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第1章
1.1

序論

本論文の背景

近年、地球温暖化問題への懸念が高まるにつれ、二酸化炭素などの温室効果ガス削減の
観点から、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いる。中でも、太陽光発電は設置が比較的容易であることから、家庭
レベルでも導入が進んでいる。また、経済産業省による 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，2009 年の再計算ではさらに導入を
加速する目標が掲げられている[1][2]。2012 年 7 月には、固定価格買取制度も導入され、太
陽光発電の設備認定数もかなり伸びている。さらに NEDO の太陽光ロードマップによれば、
太陽光発電の発電コストの目標を下表 1.1 のように設定しており、発電コストの低下は今
後の太陽光発電の導入を促進させ、大量導入につながると考えられる[3]。
表 1.1 NEDO による発電コスト目標
2020

2030

2050

14 円/kWh 程度

7 円/kWh 程度

<7 円/kWh

達成時期
発電コスト

太陽光発電には以下のような特徴がある。
・出力が日射量に依存し、不安定である。
・回転機型の発電機と異なり、慣性がない。
・系統の末端である配電系統に連系される。
このような特徴から、太陽光発電が大量に連系された場合には、電力系統の周波数、発
電機の同期運転、電圧などの安定性に影響を与えることが考えられ、検討が必要である。
先行研究では実際に電圧安定性に問題が生じるケースとして負荷変動、太陽光発電出力
変動、送電線事故が検討されている[4]。また、当該研究では、太陽光発電大量導入時には、
この電圧安定性の問題が一般的に知られている PV カーブの右側ノーズ端だけでなく、左側
のノーズ端でも起こりうることが示されている。電圧不安定を起こしうる事象とその特徴
を以下の表 1.2 にまとめる。
表 1.2 電圧不安定を起こしうる事象と問題となるノーズ端
電圧不安定を起こす事象

問題となるノーズ端

負荷増加

右側

負荷減少

左側

太陽光発電出力増加

左側

太陽光発電出力減少

右側
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送電線インピーダンス増加

両側ともあり得る

このような、太陽光発電が大量導入された場合の電圧安定性についての研究はほとんど
なされていないが、先に述べたような、太陽光発電の大量導入が予期される現状では検討
しておく必要のある事項である。

1.2

本論文の目的

本論文では、太陽光発電が大量に連系された系統における電圧安定性について論じる。
太陽光発電が大量に連系されると、電力の潮流状態は変化し、系統の電圧特性が変化し、
電圧安定性にも影響が出る。その際の電圧安定性に関する問題を、PV カーブを用いた検討
により、未然に発見することを目的としている。
太陽光発電大量導入時の電圧安定性について議論した先行研究では系統の負荷として誘
導機負荷のみを想定していた[4]。本研究では、より実際に近い形のモデルを扱う。また、電
圧安定性に大きな影響を与える問題に対して、タップ付き変圧器（LTC）や、PCS を用い
た PV の無効電力制御の有効性についても検討する。このような研究は今後太陽光発電を大
量導入していく際の、電圧安定性を損なわないような計画立案に役立つと考えている。

1.3

本論文の構成

まず、第 2 章で PV カーブを用いた電圧安定性検討手法と本研究で扱うモデルについて述
べる。次に第 3 章で、定電力負荷が混在する場合の電圧安定性について議論し、様々な負
荷特性が電圧安定性に与える影響について考察する。第 4 章ではタップ付き変圧器を含む
系統においてそのモデル化について詳述し、PV カーブと関連付けて、その有効性を検討す
る。第 5 章では、PV の無効電力制御とその有効性について、これも PV カーブと関連付けて
説明をする。最後に第 6 章で結論を述べる。
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第2章
2.1

電圧安定性検討手法

PV カーブを用いた電圧安定性検討手法

PV カーブ導出の際に用いる電力系統モデルを図 2.1 に、また、変数を表 2.1 に示す。

図 2.1 PV カーブ導出のための電力系統モデル
表 2.1 各変数の説明
𝜃

受電端電圧を基準とした送電端電圧位相

𝐼𝑙

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）

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 ）

このモデルにおいて、オームの法則および負荷端以下の消費電力の関係から以下の式
(2.1)(2.2)が得られる。
𝑣𝑠 𝑒 𝑗𝜃 − 𝑣𝑟 = 𝑗𝑥𝐼𝑙

(2.1)

𝑃𝑎𝑙𝑙 + 𝑗𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑣𝑟 𝐼𝑙

(2.2)

これらから𝐼𝑙 を消去すると以下の式(2.3)のようになる。
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2
𝑣𝑠2 𝑣𝑟2 = (𝑣𝑟2 + 𝑥𝑄𝑎𝑙𝑙 )2 + 𝑥 2 𝑃𝑎𝑙𝑙

(2.3)

ここで太陽光発電が力率一定運転を行うと仮定すると以下の式(2.4)～(2.6)が成り立つ。
𝑃𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝐿 − 𝑃𝑃𝑉

(2.4)

𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑄𝐿

(2.5)

𝑄𝐿 = 𝛼𝑃𝐿

(2.6)

𝑣𝑟 4 + 𝑎𝑣𝑟 2 + 𝑏 = 0

(2.7)

𝑎 = 2𝑥α𝑃𝐿 − 𝑣𝑠2

(2.8)

𝑏 = 𝑥 2 ((1 + 𝛼 2)𝑃𝐿 2 − 2𝑃𝑃𝑉 𝑃𝐿 + 𝑃𝑃𝑉 2 )

(2.9)

これを式(2.3)に代入して

式(2.7)によれば、𝑃𝐿 を決定すれば𝑣𝑟 が求まる。すなわち、𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の関係を図示した PV カ
ーブを描くことができる。例として図 2.2 に表 2.2 のような条件で描いた二種類の PV カー
ブを示す。この PV カーブと負荷特性を表す曲線との交点が動作点となる。例えば、負荷条
件が0.1[𝑝. 𝑢. ]の定電力負荷の場合、負荷特性は図 2.2 中の実直線のようになる。この直線は
Case1 の直線とは交点をもつが Case2 の場合、交点を持っていない。このことは𝑃𝑃𝑉 =
1.8[𝑝. 𝑢]である Case2 においては電圧値が解を持たず、不安定な状態であることを示してい
る。一方で、図 2.2 中破直線で示すように負荷条件が1.05[𝑝. 𝑢. ]の場合はどちらのケースで
も交点を持つ。このように PV カーブと負荷特性を表す曲線との交点から、電圧安定性を論
ずることができる。

図 2.2 PV カーブの例
表 2.2 各 PV カーブのパラメータ
𝑣𝑠

𝑥

𝑃𝑃𝑉

Case1（実線）

1.1 [p.u.]

0.4 [p.u.]

0[p.u]

Case2（破線）

1.1 [p.u.]

0.4 [p.u.]

1.8[p.u]
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2.2

誘導機負荷の動特性を考慮した場合の電圧安定性検討手法

ここでは、負荷が誘導機である場合に PV カーブを用いて電圧安定性を検討する方法を述
べる。まず、誘導機の負荷特性を考慮した PV カーブの定式化を行い、次に、その動特性に
ついて説明する。

2.2.1

誘導機負荷の特性を考慮した PV カーブ

誘導機負荷を含む系統においては、その電圧安定性を PV カーブと負荷特性を表す曲線と
の交点から論ずることができない。これは誘導機負荷の負荷特性にすべりという動的な要
素が含まれるために、𝑃𝐿 の値を決めても PV カーブと負荷特性の曲線が一意に決まらないた
めである。さらに、誘導機負荷では電圧が変化することで、すべりが変化し無効電力が大
幅に変化するので、
負荷力率一定での PV カーブをそのまま用いることができない。
以下に、
誘導機負荷を含む系統の電圧安定性を、PV カーブを用いて議論する方法を示す。

図 2.3 誘導機負荷を含む電力系統モデル
誘導機を含む電力系統のモデルを図 2.3 に示す。誘導機負荷の消費有効電力を𝑃𝐿𝐼𝑀 、消費
負荷無効電力を𝑄𝐿𝐼𝑀 と表せば、この系統において以下の式(2.10)～(2.12)が成り立つ。
𝑣𝑠 2 𝑣𝑟 2 = (𝑣𝑟 2 + 𝑥𝑄𝑎𝑙𝑙 )2 + 𝑥 2 𝑃𝑎𝑙𝑙 2

(2.10)

𝑃𝑎𝑙𝑙 = 𝑃𝐿𝐼𝑀 − 𝑃𝑃𝑉

(2.11)

𝑄𝑎𝑙𝑙 = 𝑄𝐿𝐼𝑀

(2.12)

次に、本研究で扱う誘導機負荷モデルを図 2.4 に示す。このモデルは、電力中央研究所の
Y 法で用いられるモデルを簡易にしたものである[5]。誘導機負荷は１kW 級のものが多数台
並列に連系されていることを想定し、これを集約して 1 台の誘導機負荷として模擬する。𝑟𝐼𝑀
と𝑥𝐼𝑀 の値は自己容量ベースでそれぞれ、0.061[p.u.]、0.2[p.u]としている。この値は電力中
央研究所が昭和 55 年に内外の文献などから 238 台分のデータを集め、誘導機の等価回路の
各種パラメータについて統計を取った結果を標準定数として用いているものを参考に決定
している[6]。
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図 2.4 誘導機モデル
このモデルにおいて、誘導機負荷の消費する有効電力𝑃𝐿𝐼𝑀 、無効電力𝑄𝐿𝐼𝑀 はすべり𝑠,端子
電圧𝑣𝑟 を用いて以下の式(2.13)(2.14)のように表される。
𝑃𝐿𝐼𝑀 =
𝑄𝐿𝐼𝑀 =

𝑠𝑟𝐼𝑀
𝑣 2 = 𝛽𝑣𝑟 2
+ 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀 2 𝑟

(2.13)

𝑠 2 𝑥𝐼𝑀
𝑣 2 = 𝛾𝑣𝑟 2
𝑟𝐼𝑀 2 + 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀 2 𝑟

(2.14)

𝑟𝐼𝑀

2

これを用いて、式(2.10)より𝑃𝐿𝐼𝑀 , 𝑄𝐿𝐼𝑀を消去すると、以下の式(2.15)～(2.18)が得られ
る。
𝑎𝑣𝑟 4 + 𝑏𝑣𝑟 2 + 𝑐 = 0

(2.15)

𝑎 = (1 + 𝑥𝛾)2 + 𝛽 2 𝑥 2

(2.16)

