緑色の実線の矢印 1）
，動作点は右上へ
推移する（図 5.22 の黒色の実線の矢印 2）
。
動作点が PV 曲線上で太陽光発電が定電流特性を示す領域の右端に達しても，見かけの機械的出力より左に位置
する。このため，すべりが増加し，等すべり曲線は右下へ推移して，動作点は PV 曲線上の定電流特性を示す領域
から定電力特性を示す領域へと推移する（図 5.22 の黒色の実線の矢印の内 3）
。動作点が PV 曲線上の定電力特性
を示す領域へと推移すると，見かけの機械的出力より右に位置するため，すべりは減少し，等すべり曲線は左上
に推移する（図 5.22 の緑色の実線の矢印 2）
。等すべり曲線の推移に伴って動作点は左へ推移する（図 5.22 の黒
色の実線の矢印 4）
。動作点が見かけの機械的出力と一致すると，すべりの変化は止まり，安定となる。
各諸量の時間推移（図 5.20）を見ると，負荷端電圧は急低下した後，緩やかに上昇する。その後，急上昇した
後，緩やかに低下して安定となる。負荷消費電力は急減した後，緩やかに増加し，その後急激に初期値よりも増
加した後，緩やかに減少して，ほぼ元の電力に戻る。太陽光発電出力電力は急減した後，電圧の回復とともに出
力電力も回復し，元の電力に戻る。出力電流は急増した後に，1.8 p.u. で電流制限され，その後急減した後，緩や
かに増加して安定となる。負荷端電圧，負荷消費電力，太陽光発電出力電流の急激な変化の際には，太陽光発電
の出力特性が変化している。

表 5.5 初期条件（送電線事故）
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.2 p.u.

𝑣𝑟

1.0374 p.u.

𝑖𝑃𝑉

1.1568 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0171

𝑃𝐿

0.3 p.u.

𝑃𝑚

0.2949 p.u.

𝑄𝐿

0.0168 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

1.8 p.u.
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図 5.20 各諸量の時間推移（送電線事故）

図 5.21 すべりの時間推移（送電線事故）

48

図 5.22 動作点の推移（送電線事故）

5.4 太陽光発電の脱落及び復帰を考慮した安定性解析
本節では太陽光発電の脱落及び復帰が安定性にどのような影響を与えるか解析する。
5.3 と同様に送電線事故による左側ノーズ端の不安定現象を想定する。主な相違点は，本節では太陽光発電出力
が電圧低下で脱落し，その後出力を増加させていく点である。表 5.6 のように初期条件があり，送電線インピー
ダンス𝑥 を 0.6 p.u. に増加させることを考える。図 5.23 と図 5.24 では動作点の推移を示しているが，これは動的
シミュレーションにより得られた動作点である。動作点は黒丸で示しているが，図 5.24 では多数の黒丸が重なっ
ており，太い曲線のように示されていることに注意されたい。

表 5.6 初期条件（太陽光発電の脱落及び復帰の考慮）
𝑣𝑠

1.1 p.u.

𝑃𝑃𝑉

1.4 p.u.

𝑣𝑟

0.9821 p.u.

𝑖𝑃𝑉

1.4256 p.u.

𝑥

0.4 p.u.

𝑠

0.0127

𝑃𝐿

0.2 p.u.

𝑃𝑚

0.1975 p.u.

𝑄𝐿

0.0083 p.u.

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

1.8 p.u.

図 5.23 は太陽光発電が脱落するまでの動作点の推移を示している。送電線インピーダンスが増加すると PV 曲
線は縮小する（図 5.23 の青色の実線の矢印 1）
。この条件の場合，等すべり曲線は PV 曲線の太陽光発電が定電力
特性を示す領域で交点を持たず，定電流特性を示す領域で交点を持つ。したがって，動作点は大きく左下へ推移
して，PV 曲線の定電流特性を示す領域に推移する（図 5.23 の黒色の実線の矢印 1）
。この時，負荷端電圧が大き
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く低下するため，この時点で太陽光発電が脱落するものと考える。
太陽光発電の脱落は，
出力電力𝑃𝑃𝑉 を 0 p.u. とすることで模擬する。
したがって，
PV 曲線は左へ推移する（図 5.23
の青色の実線の矢印 2）
。誘導機負荷については，回転子が回転エネルギーを持つため，運転継続すると考える。
太陽光発電の脱落は瞬時に行われるため，誘導機負荷の動特性によるすべりの変化は生じないと考えられ，等す
べり曲線は変化しない。したがって，動作点は右上へ大きく推移して（図 5.23 の黒色の実線の矢印 2）
，負荷端電
圧は上昇する。

