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パワーコンディショナにおける
系統インピーダンスの影響を打ち消す制御方式の開発
鎌谷

祐貴・西川

武男・財津

俊行・上松

武

PCS（Power Conditioning System）の体積とコストを低減させるために、インバータ出力を平滑する AC リアクト
ル（以下 ACL）の小型化が検討されている。しかし、PCS- 系統間の導線が持つインピーダンス（系統インピーダンス）
のリアクタンス成分に対して ACL インピーダンス値が小さくなると、制御安定性を損なうという問題が指摘されている。
制御設計で安定性改善を試みる例も提案されているが、CPU 演算負荷が増加するという懸念がある。本論文では、演
算負荷が少ない手法で系統インピーダンスを PCS 自身が推定し、最適な制御パラメータを設定する方式を提案する。
本方式により PCS 設置後の系統インピーダンスに合わせて安定性を確保できるため、さらなる ACL の小型化が可能に
なる。その結果、PCS 全体の小型・ローコスト化に貢献できる。

A Compensator that Negate the Influence of
Grid Impedance based on Frequency Sweep
Estimation Technique
Yuhki Kamatani, Takeo Nishikawa, Toshiyuki Zaitsu and Takeshi Uematsu.
In order to reduce the volume and cost of the PCS（Power Conditioning System）, miniaturization of AC
reactors（ACL）of inverters has been studied. If the ACL impedance value becomes smaller than the Gridimpedance between PCS and Grid, it is pointed out that a controllability of PCS has a risk of unstable. However,
trying to improve the stability of control design, there will be a concern that the CPU calculation amount will
increase. In this paper, we propose a control method that PCS itself estimates Grid-impedance with a small
amount of calculation, and set optimal control parameters as well. This control system is able to secure the
stability according to the Grid-impedance after PCS installation, and further achieve a miniaturization of the
ACL. As a result, it can contribute to downsizing and low cost of the entire PCS.

されている。従来再生可能エネルギーは導入コストが多い

1．まえがき
1.1

再生可能エネルギーを普及させる意義

ことが普及の妨げになっていたが、電力変換器の高効率・
エレクト

小型化によって導入コスト低下が進み、普及が広がってい

ロニクスが発展した私たちの社会において、電気エネルギー

る。持続可能な社会を実現するためには、今後さらなるロー

は様々な形で利用され、欠かすことのできないエネルギー

コスト化によって再生可能エネルギーの普及拡大が求めら

源 で あ る。 し か し な が ら、 国 際 エ ネ ル ギ ー 機 関（IEA:

れる。

International Energy Agency）の調査によると2015年の

1.2

PCS の役割と課題

当社では再生可能エネルギー

全世界発電量の81.4％が石炭、天然ガス、石油による発

として太陽光発電に着目し、PCS（Power Conditioning

電となっており、世界規模で枯渇性資源に依存した発電構

System）を製品化している。PCS とは、太陽電池によっ

成となっている1）。この構成が今後も続くと、社会要求を

て発電された電気エネルギーを系統電力網で使用されてい

満たす発電量を維持できなくなることが危惧されている。

る交流電力に変換し、連系する装置である。図1に太陽光

課題の解決手段として、再生可能エネルギーの利用が検討

発電用 PCS の外観を示す。
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数が低く、共振ゲインが大きくなる。Lz が十分小さいと
共振周波数が制御周波数より十分高くなるため課題となら
ない。一方、Lz が大きいと位相が180 deg 以上回ってい
る周波数帯域で共振によりゲインが増加するため、ゲイン
マージン不足となり安定性悪化を引き起こす。従来はこれ
を懸念して想定されるLz 値に対して十分大きな ACL イン
ダクタンス値を設定していたため、ACL の小型化が制限
されていた。
1.3

先行研究と本論文の位置づけ

ACL を小型化させ

るための方法として、制御ソフトウェアで共振を抑制させ
る方法が考えられる。
先行研究のうち系統インピーダンスを推定せず安定性を
確 保 す る 手 法 と し て、 文 献 2）- 4） は H ∞ 制 御 や、LQG
（Linear-Quadratic-Gaussian）コントローラといったロ
バスト制御を用いる例が報告されている。しかし、CPU
の演算負荷がかなり大きいため PCS にとっては実用的で
はない。
図1