2

(2.17)

𝑏 = −2𝛽𝑥 𝑃𝑃𝑉 − 𝑣𝑠
𝑐 = 𝑥 2 𝑃𝑃𝑉

2

2

(2.18)

式(2.15)によれば、誘導機のすべり𝑠を与えれば𝑣𝑟 が求まり、式(2.13)に𝑣𝑟 を代入するこ
とで𝑃𝐿𝐼𝑀 が得られる。すなわち、𝑠をパラメータとして振ることで、PV カーブを描くことが
できる。例として以下の図 2.5,図 2.6 に𝑃𝑃𝑉 が0[𝑝. 𝑢. ]と1.5[𝑝. 𝑢. ]の場合の誘導機負荷を含む
電力系統の PV カーブを示す。
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図 2.5 誘導機負荷を含む系統の PV カーブ(𝑃𝑃𝑉 = 0 の場合)

図 2.6 誘導機負荷を含む系統の PV カーブ(𝑃𝑃𝑉 = 1.5 の場合)

この PV カーブと 2.1 項で導出した PV カーブとの違いは負荷消費電力を式(2.11)のよう
に表した点にある。つまり本節で導出した PV カーブは誘導機の負荷特性までも考慮してい
る。𝑠 を与えて連立方程式を解くことは，このすべりでの誘導機負荷の負荷力率で描かれる
PV カーブと 2.1 項で述べた負荷特性を表す曲線との交点を求めることに相当する。言い換
えれば，本節で導出した PV カーブは，すべりを変化させて得られた，動作点の集合である。
下図 2.7,2.8 はすべり𝑠を 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.9 と変化させた場合の PV
カーブと負荷特性を表す曲線の変化を表したものである。これを見ると、交点の軌跡が誘
導機の動特性を考慮した場合の PV カーブとなっており、図 2.7 と図 2.5 が、図 2.8 と図 2.6
がそれぞれ対応していることがわかる。
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図 2.7 すべりが変化した場合の PV カーブと負荷特性曲線との交点(𝑃𝑃𝑉 = 0 の場合)

図 2.8 すべりが変化した場合の PV カーブと負荷特性曲線との交点(𝑃𝑃𝑉 = 1.5 の場合)

2.2.2

誘導機負荷の動特性

こうして導出した誘導機負荷の特性を考慮した PV 曲線は、図 2.3 の系統で、誘導機負荷
が、あるすべりの値𝑠をとる場合に静的に成り立つ式(2.15)から得られた誘導機の負荷の動
作点の集合であり、誘導機負荷の動特性については考慮されていない。ここでは以降で PV
カーブを用いて電圧安定性の議論をする準備として、誘導機負荷の動特性について述べる。
誘導機負荷の動特性は以下の式(2.19)で表される[7]。
𝐻

𝑑𝑠 𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
=
− 𝑃𝐿𝐼𝑀
𝑑𝑡 1 − 𝑠

(2.19)

ここで𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 は誘導機の機械的出力を表す。PV カーブ上の動作点は、誘導機負荷の動特
性によるすべりの変化によって、PV カーブ上を推移する。この動作点の推移を追うことで、
電圧安定性について検討することが出来る。
11

誘導機負荷の消費電力𝑃𝐿𝐼𝑀 は式(2.13)で与えられる。具体例としてすべりが 0.03 の場合に
ついて図示すると図 2.9 のようになっている。

図 2.9 等すべり曲線(s = 0.03)
この曲線を、曲線上の点が同じすべりの値を取ることから等すべり曲線と呼称する。す
べりが変化すると𝑣𝑟 2の係数が変化して、等すべり曲線も変化する。具体的には、誘導機負
荷が動作するような、すべりの小さい領域では、すべりが増加すると、等すべり曲線は右
下方向に、すべりが減少すると左上方向に推移する。このようにすべりが変化した時の等
すべり曲線と PV カーブの交点の軌跡を追うことで、誘導機負荷を含む電力系統の電圧安定
性を議論することができる。
また、本論文において、誘導機の軸負荷は一定とする。一般に誘導機の軸負荷は誘導機
の負荷の種類によって異なるものの、回転数の１～３乗に比例するが、本研究では最も厳
しい典型例として、軸負荷一定の条件で解析を行う。
このような誘導機負荷の動特性を考慮して PV カーブを用いて電圧安定性を議論した先
行研究はあるが[8]、誘導機負荷のみを負荷として想定したものであり、他の負荷が混在した
場合を扱った研究はない。次章では本研究で扱うモデルとして他の負荷を含む電力系統モ
デルを示す。

2.3

本論文で扱う電力系統モデル

本論文で扱う電力系統モデルについて説明する。図 2.10 に示すように、負荷として誘導
機負荷と定電力負荷が混在することを考慮し、また、負荷側の電圧を制御する機構として
タップ付き変圧器(LTC)や PV の無効電力制御についても考察する。
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混在する負荷を定電力特性とした理由としては、後に 3 章で述べるように、電圧安定性
の議論で主に用いられる静的な負荷である、定電力負荷、定電流負荷、定インピーダンス
負荷の中で、定電力負荷が最も電圧安定性に対して厳しい振る舞いをするという点がある。
送電線リアクタンスはケースに応じて 0.4～0.52 までの値を用い、送電線潮流がこのリ
送電端電圧×受電端電圧

アクタンスから

送電線リアクタンス

で概算される 1.9[p.u.]程度に収まるような場合を扱う。

負荷の範囲としては軽負荷である 0.4[p.u.]程度から重負荷である 1.3[p.u.]程度の範囲で
シミュレーションを行う。これに対し、PV 出力は 0[p.u]～1.5[p.u.]までの値を用いる。
主に PV 出力が負荷よりも大きい場合、すなわち、太陽光発電が大量導入され、逆潮流が発
生しているようなケースを扱う。

図 2.10 本論文で扱う電力系統モデル

2.4

本研究で扱う擾乱

表１.2 に電圧不安定をもたらす事象を示したが、これらは、電圧不安定を起こす、代表的
な事象であり、本研究でもこれらの擾乱を扱う。表 2.3 にそれぞれの擾乱の特徴を示す。
表 2.3 本研究で扱う擾乱
擾乱の種類

機構

負荷増大

誘導機の機械的出力が増加することにより、すべりが増加することで等
すべり曲線が、右下方向に推移。右側ノーズ端の存在により、
𝑑𝑠

𝐻 𝑑𝑡 =
負荷減少

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 を満足する平衡点がなければ電圧崩壊が起こりうる。

誘導機の機械的出力が減少することにより、すべりが減少することで等
すべり曲線が、左上方向に推移。左側ノーズ端の存在により、
𝑑𝑠

𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 を満足する平衡点がなければ電圧崩壊が起こりうる。
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太陽光発電
出力減少

𝑑𝑠

PV カーブが縮小し、動作点が変化することで、𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀に従

い、すべりが変化していく。右側ノーズ端の存在により、電圧崩壊が起
こりうる。
太陽光発電

逆潮流が大きくなるほど太陽光発電出力が増加すると、PV カーブは縮

出力増加

小する。このとき、軽負荷状態であれば左側ノーズ端の存在により電圧
崩壊が起こりうる。

送電線インピ

PV カーブが縮小する。軽負荷状態であれば左側ノーズ端の存在により、

ーダンス増加

重負荷状態であれば右側ノーズ端の存在により、電圧崩壊が起こりうる。

次章ではこれらの擾乱が発生した場合の電圧安定性について、誘導機のみの場合と誘導
機負荷と定電力負荷が混在する場合の２パターンを想定し議論する。
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第3章
3.1

定電力負荷が混在する場合

負荷が混在することの表現

誘導機負荷が混在するモデルを表現するために、誘導機比率(ratio)という概念を導入する。
誘導機比率は負荷として存在する誘導機の台数が変化したことを表現するパラメータで、
誘導機負荷のみが存在し、それぞれが定格運転状態のもと、𝑃𝐿𝐼𝑀 = 1.0[p. u. ]となるという
条件での誘導機の台数を、𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1と表現し、この場合を基準として、ratioが変わった場
合は、誘導機の台数が ratio 倍になり𝑃𝐿𝐼𝑀 も ratio 倍になるとする。このとき、𝑃𝐿 として減
った1.0 ×(1 − ratio)[p.u.]分の定電力負荷が入ってくると考える。つまり𝑃𝐿𝐶𝑃 = 1 −
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜[𝑝. 𝑢. ]となる。例えば𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.75のときでは、図 3.1 のような状態を想定しているこ
とになる。この場合は基準となる負荷状態1.0[p. u. ]の 25%である 0.25[p.u.]の定電力負荷が
存在するものとし、誘導機負荷の容量が誘導機負荷のみの場合の 0.75 倍に減ったことを誘
導機負荷のパラメータ、𝑟𝐼𝑀 と𝑥𝐼𝑀 を変化させることで表現する。具体的には並列接続されて
いる誘導機負荷の台数が減ると考えればよいので、ratio=1 の場合の𝑟𝐼𝑀 =0.061 と𝑥𝐼𝑀 =0.2
を、以下の式(3.1), (3.2) を用いて修正する。
𝑟𝐼𝑀 = 0.061 ×
𝑥𝐼𝑀 = 0.2 ×

1
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

1
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

(3.1)
(3.2)

図 3.1 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.75の時の概念図
電力系統において、電圧変動時の過渡特性について誘導機の比率を考慮した議論を行な
っている論文はこれまでにもある[9]が、誘導機比率を考慮した PV カーブについて研究して
いるものはない。次項以降では、2.4 節で紹介した電圧不安定を引き起こす可能性がある 5
種類の擾乱に対して、誘導機比率の異なる電力系統で、電圧安定性がどう変わってくるか
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を明らかにする。

3.2

負荷増大時の電圧安定性

はじめに、負荷が増大する場合を考える。時間𝑡 = 1[𝑠]の時点で誘導機負荷が過負荷とな
𝑑𝑠

って、機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が 1.2 倍に増加するとする。𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が増加すると𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 に

より、すべりが増加し、動作点が変化していく。また、定電力負荷が混在する場合は𝑃𝐿𝐶𝑃 も
1.2 倍になるとする。

3.2.1

誘導機負荷のみの場合

まず、誘導機負荷のみの場合について検討する。各パラメータを表 3.1 に示す。
表 3.1 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.05