図 5.23 動作点の推移（太陽光発電の脱落及び復帰の考慮：送電線事故発生から太陽光発電の脱落まで）

FRT 要件[9]により送電線事故が除去せれ，電圧が復帰すれば，太陽光発電は速やかに出力を回復させなければな
らない。本検討では，太陽光発電が脱落して負荷端電圧が上昇すると，太陽光発電は事故除去を感知して復帰を
開始するものと考える。
太陽光発電の復帰開始以降の PV 曲線と動作点の推移を図 5.24 に示す。太陽光発電出力の増加に伴い PV 曲線
は右へ推移する（図 5.24 の青い実線の矢印）。しかしながら，太陽光発電の出力回復より誘導機負荷の動特性の
動作が速いため，すべりの変化が先に生じる。太陽光発電脱落直後は，動作点が見かけの機械的出力（図 5.24 の
赤い破線）より右に位置するため，すべりが減少し，等すべり曲線は左上に推移して（図 5.24 の緑色の実線の矢
印 1）
，動作点は左へ推移する（図 5.24 の黒色の実線の矢印 1）
。動作点と見かけの機械的出力が一致すると，す
べりの減少が止まる。その後，動作点はほぼ見かけの機械的出力（図 5.24 の赤い破線）を真下に推移する（図 5.24
の黒い実線の矢印 2）
。動作点が PV 曲線の左側ノーズ端に達すると，PV 曲線の太陽光発電が定電流特性を示す領
域へと動作点は移行する（図 5.24 の黒い実線の矢印 3）
。この時，負荷端電圧が大きく低下するため，太陽光発電
は再び脱落する。
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図 5.24 動作点の推移（太陽光発電の脱落及び復帰の考慮：太陽光発電復帰開始から再脱落まで）

再び太陽光発電が脱落した後は，太陽光発電の復帰開始により出力が回復していき，上記に述べた過程を経て
再び太陽光発電は脱落する。以降も同様に太陽光発電は脱落と復帰を繰り返す。今後の太陽光発電は主電源とし
て系統の安定性を確保するために系統擾乱時も運転継続性を求められるが，本検討で示されたように，運転継続
をしようとして逆に系統擾乱の原因となってしまう可能性がある。
上記の現象を確認するため，表 5.6 を初期条件とし，時間 time=1.0 [s] に送電インピーダンス𝑥 が 0.6 p.u. に増
加する条件のもと動的シミュレーションを行った。太陽光発電は定 P－定 I 切り替えモデルを用い，負荷端電圧𝑣𝑟
が 0.5 p.u. 以下の時脱落する。出力回復過程[9]については，図 5.25 に示すように，元の出力電力 1.4 p.u. の 80 % で
ある 1.12 p.u. までは 1 s で高速に回復できるように，1.12 p.u./s の割合で比例的に出力電力𝑃𝑃𝑉 を増加させる。1.12
p.u. 以上では PCS の MPPT 制御によるゆっくりとした出力回復を想定し，0.01 p.u./s の割合で比例的に出力電力
𝑃𝑃𝑉 を増加させる。各諸量の時間推移を図 5.26 に，誘導機負荷のすべりの時間推移を図 5.27 に示す。
図 5.23，図 5.24 で考察したように，送電線インピーダンス増加後，太陽光発電は脱落し，負荷端電圧が増加す
る。その後，太陽光発電出力電力の増加に伴って，負荷端電圧は次第に低下していき，時間 time=8 [s] 付近で再
び太陽光発電は脱落する。再脱落後も太陽光発電は出力を回復しようとするが，出力電力が 1.18 p.u. 付近になる
と再び脱落する。以降も同様に太陽光発電は脱落と復帰を繰り返す。
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図 5.25 出力回復過程

図 5.26 各諸量の時間推移（太陽光発電の脱落及び復帰の考慮）
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図 5.27 すべりの時間推移（太陽光発電の脱落及び復帰の考慮）
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第6章 太陽光発電動的モデルによる検証
本章では，第 5 章の準静的な解析で十分に解析できなかった点について解析を行う。第 5 章では太陽光発電の
動特性を考慮していなかったが，本章ではこれも考慮に入れて動的な解析を行う。6.1 では，本章で用いる太陽光
発電動的モデルについて導入を行う。6.2 では，太陽光発電の出力特性が変化する点について動的解析を行った。
6.3 では，太陽光発電の脱落，及び復帰特性も考慮した動的解析を行った。

6.1 太陽光発電動的モデル
本節では太陽光発電動的モデルについて説明する。図 6.1 に太陽光発電の動的モデルを示す。太陽光発電の PCS
は出力電力が一定で，力率が 1.0 となるような制御を行う。また電圧低下時には機器に過電流が流れることを防
止するため，電流制限を行う。本論文では力率制御は瞬時に行われるものとして，有効電力制御のみを考慮の対
象とする。また PCS の直流側電圧は，図 2.2 に示す Boost Chopper などにより一定に保たれていると仮定する。出
力電力一定制御は PI 制御を考え，電流制限は電流リミッタにより模擬される。電流リミッタを用いたことによっ
て積分器に不要な偏差が足し込まれるリセットワインドアップ現象が生じる場合がある。これを防ぐため積分器
の入力に電流リミッタの入出力の偏差を補正している。
∗
図 6.1 から導出される式は( 6.1 )，( 6.2 )である。𝑖𝑃𝑉
は電流リミッタの入力，𝑦𝐼 は PI 制御系の積分器の出力を示