0.064

0.4

1.5

0.0689

この時の PV カーブ上の動作点の動きを以下の図 3.2 を用いて追ってみる。

図 3.2 負荷増加時の PV カーブと等すべり曲線（ratio = 1.0）
まず、図 3.2 中の①は初期の動作点である。この時、誘導機負荷の動特性を支配する式
(2.19)の右辺第一項は𝑃𝐿𝐼𝑀 に等しく 1.05 であり、赤実線で示されている。
𝐻

𝑑𝑠 𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
=
− 𝑃𝐿𝐼𝑀
𝑑𝑡 1 − 𝑠

(2.19:再掲)

𝑡 = 1[𝑠]の時点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が 1.2 倍に増加した直後を考えると、式(2.19)の右辺第
一項も 1.29 へと増加し、図中②の赤破線で示される。結果、式(2.19)の右辺は正の値を取
り、すべりは増加していく。③ではすべりが増加することにより、式(2.19)の右辺第一項
を示す赤破線が右へと移動していき、同時に等すべり曲線が右下方向に移動していく。等
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すべり曲線の移動に伴い、はじめは、消費有効電力𝑃𝐿 は増加していく。しかし、ノーズに達
しても動作点は赤点線の左側にあり、つまり、式(2.19)の右辺は正であるため、すべりは
増加し続け、等すべり曲線は右下方向への推移を続け、𝑃𝐿 は減少に転ずる。PV カーブと等
すべり曲線の交点の推移を見れば明らかなように、この間、𝑣𝑟 は減少し続ける。
図 3.3 にすべりの時間推移を、図 3.4 に消費電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の
時間推移を破線で示す。

図 3.3 すべりの時間推移（ratio = 1.0,負荷増大により電圧崩壊に至る）

図 3.4 消費電力𝑃𝐿 ,電端電圧𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 1.0,負荷増大により電圧崩壊に至る）
このように、この場合は負荷増大により電圧崩壊が起こる。ここで特に注目すべきは、
送電線潮流でみると、初期状態での無限大母線への向けての有効電力潮流である
0.45[p.u.]から約 0.24[p.u.]へと減少させる方向への負荷増加時に、電圧不安定が発生し
ていることである。これは、誘導機の軸負荷が増加したことにより、誘導機の無効電力消
費が増大したことが大きな要因であると考えられる。

3.2.2

誘導機負荷と定電力負荷が混在する場合
17

次に、誘導機負荷と定電力負荷が𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5で混在する場合について 3.2.1 と同様の負荷
増大が起こることを考える。時間𝑡 = 1[𝑠]の時点で誘導機負荷が過負荷となって、機械的出
力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 と定電力負荷𝑃LCP が 1.2 倍に増加する。初期条件は誘導機出力𝑃𝐿𝐼𝑀 = 0.55と定電力
負荷𝑃LCP = 0.5とし、これらの和である負荷消費電力𝑃𝐿 が 1.05[p.u.]となる。また、定電力
負荷の力率は 1 とする。各パラメータを表 3.2 に示す。
この場合は、負荷増大後、過渡的な変化を経て安定な動作点に至る。負荷増大の前後で、
𝑃𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.55→0.67、𝑃LCP [𝑝. 𝑢. ]は 0.5→0.6、𝑄𝐿 [𝑝. 𝑢. ] = 𝑄𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.014→0.023 へ
と増加し、𝑣𝑟 [𝑝. 𝑢. ]は 1.04→1.02 と減少する。また、すべり𝑠は 0.0647→0.0858 と増加す
る。
表 3.2 各パラメータ

初期条件
安定化後

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

1.04

1.05

0.014

0.4

1.5

0.0647

1.02

1.27

0.023

0.0858

この時の PV カーブ上の動作点の動きを以下の図 3.5 を用いて追ってみる。

図 3.5 負荷増加時の PV カーブと等すべり曲線（ratio = 0.5）
まず、図 3.5 中の①は初期の動作点である。この時、誘導機負荷の動特性を支配する式
(2.19)の右辺第 一項は誘導機負荷𝑃𝐿𝐼𝑀 に 等しく 0.55[p.u]であり、定電力負荷𝑃𝐿𝐶𝑃 =
0.5[p. u. ]との和である𝑃𝐿 = 1.05[𝑝. 𝑢. ]が、赤実線で示されている。
𝐻

𝑑𝑠 𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
=
− 𝑃𝐿𝐼𝑀
𝑑𝑡 1 − 𝑠

(2.19:再掲)

𝑡 = 1[𝑠]の時点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が 1.2 倍に増加し、𝑃𝐿𝐶𝑃 も 0.5[p.u.]から 0.6[p.u.]へ
増加した直後を考えると、動作点は増加後の PV カーブと初期のすべり 0.0647 での等すべ
り曲線との交点である図中②に移り、𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 はステップ上に変化する。この時、式(2.19)の
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右辺第一項は 0.66 へと増加し、𝑃𝐿𝐶𝑃 = 0.6との和が図中の赤破線(𝑃𝐿 = 1.26)で示される。
結果、式(2.19)の右辺は正の値を取り、すべりは増加していく。すべりが増加することに
より、式(2.19)の右辺第一項を示す赤破線が右へと移動していき、同時に等すべり曲線が
右下方向に移動していく。等すべり曲線の移動に伴い、消費有効電力𝑃𝐿 は増加していき、𝑃𝐿 が
赤破線を追いかける形になる。𝑃𝐿 は 1.27 となる③の位置で赤破線に追いつき、式(2.19)の
右辺は 0 となり、安定となる。𝑣𝑟 は減少した後、安定となる。
図 3.6 にすべりの時間推移を、図 3.7 に消費電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の
時間推移を破線で示す。

図 3.6 すべりの時間推移（ratio = 0.5,負荷増大後も電圧崩壊に至らない）

図 3.7 𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 0.5,負荷増大後も電圧崩壊に至らない）
このように同規模の負荷増大に対しても、定電力負荷が混在する場合は電圧崩壊に至って
いない。
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3.3

負荷減少時の電圧安定性

次に、負荷が減少する場合を考える。時間t = 1[s]の時点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が 0.7 倍に減
𝑑𝑠

少するとする。𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が減少すると𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 により、すべりが減少し、動作点が変

化していく。また、定電力負荷が混在する場合は𝑃𝐿𝐶𝑃 も 0.7 倍になるとする。

3.3.1

誘導機負荷のみの場合

まず、誘導機負荷のみの場合について検討する。各パラメータを表 3.3 に示す。
表 3.3 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.913

0.70

0.081

0.4

1.9

0.0528

この時の PV カーブ上の動作点の動きを以下の図 3.8 を用いて追ってみる。

図 3.8 負荷減少時の PV カーブと等すべり曲線（ratio = 1.0）
まず、図 3.8 中の①は初期の動作点である。この時、誘導機負荷の動特性を支配する式
(2.19)の右辺第一項は𝑃𝐿𝐼𝑀 に等しく、0.70[p.u]であり、赤実線で示されている。
𝐻

𝑑𝑠 𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
=
− 𝑃𝐿𝐼𝑀
𝑑𝑡 1 − 𝑠

(2.19:再掲)

t = 1[s]の時点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 が 0.7 倍に減少した直後を考えると、式(2.19)の右辺第
一項も 0.49 へと減少し、図中の赤破線で示される。結果、式(2.19)の右辺は負の値を取り、
すべりは減少していく。②ではすべりが減少することにより、式(2.19)の右辺第一項を示
す赤破線が左へと移動していき、同時に等すべり曲線が左上方向に移動していく。等すべ
り曲線の移動に伴い、消費有効電力𝑃𝐿 は減少していき、動作点は、赤破線で示される式(2.19)
の右辺第一項を追いかける形になるが、追いつく前に PV カーブと等すべり曲線は交点を持
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たなくなり、電圧崩壊に至る。
以下の図 3.9 にすべりの時間推移を、図 3.10 に消費電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端
電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で示す。

図 3.9 すべりの時間推移（ratio = 1.0,負荷減少により電圧崩壊に至る）

図 3.10 消費電力𝑃𝐿 ,電端電圧𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 1.0,負荷減少により電圧崩壊に至る）

3.3.2

誘導機負荷と定電力負荷が混在する場合

誘導機負荷と定電力負荷が ratio=0.5 で混在する場合について考える。時間t = 1[s]の時
点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 と定電力負荷𝑃𝐿𝐶𝑃 が 0.7 倍に減少するとする。初期条件は誘導機出力
𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 = 0.20と定電力負荷𝑃LCP = 0.5とし、これらの和である負荷消費電力𝑃𝐿 が 0.7[p.u.]
となる。また、定電力負荷の力率は 1 とする。各パラメータを表 3.4 に示す。
この場合は、負荷減少後、過渡的な変化を経て安定な動作点に至る。負荷減少の前後で、
𝑃𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.2→0.14、𝑃LCP [𝑝. 𝑢. ]は 0.5→0.35、𝑄𝐿 [𝑝. 𝑢. ] = 𝑄𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.0057→0.0056
へと減少し、𝑣𝑟 [𝑝. 𝑢. ]は 0.977→0.899 と減少する。また、すべり𝑠は 0.0258→0.0211 と減
少する。
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表 3.4 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.977

0.70

0.0057

0.4

1.9

0.0258

0.899

0.49

0.0056

安定化後

0.0211

この時の PV カーブ上の動作点の動きを以下の図 3.11 を用いて追ってみる。

図 3.11 負荷減少時の PV カーブと等すべり曲線
まず、図 3.11 中の①は初期の動作点である。この時、誘導機負荷の動特性を支配する式
(2.19)の右辺第一項は𝑃𝐿𝐼𝑀 に等しく 0.2[p.u.]であり、定電力負荷𝑃𝐿𝐶𝑃 との和 0.70[p.u.]が
赤実線で示されている。
𝐻

𝑑𝑠 𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
=
− 𝑃𝐿𝐼𝑀
𝑑𝑡 1 − 𝑠

(2.19:再掲)

t = 1[s]の時点で機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 と定電力負荷𝑃𝐿𝐶𝑃 が 0.7 倍に減少した直後を考えると、
動作点は減少後の PV カーブと初期のすべり 0.0258 での等すべり曲線との交点である②に
移り、𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 はステップ上に減少する。その後、式(2.19)の右辺は負の値であるので、すべ
りは減少していく。すべりが減少することにより、式(2.19)の右辺第一項と𝑃𝐿𝐶𝑃 の和を示す
赤線が左へと移動していき、同時に等すべり曲線が左上方向に移動していく。等すべり曲
線の移動に伴い、消費有効電力𝑃𝐿 は減少していき、赤破線で示される式(2.19)の右辺第一項
を追いかける形になり、③の𝑃𝐿 = 0.49の時点で追いつき、安定となる。この間、𝑃𝐿 と𝑣𝑟 は
わずかではあるが減少し続ける。
以下の図 3.12 にすべりの時間推移を、図 3.13 に消費電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端
電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で示す。
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図 3.12 すべりの時間推移（ratio = 0.5,負荷減少後も電圧崩壊に至らない）