す。定数は表 6.1 を用いる。定数の決定方法については附録 C を参照されたい。

図 6.1 太陽光発電動的モデル

𝑑𝑦𝐼 1
1
(𝑖 ∗ − 𝑖𝑃𝑉 ) − 𝑦𝐼 (0)
= (𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑃𝑉 ) −
𝑑𝑡
𝑇𝐼
𝐾𝑃 𝑇𝐼 𝑃𝑉

( 6.1 )

∗
𝑑𝑖𝑃𝑉
1
∗
∗ (0)
=
{𝐾 (𝑃
− 𝑃𝑃𝑉 + 𝑦𝐼 ) − (𝑖𝑃𝑉
− 𝐼𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 )} − (𝑖𝑃𝑉
− 𝐼𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 )
𝑑𝑡
𝑇𝑃𝐼 𝑃 𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

( 6.2 )
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表 6.1 太陽光発電動的モデルの定数値
𝐾𝑃

20

𝑇𝐼

0.01 s

𝑇𝑃𝐼

0.01 s

6.3 では太陽光発電の脱落，復帰が安定性に及ぼす影響についても検討する。脱落と復帰は𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 を変化させる
ことで模擬する。本論文において太陽光発電モデルは多数台の太陽光発電を集約したものであるため，図 6.2 に
示すように𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 の変化は一次遅れで表現する。また𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 の変化の速さは運転状態によって異なるが，これに
ついては時定数𝑇𝑃𝑉 を表 6.2 のように変化させることで調整する。脱落と復帰の判定については，表 6.3 に示すよ
うに検出遅れを考慮した電圧値𝑣𝑟∗ で行う。電圧の検出遅れも図 6.3 に示すように一次遅れで模擬し，時定数𝑇𝐷𝑉 の
値は 0.05 s を用いる。図 6.2，図 6.3 からは( 6.3 )，( 6.4 )が導出される。

図 6.2 脱落，復帰の模擬

表 6.2 𝑻𝑷𝑽 の値

復帰時

運転状態

𝑇𝑃𝑉

定常運転時

60 s

脱落時

0.01 s

元の出力電力の 80 % まで（高速回復）

0.5 s

元の出力電力の 80 % 以上（MPPT 制御による回復）

50 s

表 6.3 脱落，復帰の判定条件
𝑣𝑟∗ < 0.7
脱落状態

かつ

脱落
𝑣𝑟∗ ≥ 1.0

図 6.3 電圧検出遅れ
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復帰開始

𝑑𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓
1
=
(𝑃 ∗
− 𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 )
𝑑𝑡
𝑇𝑃𝑉 𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

( 6.3 )

𝑑𝑣𝑟∗
1
(𝑣 − 𝑣𝑟∗ )
=
𝑑𝑡
𝑇𝐷𝑉 𝑟

( 6.4 )

6.2 太陽光発電出力特性の切り替えの検証
準静的な解析である 5.1～5.3 の左側ノーズ端の不安定現象では，動作点が左側ノーズ端の右から左へ推移する
時，つまり PV 曲線上の太陽光発電が定電力特性を示す領域から定電流特性を示す領域へ推移する時，前後での動
作点の推移が大きい。また同様に 5.3 において動作点が PV 曲線上の太陽光発電が定電流特性を示す領域から定電
力特性を示す領域へ推移する時にも動作点は大きく推移する。このような動作点の大きな推移は，太陽光発電の
PCS の制御が瞬時に行われると考えて，その動特性を無視し，出力特性を静的なモデルで模擬しているために起
こる。実際に出力特性の切り替えにより動作点がこのように推移するか否かを検証する必要がある。本節では 6.1
で述べた太陽光発電動的モデルを用いて，この動作点の推移を検討する。
5.3 の左側ノーズ端による不安定現象について，太陽光発電動的モデルを用いて検証する。太陽光発電動的モデ
ル以外の各変数の初期条件は表 5.5 を，太陽光発電動的モデル内の各変数の初期条件は表 6.4 を用い，時間
time=1.0 [s] で送電線インピーダンス𝑥 を 0.6 p.u. に増加させた条件で動的シミュレーションを行った。各諸量の
時間推移を図 6.4 に，過渡応答時間帯を拡大したものを図 6.5 に示す。また誘導機負荷のすべりの時間推移を図
6.6 に示す。また動作点の推移を図 6.7 に示す。動作点は黒丸で示しているが，図 6.7 では多数の黒丸が重なって
おり，一部太い曲線のように示されていることに注意されたい。
図 6.7 を見ると，図 5.22 に現れなかった太陽光発電の出力特性が変化する時の過渡的な動作点の推移の様子が
示されている。各諸量の時間推移についても，図 5.20 と図 6.4 はほぼ一致している。
まず，太陽光発電出力が定電力特性から定電流特性へ移行する過程（1.0～1.02 s 程度）について述べる。送電
線インピーダンスが増加すると負荷端電圧は低下する。負荷端電圧が低下すると太陽光発電の PCS の出力電力一
定制御の遅れにより出力電力がいったん減少し，その後 PCS の制御によって出力電流が増加していく。一方，数
十ミリ秒では誘導機負荷の動特性はほとんど働かず，負荷消費電力は減少する。図 6.5 を見ると事故直後 1.01 s ま
では，負荷消費電力は大きく減少し，太陽光発電出力電力はほとんど減少せず，逆潮流が増加すると言える。初
期状態で 0.9 p.u. の有効電力の大きな逆潮流があり，事故によりさらに逆潮流が増加するため，3.3 の議論からさ
らに負荷端電圧が低下していく。図 6.5 では太陽光発電出力電力は事故後一旦減少し，その後若干増加した後に
減少に転じている。この若干の増加は PCS の定電力制御の効果であるが，その後は負荷端電圧の低下速度が速い
ため出力電流は増加するが出力電力は減少していく。太陽光発電出力電流が電流制限値に達すると負荷端電圧の
低下は止まり，定電流特性への移行が完了する。その後は誘導機負荷のすべりの増加に伴って 5.3 の議論から負荷
端電圧は上昇していく。
次に太陽光発電出力が定電流特性から定電力特性へ移行する過程（1.05～1.06 s 程度）について述べる。誘導機
負荷のすべりの増加に伴って負荷端電圧が上昇し，太陽光発電出力電力も増加する。太陽光発電出力電力が目標
値𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 より大きくなると出力電力一定制御に復帰し，出力電流は電流制限値から急速に減少する。一方で，誘
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導機負荷の動特性は短時間では働かないため，負荷端電圧が上昇すると負荷消費電力は増加する。図 6.5 を見る
と，太陽光発電が定電流特性から定電力特性へ移行するとき，負荷消費電力は増加し，太陽光発電出力電力は負
荷消費電力ほど増加せず，逆潮流は減少している。逆潮流が大きい状態であるため，3.3 の議論から逆潮流が減少
すると負荷端電圧が上昇する。負荷端電圧が上昇した後，5.3 のすべりの変化を伴いながら安定となる。

表 6.4 太陽光発電動的モデル内部変数の初期条件（太陽光発電出力特性切り替えの検証）
∗
𝑖𝑃𝑉

1.1568 p.u.

𝑦𝐼

0.0 p.u.

𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

1.2 p.u.

𝐼𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

1.1568 p.u.

図 6.4 各諸量の時間推移（太陽光発電出力特性切り替えの検証）
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図 6.5 各諸量の時間推移（太陽光発電出力特性切り替えの検証：過渡応答時間帯の拡大）

図 6.6 すべりの時間推移（太陽光発電出力特性切り替えの検証）
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図 6.7 動作点の推移（太陽光発電出力特性切り替えの検証）