図 3.13 𝑃𝐿 , 𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 0.5,負荷減少後も電圧崩壊に至らない）
このように同規模の負荷減少に対しても、定電力負荷が混在する場合は電圧崩壊に至っ
ていない。

3.4

太陽光出力急減時の電圧安定性

ここでは、太陽光発電が大量導入されている系統で、その出力が急減した場合の電圧安
定性について検討する。具体的には、初め、1.5[p.u.]あった太陽光発電出力が、時間t = 1[s]の
時点でステップ上に 0[p.u.]になる場合を想定する。また、初期の負荷は誘導機負荷、定電
力負荷を合わせて 1.05[p.u.]であるとする。

3.4.1

誘導機負荷のみの場合

まずは負荷が誘導機負荷のみである場合、つまり ratio=1.0 の場合について検討する。こ
の場合の太陽光発電急減前後の PV カーブをそれぞれ図 3.14 に、各パラメータを表 3.5 に
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示す。

図 3.14 太陽光発電出力急減前後の PV カーブ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1)
表 3.5 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1)

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.05

0.064

0.4

1.5

0.0689

図中赤実線は初期の負荷を表している。以下 PV カーブを用いてこの擾乱に対する系統の
電圧安定性を検討していく。図 3.14 の PV カーブ上に初期のすべり𝑠 = 0.0689での等すべ
り曲線を表すと図 3.15 のようになる。図 3.16 は図 3.15 を拡大したものである。

図 3.15 PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1）

24

図 3.16 PV カーブと等すべり曲線（拡大図）(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1)
まず図中①の点は初期の動作点である。
初期の負荷消費電力を 1.05[p.u.]としているので、
これを表す図中赤実線と急減前の PV カーブである青線との交点が初期の動作点となって
いる。このときのすべりは 0.0689 である。
次に②では太陽光出力急減が発生し、それでもすべりは不変であるので、すべりが 0.0689
の等すべり曲線上を推移し、太陽光急減後の PV カーブである青破線との交点である③の点
まで推移する。
③の点では電気的出力𝑃𝐿𝐼𝑀 は初期の値よりも低下しているが、機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 は不変であ
𝑑𝑠

る。そのため、式(2.19)（𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 ）の右辺が正となり、すべりは増加し、等すべ

り曲線は右下方向へと推移していく。④では、これに伴い、等すべり曲線と PV カーブの交
点である動作点も PV カーブ上を右下に推移していっている。
⑤では動作点はノーズ端に達し、ここで𝑃𝐿𝐼𝑀 の値は極大値をとるが、未だ式(2.19)の右辺
は正であるため、すべりは増大し、等すべり曲線は右下方向へ推移していき、電圧崩壊に
至る。
次に、動的なシミュレーションで各パラメータの推移を見てみる。図 3.17 にすべりsの時
間推移を、図 3.18 に負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線
で示す。1[s]の時点で太陽光発電出力が 1.5[p.u.]から、0[p.u.]に変化している。
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図 3.17 すべりの時間推移（ratio = 1.0,PV 急減により電圧崩壊に至る）

図 3.18 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 1.0,PV 急減により電圧崩壊に至る）
図 3.17 で確認できる通り、すべりは擾乱発生時から単調に増加し続ける。また、負荷有
効電力𝑃𝐿 は擾乱発生時に急減した後、増加していき、減少に転じている。受電端電圧𝑣𝑟 は擾
乱発生時に急減し、その後も単調に減少していく。このようにこの場合、系統の電圧安定
性は保たれない。

3.4.2

誘導機負荷と定電力負荷が混在する場合

次に負荷として誘導機負荷と定電力負荷が混在している場合で ratio=0.5 の場合について
検討する。初期条件は誘導機出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 = 0.55と定電力負荷𝑃LCP = 0.5とし、これらの和で
ある負荷消費電力𝑃𝐿 が 1.05[p.u.]となる。また、定電力負荷の力率は 1 とする。この場合
の太陽光急減前後の PV カーブと等すべり曲線をそれぞれ図 3.19, 図 3.20 に、各パラメー
タを表 3.6 に示す。図中赤線は初期の負荷として 1.05[p.u.]を表している。図 3.20 は図 3.19
を拡大したものである。

26

この場合は、PV 出力減少後、過渡的な変化を経て安定な動作点に至る。PV 出力減少の前
後で、𝑃LCP [𝑝. 𝑢. ]は 0.5 で不変、𝑃𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.55→0.56 へと増加、𝑄𝐿 [𝑝. 𝑢. ] = 𝑄𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は
0.014→0.0067 へと減少し、𝑣𝑟 [𝑝. 𝑢. ]は 1.04→0.935 と減少する。また、すべり𝑠は 0.0647
→0.0843 と増加する。

図 3.19 太陽光発電出力急減前後の PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5）

図 3.20 太陽光発電出力急減前後の PV カーブと等すべり曲線（拡大図）(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5)
表 3.6 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5)

初期条件
安定化後

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

1.04

1.05

0.014

0.4

1.5

0.0647

0.935

1.06

0.0067

0

0.0843

まず図中①の点は初期の動作点である。
初期の負荷消費電力を 1.05[p.u.]としているので、
これを表す図中赤色の直線と急減前の PV カーブである青実線との交点が初期の動作点と
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なっている。このときのすべりは 0.0647 である。
次に②では太陽光発電の急減が発生し、それでもすべりは不変であるので、すべりが
0.0647 の等すべり曲線上を推移し、太陽光急減後の PV カーブである青破線との交点であ
る③の点まで推移する。
③の点では電気的出力𝑃𝐿𝐼𝑀 は初期の値よりも低下しているが、機械的出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 は不変であ
𝑑𝑠

る。そのため、式(2.19)（𝐻 𝑑𝑡 =

𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚
1−𝑠

− 𝑃𝐿𝐼𝑀 ）の右辺が正となり、すべりは増加し、等すべ

り曲線は右下方向へと推移していく。④では、これに伴い、等すべり曲線と PV カーブの交
点である動作点も PV カーブ上を右下に推移していっている。
⑤の点では式(2.19)の右辺が 0 となり、すべりは変化を止め、安定となる。
これについて、動的なシミュレーションで各パラメータの推移を見てみる。図 3.21 にす
べりsの時間変化を、図 3.22 に負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の時間推
移を破線で示す。1[s]の時点で太陽光発電出力が 1.5[p.u.]から、0[p.u.]に変化している。

図 3.21 すべりの時間推移（ratio = 0.5, PV 急減後も電圧崩壊に至らない）

図 3.22 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 0.5, PV 急減後も電圧崩壊に至らない）
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図 3.21 で確認できる通り、すべりは擾乱発生時から単調に増加していくが、式(2.19)の
右辺が 0 となる点で安定となる。また、負荷有効電力𝑃𝐿 は擾乱発生時に急減した後、増加
していき、安定となる。受電端電圧𝑣𝑟 は擾乱発生時に急減し、その後も減少を続け安定とな
る。このように、電圧は低下し続けて一定に落ち着くが、負荷消費電力𝑃𝐿 は一旦減少の後増
加するという、特異な動きをする。なお、𝑃𝐿 の最終値が初期値より若干増加するのは、機械
出力を一定としているので、電圧が低下して誘導機の電流が増加し、抵抗損が増加するた
めである。
このように同規模の PV 出力減少に対しても、定電力負荷が混在する場合は電圧崩壊に至
っていない。

3.5

太陽光出力急増時の電圧安定性

本節では 3.4 節とは逆で太陽光発電出力が急激に増加した場合の電圧安定性について検
討する。具体的には、初め、1.8[p.u.]であった太陽光発電出力が、時間t = 1[s]の時点でス
テップ上に 2.0[p.u.]になる場合を想定する。また、初期の負荷は誘導機負荷、定電力負荷
を合わせて 0.7[p.u.]であるとする。

3.5.1

誘導機負荷のみの場合

まずは負荷が誘導機負荷のみである場合、つまり ratio=1.0 の場合について検討する。こ
の場合の太陽光出力急増前後の PV カーブをそれぞれ図 3.23 に、各パラメータを表 3.7 に
示す。
この例では、太陽光出力増加後の青色点線の PV カーブは等すべり曲線との交点をもたず、
不安定となる。

図 3.23 太陽光発電出力急増前後の PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1）
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表 3.7 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1)

初期条件

3.5.2

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.951

0.7

0.059

0.4

1.8

0.0484

誘導機負荷と定電力負荷が混在する場合

次に負荷として誘導機負荷と定電力負荷が混在している場合で ratio=0.5 の場合について
検討する。初期条件は誘導機出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 = 0.20と定電力負荷𝑃LCP = 0.5とし、これらの和で
ある負荷消費電力𝑃𝐿 が 0.7[p.u.]となる。また、定電力負荷の力率は 1 とする。各パラメー
タを表 3.4 に示す。
この場合の太陽光急増前後の PV カーブをそれぞれ図 3.24, 図 3.25 に、
各パラメータを表 3.8 に示す。
図 3.25 は図 3.24 を拡大したものである。こちらの場合では、
等すべり曲線と太陽光出力増加後の青色の PV カーブは交点をもち、太陽光の出力急増後は
動作点がここに移った後、3.2.2 項で見た場合と同様の動作点の推移を経て、安定な動作点
へと至る。
この場合は、PV 出力増加の前後で、𝑃LCP [𝑝. 𝑢. ],は 0.5 で不変、𝑃𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.20 で元通り
回復、𝑄𝐿 [𝑝. 𝑢. ] = 𝑄𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.004→0.008 へと増加し、𝑣𝑟 [𝑝. 𝑢. ]は 1.002→0.944 と減少
する。また、すべり𝑠は 0.0245→0.0276 と増加する。

図 3.24 太陽光発電出力急増前後の PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5）
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図 3.25 太陽光発電出力急増前後の PV カーブと等すべり曲線（拡大図）
（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5）
表 3.8 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5)