6.3 太陽光発電の脱落及び復帰の検証
5.4 では太陽光発電静的モデルを用いて太陽光発電の脱落と復帰が安定性に与える影響を検討した。送電線事故
直後に動作点が PV 曲線上の太陽光発電が定電流特性を示す領域に推移する際，太陽光発電が脱落して太陽光発電
出力電力が 0 p.u. の PV 曲線へ動作点が移行する際，及び太陽光発電が再脱落する際，動作点は大きく推移する。
これは太陽光発電の PCS の制御の動特性を無視しているためである。本節では PCS の制御と脱落，復帰特性の動
特性を考慮して，動作点が実際に大きく推移するか検討する。
太陽光発電動的モデル以外の各変数の初期値は表 5.6 を，太陽光発電動的モデル内の各変数及び電圧検出値の
初期値は表 6.5 を用い，時間 time=1.0 [s] で送電線インピーダンス𝑥 を 0.6 p.u. に増加させて，動的シミュレーシ
ョンを行った。各諸量の時間推移を図 6.8 に示す。太陽光発電が脱落する時間帯について拡大した図を図 6.9 に
示す。また誘導機負荷のすべりの時間推移を図 6.10 に示す。また初めて太陽光発電が脱落するまでの動作点の推
移を図 6.11 に示す。
図 6.11 を見ると動作点が推移した結果，図 5.23 とほぼ同様な動作点の推移となることが確認された。
太陽光発電が初めて脱落する時点周辺の各諸量の時間推移（図 6.9）について見ると，負荷端電圧の低下に伴っ
て，負荷消費電力と太陽光発電出力電力が減少し，太陽光発電出力電流は増加する。太陽光発電出力電流が 1.8 p.u.
で制限されると，負荷端電圧の低下が止まり，誘導機負荷のすべりの増大に伴って，負荷端電圧は緩やかに上昇
し，負荷消費電力，太陽光発電出力電力は緩やかに増加する。約 1.05 s 付近になると太陽光発電は電圧（𝑣𝑟∗：図 6.3
参照）の低下を検出して脱落を始め，出力電力と電流は急激に減少し，負荷端電圧は急激に上昇する。負荷端電
圧が低下してから太陽光発電が脱落するまでに時間差があるのは，電圧検出遅れ（約 0.05 s）を考慮しためである。
また出力電力と電流がステップ状に減少しないは，太陽光発電モデルが多数台の太陽光発電から構成されている
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ことを考慮して，一次遅れでその脱落を表現したから（図 6.2 参照）である。
約 1.14 s 付近になると，太陽光発電は復帰を開始し，出力電力と電流は増加を始める。約 1.05 s 付近で負荷端
電圧が回復しているにも関わらず，復帰開始時間が約 1.14 s であるのは，電圧検出遅れを考慮しているためであ
る。
図 6.8 の約 1 s から約 16 s を見ると，太陽光発電が復帰開始して，出力電力及び電流を増加させるにつれて負
荷端電圧が低下していき，約 16 s では再び太陽光発電が脱落していることが解る。その後も太陽光発電は脱落と
復帰を繰り返すことが確認できる。準静的な解析の結果である図 5.26 と比較すると，太陽光発電の出力回復の速
度は異なるが同様の結果が得られている。

表 6.5 太陽光発電動的モデル内部変数の初期状態（太陽光発電脱落及び復帰の検証）
∗
𝑖𝑃𝑉

1.4256 p.u.

𝐼𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

1.4256 p.u.

𝑦𝐼

0.0 p.u.

∗
𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

1.4 p.u.

1.4 p.u.

𝑣𝑟∗

0.9821 p.u.

𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

図 6.8 各諸量の時間推移（太陽光発電脱落及び復帰の検証）
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図 6.9 各諸量の時間推移（太陽光発電脱落及び復帰の検証：太陽光発電の脱落周辺）

図 6.10 すべりの時間推移（太陽光発電脱落及び復帰の検証）
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図 6.11 動作点の推移（太陽光発電脱落及び復帰の検証）
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第7章 結論

7.1 本論文の成果
本論文では，太陽光発電が大量に導入された系統の電圧安定性について基礎的な検討を行った。以下にそれぞ
れの章で得られた結論についてまとめる。
第 3 章では，静的な解析を行なって，定常状態における電圧特性を明らかにした。PV 曲線には右側だけでなく
左側にもノーズ端が存在し，太陽光発電が大量に連系された系統では，負荷消費電力が正の領域であっても左側
ノーズ端が現れうることが明らかとなった。このため，太陽光発電が大量に連系された系統では，重負荷時だけ
でなく，軽負荷時にも不安定現象が生じうることが示された。また PCS の電流制限を考慮した場合も，左側ノー
ズ端より左の領域では電圧が大きく低下することも示された。さらに一般的な電圧特性として，順潮流の減少や
逆潮流の増加によって負荷端電圧が上昇することが知られるが，PV 曲線の形状から逆潮流が大きい場合，逆潮流
の増加によって負荷端電圧が低下することがあることが示された。
第 4 章，第 5 章では，誘導機負荷の動特性を考慮した準静的な電圧特性を明らかにした。PV 曲線の右側，及び
左側ノーズ端付近では，それぞれ電圧崩壊現象と系統崩壊現象が生じうることが示された。右側ノーズ端による
電圧崩壊現象は，PV 曲線の右側に見かけの機械的出力が位置しようとするときに生じ，誘導機負荷の減速，負荷
端電圧の低下が止まることなく進捗する。右側ノーズ端による電圧崩壊現象は重負荷時に生じやすく，負荷の増
加時，太陽光発電出力の急減時，一部の送電線の開放などによる送電能力の低下時に生じることが示された。左
側ノーズ端による系統崩壊現象は，PV 曲線の左側に見かけの機械的出力が位置しようとするときに生じ，動作点
が PV 曲線より左に推移しようとして，PV 曲線との動作点を持たなくなることによって生じる。動作点を持たな
くなることの意味は，太陽光発電出力電流を増加させてもさらに負荷端電圧が低下して出力電力を維持できない
ためであり，PCS の電流制限を考慮する必要がある。しかし，PCS の電流制限を考慮しても，やはり PV 曲線の左
側ノーズ端より左の領域では電圧が大きく低下することが明らかとなった。左側ノーズ端付近の不安定現象は軽
負荷時に生じやすく，負荷の減少時，太陽光発電出力の増加時，送電能力の低下時に生じることが示された。ま
た太陽光発電の脱落及び復帰特性を考慮した解析で，太陽光発電が出力を回復しようとして何度も脱落と復帰を
繰り返す現象が示され，擾乱発生時に系統の安定性を保つために期待される太陽光発電の運転継続性が逆に系統
の安定性を損ねる可能性についても明らかとなった。
第 6 章では，太陽光発電にその動的モデルを導入することで，準静的な電圧特性では十分解析できなかった点
について検証を行った。その結果，太陽光発電の出力特性の変化時の動作点の大きな推移について準静的な解析
と同様に推移することが確認された。また太陽光発電の脱落及び復帰時の動作点の推移についても同様な推移が
確認され，準静的な解析で検討された不安定現象が太陽光発電の PCS の動的な出力制御を考慮しても生じうるこ
とが示された。
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7.2 今後の課題
本研究の今後の課題の内，特に主要と思われるものを以下に三点述べる。