初期条件
安定化後

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

1.002

0.70

0.004

0.4

1.8

0.0245

0.944

0.70

0.008

2.0

0.0276

図 3.26 にすべりsの時間推移を、図 3.27 に負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端
電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で示す。1[s]の時点で太陽光発電出力が 1.8[p.u.]から、2.0[p.u.]に
変化している。

図 3.26 すべりの時間推移（ratio = 0.5, PV 急増後も電圧崩壊に至らない）
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図 3.27 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 0.5, PV 急増後も電圧崩壊に至らない）
このように同規模の PV 出力減少に対しても、定電力負荷が混在する場合は電圧崩壊に至
っていない。

3.6

送電線インピーダンス増加時の電圧安定性

本節では送電線インピーダンスが増加した場合の電圧安定性について検討する。ここで
は送電線リアクタンス𝑥が、時間t = 1[s]の時点で 0.4[p.u.]から 0.55[p.u.]に増加することを
考える。

3.6.1

誘導機負荷のみの場合

まずは誘導機負荷のみの場合について考察する。図 3.28 に送電線インピーダンス増加前
の PV カーブを青実線で、増加後の PV カーブを青破線で示す。インピーダンス増加後は PV
カーブが縮小している様子が見て取れる。各パラメータを表 3.9 に示す。

図 3.28 送電線インピーダンス増加後の PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1.0）
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表 3.9 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1.0)

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.05

0.064

0.4

1.5

0.0689

この場合は 3.4.1 と同様の推移を経て、電圧不安定となる。図 3.29 にすべりsの時間推移
を、図 3.30 に負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で示す。

図 3.29 すべりの時間推移（ratio = 1.0,送電線 Z 増加により電圧崩壊に至る）

図 3.30 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 1.0,送電線 Z 増加により電圧崩壊に至る）

3.6.2

誘導機負荷と定電力負荷が混在する場合

次 に 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5の 場 合 を 考 え る。 初 期 条 件 は 誘 導 機 出力𝑃𝐿𝐼𝑀𝑚 = 0.55と 定 電 力 負 荷
𝑃LCP = 0.5とし、これらの和である負荷消費電力𝑃𝐿 が 1.05[p.u.]となる。また、定電力負荷
の力率は 1 とする。
図 3.31,図 3.32 に送電線インピーダンス増加前の PV カーブを青実線で、
増加後の PV カーブを青破線で示す。図 3.32 は図 3.31 を拡大したものである。また、表 3.10
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に各パラメータを示す。
なお、送電線インピーダンス増加後の PV カーブは、図 3.28 の ratio=1 の場合よりも領
域が拡大している。これは誘導機負荷の割合が少なくなったので、電圧低下時の誘導機負
荷の無効電力特性の影響が軽減されているためである。これにより、インピーダンス増加
後に PV カーブと、等すべり曲線との交点が存在することになり、電圧安定性が改善される
ことがわかる。
シミュレーション結果としては、PV 出力減少後、過渡的な変化を経て安定な動作点に至
る。PV 出力減少の前後で、𝑃LCP [𝑝. 𝑢. ]は 0.5 で不変、𝑃𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.55→0.553 へとわずか
に増加、𝑄𝐿 [𝑝. 𝑢. ] = 𝑄𝐿𝐼𝑀 [𝑝. 𝑢. ]は 0.031→0.008 へと減少し、𝑣𝑟 [𝑝. 𝑢. ]は 1.04→1.0 と減少す
る。また、すべり𝑠は 0.0647→0.0710 と増加する。

図 3.31 送電線インピーダンス増加後の PV カーブと等すべり曲線（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5）

図 3.32 送電線インピーダンス増加後の PV カーブと等すべり曲線（拡大図）
（𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5）
表 3.10 各パラメータ(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.5)

初期条件
安定化後

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

1.04

1.05

0.031

0.4

1.5

0.0647

1.00

1.05

0.008

0.55
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0.0710

この場合は 3.4.2 と同様の推移を経て、電圧は低下するものの安定な状態に至る。図 3.33
にすべりsの時間推移を、図 3.34 に負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の時
間推移を破線で示す。

図 3.33 すべりの時間推移（ratio = 0.5, 送電線 Z 増加後も電圧崩壊に至らない）

図 3.34 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（ratio = 0.5, 送電線 Z 増加後も電圧崩壊に至らない）
このように同規模の送電線インピーダンス増加に対しても、定電力負荷が混在する場合
は電圧崩壊に至っていない。

3.7

誘導機負荷が電圧安定性に与える影響の考察

本章で見た結果は定電力負荷と誘導機負荷が混在する電力系統においては定電力負荷の
比率が多いほど、すなわち、誘導機負荷の比率が少ないほど、電圧安定性の面で有利であ
るということを示唆している。このことの意味について詳しく考察してみる。
まず、しばしば PV カーブを用いて電圧安定性を議論するときに用いられる定電力負荷と
定電流負荷と定インピーダンス負荷についてその電圧安定性に与える影響をみてみる。こ
こでは簡単のため、それぞれの負荷のみで構成される電力系統を想定し、図 3.23 に示す 2.1
節で導出した基本的な PV カーブを用いて説明する。
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図 3.23 基本的な PV カーブ
2.1 節で述べたように PV カーブを用いて電圧安定性を議論する場合には PV カーブと負荷
特性を表す曲線との交点に注目する。定電力負荷、定電流負荷、定インピーダンス負荷の
負荷特性はそれぞれ以下の式(3.3)(3.4)で表される。
𝑃𝐿 = 𝑃0 𝑣𝑟 𝛼

(3.3)

𝛽

(3.4)

𝑄𝐿 = 𝑃0 𝑣𝑟

α = β = 0：定電力特性
α = β = 1：定電流特性
α = β = 2：定インピーダンス特性
α, βは負荷の電圧特性定数と呼ばれる。それぞれについて𝑃0が 0.5[p.u.]の場合の負荷特
性を実線で 0.65[p.u.]の場合の負荷特性を破線で図 3.23 に重ねて表したものが図 3.24～
図 3.26 である。ただし、いずれも力率は 1 としている。

図 3.24 負荷が定電力特性の場合
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図 3.25 負荷が定電流特性の場合

図 3.26 負荷が定インピーダンス特性の場合
これを見ると定電力負荷の場合は、負荷の増加により解を持たなくなっているのに対し、
他の二つの負荷特性のの場合は増加後も解を持っていることが分かる。また、定電流特性
が直線として表わされるのに対し、定インピーダンス特性は上に凸な曲線になっており電
圧が低くなった領域でも解を持ちやすいことが分かる。このように定電力負荷、定電流負
荷、定インピーダンス負荷の３種類の負荷についてはこの順に電圧安定性が悪いと言うこ
とができる。本来、負荷の電圧特性定数は系統にあわせて整数に限らず様々な値を取りう
る[10]が、本研究では、電圧安定性が厳しいケースを検討するためにα = β = 0である定電力
特性を混在する負荷の特性として設定している。
一方で、誘導機負荷が電圧安定性に与える影響については、2.2 節で示したように PV カ
ーブの意味が先の３種類の負荷の電圧安定性の議論に用いたものと異なるため、一概に同
じ方法で議論することはできない。誘導機負荷はすべりの変化によって生じる動特性によ
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り、電圧安定性に悪影響を及ぼすと考えられている。ここでは、誘導機負荷のすべりの変
化に着目して、その電圧安定性に関する影響を考察する。
誘導機負荷の消費有効電力𝑃𝐿 、消費無効電力𝑄𝐿 は、電圧𝑣𝑟 とすべりｓの関数として以下の
式(3.5)(3.6)のように表される。
𝑃𝐿 =
𝑄𝐿 =

𝑠𝑟𝐼𝑀
𝑣2
+ 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀 2 𝑟

(3.5)

𝑠 2 𝑥𝐼𝑀
𝑣2
𝑟𝐼𝑀 2 + 𝑠 2 𝑥𝐼𝑀 2 𝑟

(3.6)

𝑟𝐼𝑀

2

図 3.27, 3.28 に有効電力𝑃𝐿 を青線で、無効電力𝑄𝐿 を赤線で、𝑣𝑟 = 1.0の場合について実
線、𝑣𝑟 =

1

の場合について破線で示す。図 3.27 をすべりが 0 から 0.1 の範囲で拡大したも

√2

のが図 3.28 である。

図 3.27 誘導機の消費有効電力、無効電力とすべりの関係（𝑣𝑟 = 1.0）

図 3.28 誘導機の消費有効電力、無効電力とすべりの関係（拡大図）（𝑣𝑟 = 1.0）
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今、𝑣𝑟 = 1.0[𝑝. 𝑢. ]で有効電力𝑃𝐿 が 0.5[p.u.]の状態から𝑣𝑟 が

1
√2

[𝑝. 𝑢. ]に低下することを考

える。このとき、有効電力𝑃𝐿 を一定に保とうとするとすべり𝑠は増加し、無効電力𝑄𝐿 は増加
することになる。つまり、受電端電圧が下がるような擾乱が発生した時に、有効電力を一
定に保とうとすれば無効電力消費𝑄𝐿 が増加してしまう。これが、誘導機の動特性が電圧安
定性に悪影響を及ぼす理由と考えられ、本章のシミュレーション結果からは定電力負荷が
増えれば電圧安定性が増す、ということではなく、誘導機負荷が増えれば、電圧低下を伴
う擾乱に対して、電圧安定性が悪化するという解釈ができる。
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第4章
4.1

タップ付き変圧器を含む系統

タップ付き変圧器

送電線あるいは配電線の電圧を調整するために、電圧の変動に応じて変圧器に負荷をか
けた状態で、巻線のタップを切り替える装置を負荷時タップ切替器といい、これが備わっ
ている変圧器をタップ付き変圧器(LTC)と呼ぶ。たとえば送電線の 1 回線事故時には前章で
みたような送電線インピーダンスの増加が起こり、変圧器二次側の電圧は低下するが、タ
ップ付き変圧器が備わっている場合には、タップ上げ動作により徐々に電圧が回復する。
本章では以下の図 4.1 に示すモデルを用い、LTC を含む電力系統について考察する。また、
タップ付き変圧器の効果を検証するのが目的であるため、本章では、ratio = 1.0の場合のみ
を扱う。

図 4.1 LTC を含む系統

4.2

タップ付き変圧器を含む系統のモデル化

図 4.1 に示した LTC を等価回路として示せば、図 4.2 のようになる。

図 4.2 LTC の等価回路
ここで、𝑥𝑡′ , 𝑦1 𝑦2 ,はタップ比 t の関数として以下のように表されるパラメータである。また、
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𝑥𝑡 はタップ比が１の時のタップ付き変圧器のリアクタンスである。
𝑥𝑡′ = 𝑡𝑥𝑡