(1)

負荷のモデル化

2.4 で述べたように，実際には負荷モデルは特性の異なる様々な要素から構成されるが，本論文では解析目的か
ら特徴的な特性を抽出してモデル化を行った。具体的には，静的な解析では電力系統内の動特性の安定した定常
状態の解析を目的として負荷モデルを定電力負荷モデルとして模擬した。準静的及び動的な解析では系統内の動
的要素の影響を解析するため，代表的な動的要素である誘導機負荷の動特性に注目して負荷モデルを誘導機負荷
モデルとして模擬した。
したがって本論文で負荷モデルに考慮されていない特性が，太陽光発電連系系統の電圧特性や電圧安定性に与
える影響については解析されておらず，検討の必要がある。また誘導機負荷モデルでは，負荷モデル中の負荷が
全て誘導機負荷であるとして考慮されているが，実際には誘導機負荷は負荷モデルの一部であるため，負荷全体
に対する誘導機負荷の比率についても検討する必要がある。

(2)

電圧制御系の考慮

電力系統内には，電力用コンデンサ，変圧器タップ，SVC (Static Var Compensator)，STATCOM (Static Compensator)
など系統電圧を維持する制御系が設置されている。本論文においては，これらの電圧制御系は考慮されていない。
また太陽光発電は力率 1.0 運転を行うものとして取り扱いているが，系統電圧維持のため進相運転等を行うことも
考えられる[4]。太陽光発電の導入による電圧特性の変化により電圧制御系が誤動作することも考えられるため，電
圧制御系を考慮した太陽光発電連系系統の電圧特性及び電圧安定性を明らかにすることは重要である。

(3)

詳細な系統モデルでの検討

本論文では基礎的な検討として，一負荷，一太陽光発電，無限大母線から成る系統モデルを対象に解析を行っ
た。負荷モデルは，(1)で述べたように，多数の要素から構成された集約モデルである。太陽光発電モデルも，多
数台の太陽光発電を一台に集約してモデル化されている。送電端についても，理想的に電圧が一定である無限大
母線として考慮されている。複数の送電線も一本の送電線として模擬されており，配電線のインピーダンスも考
慮されていない。
本論文では上記の影響は小さいものと考えて，非常に単純化された系統を対象とした。今後は詳細な系統モデ
ルを用いて，その影響がどの程度であるか検討する必要がある。また本論文で得られた成果が詳細な系統モデル
においても成り立つか検証する必要がある。
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附録A 誘導機負荷の動特性の導出
誘導機負荷の動特性を示す式を導出する。導出には文献[17]を参考とした。
回転運動の運動方程式は( A.1 )のように示される。ただし，𝐼 は回転子の慣性モーメント，𝜔 は回転子の角回転
速度，𝑇𝑒 は電気的入力の加速トルク，𝑇𝑚 は機械的出力の減速トルクを示す。また回転子の標準角速度を𝜔0 とお
くと，すべりは( A.2 )のように書ける。電気的入力のトルクは( A.3 )のように変形することができる。また機械的
出力のトルクは( A.4 )のように変形できる。( A.2 )を時間微分すると( A.5 )が得られる。( A.3 )から( A.5 )を( A.1 )
に代入すると( A.6 )が得られる。これが誘導機負荷の動特性を示す式である。
𝐼

𝑑𝜔
= 𝑇𝑒 − 𝑇𝑚
𝑑𝑡
𝑠 =1−

𝑇𝑒 =

𝜔
𝜔0

( A.1 )

( A.2 )

𝑃𝑒 (1 − 𝑠) 𝑃𝑒 (1 − 𝑠)
𝑃𝑒
=
=
𝜔
𝜔0 (1 − 𝑠) 𝜔0

( A.3 )