(4.1)

𝑦1 =

𝑡−1
𝑗𝑡𝑥𝑡

(4.2)

𝑦2 =

1−𝑡
𝑗𝑡 2 𝑥𝑡

(4.3)

上記モデルから以下の 5 本の式が成り立つ。
𝑉𝑠 − 𝑉1 = 𝑗𝑥𝑙 𝐼𝑙

(4.4)

𝑗𝑥𝑡′ 𝐼1

(4.5)

−𝑗𝑦1 𝑉1 = 𝐼𝑙 − 𝐼1

(4.6)

−𝑗𝑦2 𝑉𝑟 = 𝐼1 − 𝐼𝑟

(4.7)

𝑉1 − 𝑉𝑟 =

𝑃 + 𝑗𝑄 = 𝑉𝑟 𝐼𝑟

∗

(4.8)

これを𝑉𝑟 , 𝐼𝑟 について解くと、以下の式(4.9)が得られる。
1
𝑥𝑙 + 𝑥𝑡′ (1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )
𝑉
−
𝑉
=
𝑗
𝐼
𝑟
(1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )(1 + 𝑥𝑡′ 𝑦2 ) + 𝑥𝑙 𝑦2 𝑠
(1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )(1 + 𝑥𝑡′ 𝑦2 ) + 𝑥𝑙 𝑦2 𝑟

(4.9)

タップ付き変圧器を考慮しない場合には以下の式(4.10)が成り立つ。
𝑉𝑠 − 𝑉𝑟 = 𝑗𝑥𝐿 𝐼𝑟

(4.10)

式(4.9)と式(4.10)を見比べると、タップ比が𝑡である場合は、以下の式(4.11)(4.12)のよう
に置き換えればいいことが分かる。
𝑉𝑠 →

1
𝑉
(1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )(1 + 𝑥𝑡′ 𝑦2 ) + 𝑥𝑙 𝑦2 𝑠

(4.11)

𝑥𝑙 + 𝑥𝑡′ (1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )
(1 + 𝑥𝑙 𝑦1 )(1 + 𝑥𝑡′ 𝑦2 ) + 𝑥𝑙 𝑦2

(4.12)

𝑥𝐿 →

𝑡 = 1 の場合は下記の式(4.13)のように式(4.9)は、タップが存在しない場合の式(4.10)と一
致する。
𝑉𝑠 − 𝑉𝑟 = 𝑗(𝑥𝑙 + 𝑥𝑡′ )𝐼𝑟 = 𝑗𝑥𝐿 𝐼𝑟

(4.13)

タップの動作制御の様子を以下の図 4.3 に示す。電圧の基準値から±2%の不感帯を取り、
不感帯からの逸脱分の時間積分値が 18%を超えると動作指令が出る。動作指令の一分後に
タップの上げ、もしくは下げ動作が行われる。これは、たとえば、5%の電圧低下が継続す
ると、6 分で積分器の出力が 18%になり、これのキック後 1 分間の時間遅れをもってタッ
プが 1 段階動作する。キック信号発生と同時に、積分器はリセットされる。電圧低下が 8%
の場合は 3 分後にキック動作が発生する。
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図 4.3 タップ動作の制御
タップは上げ下げともに 5 段階まで可能でタップ比 t は 1.0 から 0.02 刻みで変化するも
のとしている。

4.3

タップ比と PV カーブ

タップ比が変化した場合の負荷特性を考慮しない PV カーブの変化の様子を以下の図 4.4
に示す。図中青実線がタップ比𝑡 = 1.0の場合を示し、これに対してタップ比を 1.1,1.2 と
増加させた場合、0.9,0.8 と減少させた場合について図示している。

図 4.4 タップ比が変化した場合の PV カーブの変化
ここから分かるようにノーズ端は不変であるが、タップ比が増加するほど、PV カーブは
上方へ拡大していく様子が見て取れる。
誘導機負荷を考慮した場合の PV カーブもこの変化に付随して変わってくる。その様子を
𝑃𝑃𝑉 = 0の場合について図 4.5 に、𝑃𝑃𝑉 = 1.5の場合について図 4.6 に示す。
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図 4.5 タップ比が変化した場合の誘導機特性を考慮した PV カーブの変化(𝑃𝑃𝑉 = 0)

図 4.6 タップ比が変化した場合の誘導機特性を考慮した PV カーブの変化(𝑃𝑃𝑉 = 1.5)
このように誘導機特性を考慮した PV カーブの電圧高め領域では、タップ比の増加に従っ
て上方に引っ張られるような変化をする。そのため、動作点が高め解にあるときには、負
荷特性にもよるが、基本的に電圧が上昇する方向へと動作点が推移することになる。次項
でシミュレーションによりこの効果を確認する。

4.4

送電線インピーダンス増加時のタップによる電圧回復

ここでは送電線インピーダンスが増加した場合にタップにより電圧回復を行うことを考
える。例としては、タップ動作が有効に働く例と、タップ動作が追従できない例を扱う。

4.4.1

タップが有効に動作する場合
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ここでは𝑥が、0.4[p.u.]から 0.5[p.u.]に増加することを考える。シミュレーション条件
は以下の表 4.1 の通りである。
表 4.1 各パラメータ

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.051

0.064

0.4

1.5

0.0689

安定化後

0.913

1.067

0.132

0.5

１段階上げ後

0.953

1.057

0.114

0.0753

2 段階上げ後

0.986

1.050

0.102

0.0693

初期条件

0.0839

擾乱発生直後のすべり𝑠の時間推移を図 4.7 に、負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受
電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で図 4.8 に示す。

図 4.7 送電線 Z 増加直後のすべりの時間推移

図 4.8 送電線 Z 増加直後の𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移
このように擾乱発生直後からすべりは 0.0839 まで増加し、受電端電圧𝑣𝑟 は 0.9134[p.u.]
まで減少している。ここで図 4.3 に示すような動作をするタップ付き変圧器が備わっている
とすべりは下図 4.9 に示すような時間推移を、負荷有効電力𝑃𝐿 と受電端電圧𝑣𝑟 は図 4.10 の
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実線と破線で示すような時間推移を経て、受電端電圧の回復が行われる。図 4.10 において、
𝑃𝐿 の変化がとげのように見えている部分が２箇所かあるが、その１つ目の拡大図を図 4.11
に示す。過渡的にはタップ変化後の PV カーブに動作点が移るときに𝑃𝐿 は一時増加し、その
後、すべりの減少による等すべり曲線の移動によって動作点は𝑃𝐿 が減少する方向に移動して
いっている様子が表れていることが分かる。

図 4.9 送電線 Z 増加後のタップ動作によるすべりの時間推移

図 4.10 送電線 Z 増加後のタップ動作による𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移

図 4.11 送電線 Z 増加後のタップ動作による𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（t = 252～253[s]で拡大）
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この時のタップ比の時間推移を図 4.12 に積分器への入力 A を図 4.13 に示す。

図 4.12 送電線 Z 増加後のタップ比の時間推移

図 4.13 送電線 Z 増加後の積分器への入力
この場合は二段階のタップ上げ動作を行い、受電端電圧を回復していることがわかる。

4.4.2

タップ動作が追従できない場合

4.4.1 の例ではタップが有効に動作し、受電端電圧は回復したが、ここでは、タップ付き
変圧器が有効に動作をせず、電圧不安定となってしまうケースとして𝑥が、0.4[p.u.]から
0.52[p.u.]に増加することを考える。シミュレーション条件は以下の表 4.2 の通りである。
表 4.2 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.051

0.064

0.4

1.5

0.0689

擾乱発生直後のすべり𝑠の時間推移を図 4.14、負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端
電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で図 4.15 に示す。
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図 4.14 送電線 Z 増加後のすべりの時間推移（タップが追従できない場合）

図 4.15 送電線 Z 増加後の𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（タップが追従できない場合）
図 4.14, 4.15 から分かるように、このケースでは電圧低下が、タップ動作により回復す
ることなく、電圧不安定となってしまっている。積分器への入力 A を図 4.16 示す。これを
みると、等すべり曲線が PV カーブから外れる 2.5[s]時点においても A は-0.18%であり、動
作指令を出す-18%には達しておらず、タップ動作が追従できないことがわかる。
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図 4.16 送電線 Z 増加後の積分器への入力（タップが追従できない場合）

4.5

太陽光発電出力ランプ状増加時のタップによる電圧回復

ここでは太陽光発電出力が増加した場合の電圧安定性について検討する。3.5.1 に示した
ステップ上の増加の場合では、太陽光発電出力増加と同時に PV カーブ上で解を持たなくな
るため、タップ付き変圧器が有効に動作しないのは明らかである。タップなしでも電圧崩
壊には至らない場合とタップがなければ電圧崩壊に至る例を扱う。

4.5.1 タップなしでも電圧崩壊には至らない場合
ここでは𝑃𝑃𝑉 が、
1.8[p.u.]から 2.0[p.u.]にランプ状に 3 分かけて増加することを考える。
この場合は、3.5.1 のケースのようには電圧崩壊に至らない。これは𝑃𝑃𝑉 が変化することに
よる PV カーブの変化を、誘導機のすべりの変化が、追従できるため、等すべり曲線が変化
していくことで、PV カーブと等すべり曲線が交点を持ち続けるためである。𝑃𝑃𝑉 の時間推移
を示すと、図 4.17 ようになる。シミュレーション条件は以下の表 4.3 の通りである。

図 4.17 𝑃𝑃𝑉 の時間推移
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表 4.3 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.951

0.7

0.059

0.4

1.8

0.0484

この時、PV カーブと等すべり曲線は図 4.18 ようになる。また、擾乱発生直後のすべり𝑠の
時間推移を図 4.19、負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線
で図 4.20 示す。

図 4.18 PV 出力増加時の PV カーブと等すべり曲線

図 4.19 PV 出力増加時すべりの時間推移（タップ動作前）
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図 4.20 PV 出力増加時の𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移（タップ動作前）
図 4.18 において、①は初期の動作点であるが、𝑃𝑃𝑉 が増加するにつれて、PV カーブは縮
小し、動作点も移動していく。最終的に動作点は②まで移動し、受電端電圧は低下するが、
3.5.1 でみたステップ上の増加の場合とは異なり、電圧崩壊には至らない。このような場合
にはタップ付き変圧器による電圧回復が可能である。以下の図 4.21,4.22 にタップ動作によ
るすべり、負荷有効電力𝑃𝐿 , 受電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を示す。