𝑃𝑚
𝑃𝑚
=
𝜔
𝜔0 (1 − 𝑠)

( A.4 )

𝑇𝑚 =

𝑑𝑠
1 𝑑𝜔
=−
𝑑𝑡
𝜔0 𝑑𝑡
𝐼𝜔02

𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑃𝑚
=𝐻
=
− 𝑃𝑒
𝑑𝑡
𝑑𝑡 1 − 𝑠
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( A.5 )

( A.6 )

附録B 動的シミュレーション
本節では 5.1 以降に行う動的シミュレーションの方法について述べる。
電力系統内で満たされる関係式及び動特性は( B.1 )，( B.2 )の形で示される。C は定数を示す。例えば，誘導機
負荷の動特性である( A.6 )は f ，系統内で満たされる関係式である( 4.2 )～( 4.6 )は g である。常微分方程式( B.1 )
に初期値を与えて解けば時間領域でのシミュレーション（動的シミュレーション）になる。
d𝒙
= 𝒇(𝒙, 𝒚, 𝐂)
d𝑡

( B.1 )

𝒈(𝒙, 𝒚, 𝐂) = 0

( B.2 )

常微分方程式の解法としてはオイラー法，2・3・４次のルンゲクッタ法，トライペゾイダル法など様々な方法
が考えらえるが，本論文ではオイラー法，または 4 次のルンゲクッタ法を用いる。計算精度，モデルの組み込み
やすさなどの理由から 4 次のルンゲクッタ法を主として用いる。しかし 4 次のルンゲクッタ法では，不連続性な
ど強い非線形性を持つ方程式を解く際，正しく積分計算を行えない場合が生じる。したがってこのような場合に
はオイラー法を用いて計算を行う。
常微分方程式を解く際に x だけでなく，それに対応する y の値を求める必要がある。これを決定するのに必要
な関係式が g であり，この y を求める計算を系統計算と呼ぶ。関数 g は非線形な連立方程式である。系統状態が
1 ステップ前から大きく変化しないものとして，系統計算は 1 ステップ前の y を初期値として準ニュートン法を
用いて求めた。
図 B.1 に具体的な計算手順を示す。まず動的シミュレーションの初期値を設定する。繰り返し計算の初めに,送
電線の切り替えや指令値の変更などの系統状態の変更があれば，それに応じて f ,g ,C を変更する。次に系統計算，
つまり𝒙𝒕 ，𝐂を与えて g を解くことで𝒚𝒕 が得られる。次に𝒚𝒕 ，𝐂 を与え，𝒙𝒕 を初期値として常微分方程式 f を解い
て，𝒙𝒕+∆𝒕 を計算する。次の時間ステップも計算を続ける場合，系統状態の変更に戻り，これを繰り返すことで時
間領域でのシミュレーションを行うことができる。
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図 B.1 動的シミュレーションの手順
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附録C 太陽光発電動的モデルの定数
6.1 で述べた太陽光発電動的モデルの定数の決定方法について述べる。
PI 制御系の入力は太陽光発電出力電力𝑃𝑃𝑉 の偏差で，出力は出力電流𝐼𝑃𝑉 の偏差である。太陽光発電の単位容量
に対して系統の容量が非常に大きいと仮定し，連系点の電圧𝑉𝑟 が 1.0 p.u. で固定と考えると，太陽光発電の制御シ
ステムは図 C.1 のように示される。ただし，ここでは PCS の電流制限を考えない。

図 C.1 太陽光発電動的モデルの定数の決定

図 C.1 のシステムの安定性について考察する。PI 制御系の入出力の伝達関数は( C.1 )のように示される。また
伝達関数の極は( C.2 )のように書ける。極が虚数部を持たなければ，システムは振動せず，極の実部が二つとも負
であるならば，システムは安定となる。

∆𝐼𝑃𝑉
𝐾𝑃 (1 + 𝑇𝐼 𝑠)
=
∆𝑃𝑃𝑉 𝐾𝑃 + (1 + 𝐾𝑃 )𝑇𝐼 𝑠 + 𝑇𝑃𝐼 𝑇𝐼 𝑠 2

𝑠=

−(1 + 𝐾𝑃 ) ± √(1 + 𝐾𝑃 )2 − 4𝐾𝑃

𝑇𝑃𝐼
𝑇𝐼

( C.1 )

( C.2 )

2𝑇𝑃𝐼

太陽光発電の PCS の応答は数十ミリ秒であるので，本論文では𝑇𝑃𝐼 を 0.01 s とした。( C.2 )から，𝑇𝐼 を 0.01 s と
すれば，システムは振動しない。𝑇𝐼 を 0.01 s と設定すれば，極は( C.3 )のように書ける。( C.3 )から，システムが
安定となるためには，𝐾𝑃 が正となればよい。PI 制御の応答が速い方が好ましいため，𝐾𝑃 はなるべく大きくとるも
のと考えられる。本論文では，動的シミュレーションの系統計算の収束性を損ねない値である 10 を𝐾𝑃 の値とし
て設定した。