図 4.21 タップ動作によるすべりの時間推移

図 4.22 タップ動作による𝑃𝐿 （実線）と𝑣𝑟 （破線）の時間推移
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この場合は四段階のタップ上げ動作を行い、30 分ほどの時間をかけて、受電端電圧を回
復していることがわかる。

4.5.2 タップなしでは電圧崩壊に至る場合
4.5.1 ではタップなしでも電圧は低下するものの、電圧崩壊には至らない例を扱ったが、
ここではタップ無しでは電圧崩壊に至ってしまう例、つまり、タップにより電圧崩壊を防
ぐことができる例を示す。𝑃𝑃𝑉 が、1.8[p.u.]から 2.01[p.u.]にランプ状に 15 分かけて増加
することを考える。まず、タップがない場合に電圧不安定が起こる様子を確認する。シミ
ュレーション条件は以下の表 4.4 の通りである。
表 4.4 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.951

0.7

0.059

0.4

1.8

0.0484

この時、PV カーブと等すべり曲線は図 4.23 の実線のようになる。また、擾乱発生直後か
らのすべり𝑠の時間推移を図 4.24 に、負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受電端電圧𝑣𝑟 の
時間推移を破線で図 4.25 に示す。

図 4.23

PV 出力増加時の PV カーブと等すべり曲線
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図 4.24 すべりの時間推移(タップ付き変圧器無し、電圧崩壊に至る)

図 4.25 𝑃𝐿 と𝑣𝑟 の時間推移(タップ付き変圧器無し、電圧崩壊に至る)

図 4.26 𝑃𝑃𝑉 の時間推移(タップ付き変圧器無し、電圧崩壊に至る)
これらを見ると、PV 出力電力が増加するにつれて、すべりは増加、受電端電圧は低下し
ていき、t = 750[s]において、解が得られず計算が終わっている。t = 750[s]時点での PV カ
ーブと等すべり曲線を図 4.22 に破線で示す。これをみるとt = 750[s]時点で、PV カーブと
等すべり曲線は接しており、これ以上 PV 出力電力が増加し、PV カーブが縮小すると、交点
を失い、電圧不安定となることが分かる。このとき、図 4.26 に示すように、𝑃𝑃𝑉 は 2.0083
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まで増加している。
次に、タップ付き変圧器が存在する場合のシミュレーション結果を示す。𝑃𝑃𝑉 の時間推
移を図 4.27 に、すべり𝑠の時間推移を図 4.28 に、負荷有効電力𝑃𝐿 の時間推移を実線で、受
電端電圧𝑣𝑟 の時間推移を破線で図 4.29 に、それぞれ示している。また、タップ動作の様子
として、タップ制御における積分器への入力 A を図 4.30 に、タップ比を図 4.31 にあわせ
て示す。A が±18%に達すると、タップ動作指令がなされ、動作時間である一分を経て、タ
ップ比の変更が行われる。

図 4.27 𝑃𝑃𝑉 の時間推移(タップ付き変圧器有り)

図 4.28 すべりの時間推移(タップ付き変圧器有り)
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図 4.29 𝑃𝐿 （実線）と𝑣𝑟 （破線）の時間推移(タップ付き変圧器有り)

図 4.30 タップ制御における積分器への入力

図 4.31 タップ動作
この場合は𝑃𝑃𝑉 増加中に一段階目のタップ動作が行われ、電圧崩壊を免れていることが分
かる。その後もタップの上げ動作は続き、４段階のタップ上げ動作より、規定の値
（0.951-0.02<0.9343<0.951+0.02[p.u.]）まで電圧の回復が行われている。タップ付き変
圧器による電圧回復後の最終的な諸量を表 4.5 に示す。
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表 4.5 各パラメータ

タップ動作完了時

4.6

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.9343

0.701

0.105

0.4

2.01

0.0503

タップ付き変圧器の有効性

4.4.1、4.5 項で見たように、タップ動作は右側左側どちらのノーズ端に起因する電圧低
下に対しても、電圧崩壊に至る速度がタップの動作時間に比して遅ければ、有効に動作す
る。一方で、4.4.2 ではタップは有効に動作しなかった。これは、タップ動作の時定数が 1
分と長く、送電線インピーダンスが増加することによる電圧低下に応答できないためであ
る。タップ付き変圧器の有効性について以下の表 4.1 にまとめる。
表 4.6 タップ付き変圧器の有効性
擾乱の種類

タップの有効性

負荷変動

3.2.1, 3.4.1, 3.5.1 のようにタップ動作時間よりも速く電圧崩壊に至る
場合には有効でない。

太陽光発電

電圧崩壊に至る場合でも、変動がタップ動作に比して遅ければ有効で

出力変動

ある。
3.2.2, 3.3 節,3.4.2, 3.5.2 のようにタップ動作なしでも電圧低下に留ま
る場合は有効で、電圧をある程度復帰させる。

送電線インピー

送電線事故による急峻な変動に対しては有効でない。

ダンス増加
タップ動作より速く動作できる電圧回復手法として、無効電力制御がある。次章では PV
の無効電力出力制御について説明し、その有効性を検証する。
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第5章
5.1

PCS の無効電力制御

PCS の無効電力出力

太陽光発電設備には発電した直流電力を交流に変換するために PCS（パワーコンディショ
ナ）が用いられる。近年ではこの PCS に、系統の電圧上昇を抑制するために無効電力を注
入する機能が設けられている。
この無効電力の注入による電圧上昇の抑制には２種類の方法がある。１つは系統の電圧
が指定された電圧以上になると、指定された電圧以下になるまで力率制御の上限である力
率値まで、連続的に無効電力を注入して電圧を抑制する方法、もう１つは有効電力と無効
電力の比率を常に一定とする力率一定制御である。
ある時点での無効電力の出力可能量は PCS の最大出力容量とその時の出力力率に左右さ
れる。以下の図 5.1 に PCS が力率角θで動作している時の、PCS の最大出力容量と有効電力
出力、無効電力出力の関係を示す。この動作円は PCS 接続点の電圧に比例するが、本節で
は無効電力や有効電力出力によらず定格電圧で保持されているものとする。

図 5.1 PV 有効電力出力と無効電力出力の関係
例えば最大出力容量が 500kVA の PCS を力率 0.85 で力率一定制御のもと運用することを
考えると、有効電力𝑃は 425kW でリミットとなり、この状態では 263.4kvar の無効電力を出
していることになる。
本章では、系統の電圧が指定された電圧以上になると、指定された電圧以下になるまで
力率制御の上限である力率値まで、連続的に無効電力を注入して電圧を抑制する方法、を
制御方法とし、無効電力制御の有効性を検討する。
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5.2

PV の無効電力出力と PV カーブ

PV の無効電力出力が変化した場合の誘導機の負荷特性を考慮した PV カーブの変化の様子
を𝑃𝑃𝑉 = 0の場合について以下の図 5.2 に、𝑃𝑃𝑉 = 1.5の場合について図 5.3 に示す。図中青
実線がQ𝑃𝑉 = 0[𝑝. 𝑢. ]の場合を示し、これに対して𝑄𝑃𝑉 = 0.1[𝑝. 𝑢. ], 0.2[𝑝. 𝑢. ]として系統側無
効電力を注入した場合、𝑄𝑃𝑉 = −0.1[𝑝. 𝑢. ], −0.2[𝑝. 𝑢. ]と吸収させた場合について青破線で図
示している。

図 5.2 PV の無効電力出力が変化した場合の誘導機特性を考慮した PV カーブの変化
(𝑃𝑃𝑉 = 0)

図 5.3 PV の無効電力出力が変化した場合の誘導機特性を考慮した PV カーブの変化
(𝑃𝑃𝑉 = 1.5)
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図 5.2 と図 4.5、図 5.3 と図 4.6 をそれぞれ見比べてみると、PV カーブの高め解の領域
において無効電力注入量増加時の変化とタップ比増加時の変化が、また、無効電力吸収量
増加時の変化とタップ比減少時の変化がよく似ていることが分かる。このことからもわか
るように、PV による系統側への無効電力注入にはタップ付き変圧器のタップ上げ動作と同
様に受電端電圧の低下を回復させる作用がある。このようにして PV の無効電力量を変化さ
せることにより系統の電圧安定性を向上させることを無効電力制御と言う。PV の無効電力
制御の時定数はタップ付き変圧器よりもはるかに速いので、4.4.2 で見たような、タップ付
き変圧器では電圧回復操作が間に合わないようなケースでも有効である場合がある。次章
で無効電力注入により電圧の回復が行われる様子を PV カーブ上で確認してみる。

5.3

PV 無効電力出力による電圧回復

ここでは、PV 無効電力注入による電圧回復効果を検討する。ケースとしては、送電線リ
アクタンスxが t=1 の時点で 0.4 から 0.5 に増加し、その後、PV による無効電力注入を行う
ことを考える。各パラメータは表 5.1 のようになった。特に受電端電圧𝑣𝑟 について見てみる
と、0.989→0.913→1.018 と送電線リアクタンス増加による電圧低下から無効電力注入によ
り電圧が回復していることが分かる。以下で、この回復の機構を、PV カーブを用いて明ら
かにする。
表 5.1 各パラメータ

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.05

0.064

0.4

1.5

0.0689

擾乱後

0.913

1.07

0.132

0.5

注入後

1.018

1.04

0.078

初期条件

0.0839
0.0642

無効電力の注入を行わない場合、擾乱前後の PV カーブは図 5.4,図 5.5 のようになる。初
期の動作点は①であり、送電線インピーダンス増加後は、増加後の PV カーブと等すべり曲
線の交点である②に移る。その後、式(2.19)に従ってすべりが増加し、安定な点④に移り、
結果として、電圧は低下する。
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図 5.4 送電線 Z 増加前後の PV カーブと等すべり曲線

図 5.5 送電線 Z 増加前後の PV カーブと等すべり曲線(拡大図)
すべりの時間推移を図 5.6 に、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図 5.7 にそれぞれ実線、破線で示す。

.
図 5.6 無効電力を注入しない場合のすべりの時間推移
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図 5.7 無効電力を注入しない場合の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移
このようにこのケースでは無効電力の注入を行わなければ、𝑣𝑟 は0.989 [p.u.]から
0.913[p.u.]まで低下する。
ここで、t=3 の時点でQ 𝑃𝑉 = 0.1[𝑝. 𝑢. ]を注入してみる。図 5.4, 図 5.5 にQ 𝑃𝑉 = 0.1[𝑝. 𝑢. ]で
の PV カーブを重ねて描くと図 5.8, 図 5.9 のようになる。