𝑠=−

𝐾𝑃
1
,−
𝑇𝑃𝐼
𝑇𝑃𝐼
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( C.3 )

附録D 記号と用語の定義
本論文で用いた記号を表 D.1 にまとめる。また本論文に特有な語句や一般的に用いられても定義が曖昧な語句
について表 D.2 にその定義をまとめた。

表 D.1 本論文中で用いた記号
𝑉𝑠

送電端電圧（複素数）

𝑉𝑟

受電端電圧（複素数）

𝑣𝑠

送電端電圧の大きさ

𝑣𝑟

受電端電圧の大きさ

𝜃

受電端電圧を基準とした送電端電圧位相

𝐼𝑡

送電線電流（受電端方向正，複素数）

𝑥

送電線インピーダンス（リアクタンス成分）

𝑃𝑎𝑙𝑙

受電端以下の総消費有効電力

𝑄𝑎𝑙𝑙

受電端以下の総消費無効電力

cos 𝛿

受電端以下の総消費電力の力率

𝑃𝐿

負荷消費有効電力

𝑄𝐿

負荷消費無効電力

𝛼

負荷の有効電力と無効電力の比率（𝑄𝐿 /𝑃𝐿 ）

𝑃𝑃𝑉

太陽光発電出力電力（力率 1.0 運転）

𝑖𝑃𝑉

太陽光発電出力電流（力率 1.0 運転）

𝑃𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥

定常状態における太陽光発電出力電力

𝑖𝑃𝑉,𝑡ℎ

PCS による電流制限値

𝑟𝐼𝑀

誘導機負荷モデル内部レジスタンス

𝑥𝐼𝑀

誘導機負荷モデル内部リアクタンス

𝐻𝐼𝑀

誘導機負荷慣性定数

𝑠

誘導機負荷すべり

𝑃𝑚

誘導機負荷機械的出力

𝑃𝑒

誘導機負荷電気的入力（𝑃𝐿 と同義）

𝛽

( 4.5 )の𝑣𝑟2 の係数

𝛾

( 4.6 )の𝑣𝑟2 の係数

𝐾𝑃

太陽光発電動的モデル PI 制御系の比例ゲイン

𝑇𝐼

太陽光発電動的モデル PI 制御系の積分時定数

𝑇𝑃𝐼

太陽光発電動的モデル PI 制御系の遅れ時定数
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𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

太陽光発電動的モデル PI 制御系の𝑃𝑃𝑉 目標値

𝐼𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

太陽光発電動的モデル PI 制御系の𝐼𝑃𝑉 基準値

∗
𝑖𝑃𝑉

太陽光発電動的モデル PI 制御系の出力電流値

𝑦𝐼

太陽光発電動的モデル PI 制御系の積分器出力値

∗
𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓

𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 目標値（脱落，復帰特性の模擬用）

𝑇𝑃𝑉

𝑃𝑃𝑉,𝑟𝑒𝑓 変化の遅れ時定数

𝑣𝑟∗

PCS の電圧検出値

𝑇𝐷𝑉

PCS の電圧検出遅れ時定数

表 D.2 語句の定義
電圧安定性

電力系統内で擾乱が生じた際に系統内の電圧を維持することができるかど
うかを示す指標

PV 曲線
静的な解析
準静的な解析
動的な解析
定 P－定 I 切り替えモデル

負荷消費有効電力（P）と負荷端電圧（V）の関係を示す曲線
系統内の動特性が安定した定常状態を対象とした解析
系統内の動特性の内，誘導機負荷の動特性を考慮した解析
系統内の動特性の内，誘導機負荷と太陽光発電の動特性を考慮した解析
PCS の電流制限を考慮した太陽光発電の静的モデル（図 2.3）

ノーズ端

PV 曲線の左右に存在する安定限界潮流を示す特性

切替電圧

定 P－定 I 切り替えモデルにおいて太陽光発電出力特性が切り替わる電圧

負荷変動

誘導機負荷の機械的出力が変化する擾乱

送電線事故

雷などにより一部送電線が切り離されることで送電線インピーダンスが増
加する擾乱

等すべり曲線
見かけの機械的出力

あるすべりでの負荷消費電力と負荷端電圧の関係を示す曲線
( 4.1 )の右辺第一項（𝑃𝑚 ⁄(1 − 𝑠)）

電圧崩壊現象

準静的な解析において動作点が推移した結果電圧が低下し続ける現象

系統崩壊現象

準静的な解析において動作点が存在しなくなることにより系統が維持でき
なくなる現象
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