図 5.8 Q 𝑃𝑉 注入後の PV カーブ

図 5.9 Q 𝑃𝑉 注入後の PV カーブ（拡大図）
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送電線インピーダンスの増加後は④の位置にあった動作点が無効電力注入後の PV カー
ブと等すべり曲線の交点として決まる動作点である⑤に移行する。その後、式(2.19)により、
すべりは減少し、動作点は無効電力注入後の PV カーブ上を推移し、⑦の点で安定となる。
このときのすべりの時間推移を図 5.10 に、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図 5.11 にそれぞれ実線、
破線で示す。

図 5.10 無効電力を注入した場合のすべりの時間推移

図 5.11 無効電力を注入した場合の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移
図 5.11 から分かるように PV による無効電力注入後、擾乱によって 0.913[p.u.]まで落ち
込んでいた受電端電圧が 1.018[p.u.]まで増加する。
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5.4

PV 無効電力出力制御の効果

前項では系統側へ無効電力を注入することの電圧低下に対しての効果を PV カーブ上で
確認した。ここでは、無効電力制御を組み込んだシミュレーションにより、その電圧低下
に対する効果を詳しくみてみる。以下の図 5.12 に PCS 無効電力制御のブロック図を示す。

図 5.12 無効電力制御ブロック図
ここでは、𝐾 = 4（系統ベース）, 𝑇 = 1[sec]とした。ゲイン K は PCS の定格力率を 0.85
とし、1.5[p.u.]の定格有効電力を出力していても、電圧低下が 20%程度で最大の無効電力を
発生するように定めた。すなわち、最大無効電力を発生する最大の電圧を𝑣とすれば、
𝐾(1 − 𝑣) = 0.9296𝑣（ただし、0.9296 は定格力率 0.85 の PCS が定格有効電力 1.5[pu]を発
生している時の定格電圧での無効電力発生可能量）より、𝐾 = 4では𝑣は 0.811[pu]となるの
で、電圧低下 19%時に無効電力出力可能量をすべて発生することになる。
一方、時定数 T としては、PCS の能力からはもっと速い動作も可能であるが、タップ付
き変圧器に比べ、十分速い値であることと、PCS の単独運転検出機能などさらに高速の動
作を要求される機能との干渉を防ぐことから、1[sec]とした。
以下で送電線リアクタンスが増加する２ケースで無効電力出力制御の効果を検証する。

5.4.1

擾乱後電圧低下に留まる場合

送電線リアクタンス x が 0.4 から 0.5 に増加することを考える。シミュレーション条件は
以下の表 5.2 のとおりである。
表 5.2 各パラメータ

初期条件

単位は[p.u.]

𝑣𝑠

𝑣𝑟

𝑃𝐿

𝑄𝐿

𝑥

𝑃𝑃𝑉

𝑠

1.1

0.989

1.05

0.064

0.4

1.5

0.0689

無効電力制御を行わない場合のすべりの時間推移を図 5.13 に、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図 5.14
にそれぞれ実線と破線で示す。
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図 5.13 送電線 Z 増加後のすべりの時間推移（Q 制御なし）

図 5.14 送電線 Z 増加後の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移（Q 制御なし）
図 5.14 をみると、電圧は送電線インピーダンス増加後、0.913 まで減少している。
ここで図 5.12 のような無効電力制御を行った場合のすべり、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図 5.15,
図 5.16 に示す。また、PV の無効電力出力についても図 5.17 に示す。

図 5.15 送電線 Z 増加後のすべりの時間推移（Q 制御あり）
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図 5.16 送電線 Z 増加後の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移（Q 制御あり）

図 5.17,𝑄𝑃𝑉 の時間推移
図 5.14, 5.15 と比べると無効電力制御により、すべりの増加、受電端電圧の低下が抑えら
れていることが分かる。

5.4.2

擾乱後電圧崩壊に至る場合

5.4.1 で見た擾乱は、4.4.1 で見たように、タップ付き変圧器によっても電圧の回復が行
えるものであった。次に、4.4.2 で扱った、タップ付き変圧器による電圧回復が間に合わな
い場合、つまり、送電線リアクタンス x が 0.4→0.52 に増加する場合を考える。初期条件は
表 5.2 のとおりである。
無効電力制御を行わない場合のすべりの時間推移を図 5.18 に、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図
5.19 にそれぞれ実線と破線で示す。
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図 5.18 送電線 Z 増加後のすべりの時間推移（Q 制御なし）

図 5.19 送電線 Z 増加後の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移（Q 制御なし）
この場合は、なんの手も打たない場合、図 5.18, 5.19 のように電圧崩壊に至る。ここで図
5.13 のような無効電力制御を行った場合のすべり、𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移を図 5.20, 図 5.21 に示
す。また、PV の無効電力出力についても図 5.22 に示す。

図 5.20 送電線 Z 増加後のすべりの時間推移（Q 制御あり）
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図 5.21 送電線 Z 増加後の𝑃𝐿 ,𝑣𝑟 の時間推移（Q 制御あり）

図 5.22,𝑄𝑃𝑉 の時間推移
このように、無効電力制御によってタップ付き変圧器の場合は防げなかった電圧崩壊が
防げていることが分かる。

5.5

PV 無効電力制御の有効性

5.4.2 で見たように、時定数の短い無効電力制御は、タップ付き変圧器では追従できない
速い電圧低下にも効果を発揮する。ここでは、送電線インピーダンス増加についての有効
性を見たが、3 章で扱ったような他の擾乱に対しても同様に有効である。ただし、図 5.1 で
示したように無効電力出力量には PCS の容量と有効電力出力によって決まる制限がある。
本章では PCS の容量は十分大きいものとし、この制限を考えなかったが、本章で扱った例
では無効電力注入量はおおむね 0.1[p.u.]以下であり、これは𝑃𝑃𝑉 = 1.5[p. u. ]という想定に対
して、力率にして 0.997 という値である。この値は PV の出力力率の定格である 0.85 に比
して十分大きく、本シミュレーションにおいては、無効電力出力制限は問題とならないと
いえる。
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第6章
6.1

結論

まとめ

本論文では、太陽光発電が電力系統へ大量に導入された場合に電力系統の基礎的な電圧
特性へ与える負荷特性と電圧制御の影響を示した。以下に、それぞれの章で得られた結論
について述べる。
第２章では基本的な PV カーブの導出と誘導機負荷の力率特性を考慮した PV カーブの導
出を行い、それぞれを用いた電圧安定性検討手法を示した。
第３章では、太陽光発電大量導入の想定のもとで誘導機負荷と定電力負荷が混在する電
力系統の電圧安定性について示した。一般的に負荷モデルとして用いられる、定電力負荷、
定電流負荷、定インピーダンス負荷の中では、3.7 節でみたように、定電力負荷が最も電圧
安定性の面で不利であるため、最も厳しいケースとして、定電力負荷を選んだ。
電圧不安定性を引き起こす代表的な事象である、負荷変動、太陽光出力変動、送電線イ
ンピーダンス増加に対して、それぞれ、負荷が誘導機のみの場合と誘導機の一部が定電力
負荷に置き換わった両負荷が混在する場合について、電圧が変動する機構を、PV カーブを
描くことにより明らかにした。
太陽光発電大量導入時の電圧安定性には、PV カーブの右側ノーズ端だけでなく、左側ノ
ーズ端も関わってくるというのは、誘導機負荷のみを扱った先行研究で得られた知見であ
った。本研究では、この左右両端のノーズ端に起因する電圧不安定性は両者とも、誘導機
と定電力負荷が混在する場合には誘導機のみの場合より起こりにくくなるという結果が得
られ、その原因についても考察を加えた。
第４章では電圧が低下した場合のタップ付き変圧器の効果について示した。タップ付き
変圧器を含む電力系統の PV カーブを描くことにより、PV カーブ上での動作点の推移から電
圧安定性を明らかにする手法を示した。ここでは、電圧崩壊がもともと起こらず、ある程
度の電圧低下にとどまるような擾乱に対しては、タップ付き変圧器が有効であるが、送電
線事故などの急峻な変動で電圧崩壊が起こる場合は有効でないという結果が得られた。ま
た、PV の出力変化に対しては、その変動が太陽の高度の変化によるものなど、タップ動作
に比してそれほど速くない擾乱であれば、タップ動作なしでは電圧崩壊に至る場合でもこ
れを防ぐことが可能であるという結果を得た。
第 5 章では太陽光発電の PCS の無効電力制御について、その有効性を検証した。無効電
力制御を行った場合の電力系統の PV カーブを描くことにより、PV カーブ上での動作点の推
移から電圧安定性を明らかにする手法を示した。無効電力制御は、送電線事故によるイン
ピーダンスの増加のように、タップ付き変圧器が追従できないような速い変動に対しても、
有効であるという結果が得られた。特に、太陽光発電大量導入時には、PCS の容量も大きく
なるため、その有効性はより増してくると考えられる。
67

6.2

今後の課題

傾向として、左側ノーズ端に起因するものに限らず、誘導機比率が小さいほうが電圧安
定性に関して、有利という結果が得られたが、このことは誘導機の特性が電圧安定性に悪
影響を及ぼすことを示唆している。誘導機が電圧安定性に与える悪影響は、3.7 節で示した
ように、誘導機においては、印加電圧が例えば低下するとすべりが増加し無効電力の消費
が増加して電圧低下を助長するような特性があるためと考えられる。
本研究で扱った誘導機負荷と定電力負荷が混在している場合のシミュレーションでは、
それぞれの負荷の電圧安定性に対する影響が同時に表れている。これら個々の電圧安定性
に与える影響を切り分けて、どういった場合に、どちらの特徴が原因で電圧不安定が起こ
るのか、という点は別途明らかにしなくてはならない点である。
また、本研究ではタップ付き変圧器と無効電力制御について、それぞれ個別に PV カーブ
に与える変化を見たが、この２つを協調して制御する研究も行われており[11]、その際の電
圧安定性への影響は PV カーブを用いた電圧安定性検討の課題となりうる。
さらに、本論文では基礎的な特性の解明により電圧不安定性の発生機構と、電圧不安定
性対策の一部の例の効果を論じただけであるので、今後は、実系統などを対象とした電圧
不安定性発生の条件などを定量的に明らかにするとともに、対策の量と効果についても明
らかにしていく必要があろう。
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