PCSの外観

推定した系統インピーダンスを基に制御器を設計する手
法も提案されている。文献 5）は高調波を出力電圧に注入し、
振幅変動をもとにインピーダンス絶対値の推定を試みる。
しかし、この手法では精度向上のために演算負荷が高い
SOGI（Second Order Generalized Integrators） を 複 数
実装する必要がある。文献6）では有効・無効電力を変動さ
せた際の出力電圧変動よりインピーダンスを推定する手法
が提案されている。しかし、有効・無効電力を独立して操
作するための制御系構築が必要であり、演算負荷が増加す
るという懸念がある。

図2

PCS概略図

本論文では、系統インピーダンスの影響を打ち消し、小
さな ACL でも安定となる手法を示す。補償器は先行研究
よりも簡素な演算で実現した推定法による系統のインピー

太陽電池を接続した PCS 概略図を図2に示す。PCS は前

ダンス推定値を元に、最適な補償器パラメータに調整する

段の DC/DC コンバータと後段のインバータという2つの

ため、設置場所によって異なる系統インピーダンスに対し

電力変換器で構成されている。前段は太陽電池からの入力

て想定されるLz 最大値で設計する必要がない。そのため、

電 力 を 最 大 電 力 追 従 制 御（Maximum Power Point

さらなる ACL の小型化を実現できる。

Tracking Control）によって常に最大電力となるよう制御

第2章では従来の制御系構築を行った際の系統インピー

して、後段のインバータに送り込む。後段のインバータは

ダンスの影響と課題を示す。第3章では系統インピーダン

直 流 電 力 を 交 流 電 力 に 変 換 し、 系 統 連 系 制 御（Grid-

スの推定方法と補償器設計方法を示す。第4章ではシミュ

Connect Control）により、系統の変動に追従しながら電

レーションの結果によって提案手法の有効性を示す。第5

力を系統網に送り込む。

章にて本論文のまとめを述べる。

これらの電力変換器を構成する部品のうち、コスト・体
積をしめる割合が多いのがリアクトルである。特にインバー
タ の LC フ ィ ル タ に 用 い ら れ る AC リ ア ク ト ル（ 以 下
ACL）を小型化することは、PCS 全体の小型・ローコスト
化につながる。

2．系統連系制御への系統インピーダンスの影響
2.1

系統連系制御の構成

インバータの系統連系制御

の全体像を図3に示す。系統連系制御は、系統連系点（PCC:

しかしながら ACL が小さくなると、ACL、LC フィルタ

Point of Common Coupling）の交流電圧位相と同期した

キャパシタ（以下 ACC）、そして系統 -PCS 間の導線が持

電流指令値を生成する指令値生成部と、出力電流を制御す

つインピーダンス（系統インピーダンス）のリアクタンス

る電流制御器と、インバータ回路、系統インピーダンス、

成分（以下 Lz）の電流共振により系統連系制御が不安定

系統電圧からなる制御対象で構成されている。制御系は

に陥るという課題がある。この電流共振は ACL インダク

PWM 信号duty 幅によりインバータ変調率を操作し、出力

タンス値に対してLz が大きくなればなるほど、共振周波

電流を制御する。
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v dc
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v pcc

i ref
図3

系統連系制御 システム構成

2.2

系統インピーダンスが引き起こす電流制御不安定

電流制御系の安定判別を Matlab/Simulink 上で実施する
ために、制御系と制御対象をモデル化した。図4にモデル
化された電流制御系ブロック線図を示す。図5に電流制御
系一巡伝達関数ボード線図を示す。各条件のパラメータは
表1の通りである。

図5 電流制御系の一巡伝達関数ボード線図
（Lz=46uH, 460uH）
表1 一巡伝達関数描画時のパラメータ

条件No.

1

2

系統電圧

202 Vrms

202 Vrms

系統電圧周波数

60 Hz

60 Hz

系統インピーダンス虚部:L z

46 µH

460 µH

系統インピーダンス実部:R z

38 mΩ

380 mΩ

分）より高い周波数に発生するため、安定性を損なうこと

ACリアクトル

720 µH

720 µH

はない。この例ではゲイン余裕5.49 dB、位相余裕42 deg

ACキャパシタ

12 µH

12 µH

となっており安定である。また帯域幅は1 kHz を超えてお

PWMキャリア周波数

10 kHz

10 kHz

り、商用周波数より十分高く応答性も十分であると考える。

PI制御器 Pゲイン

6.48

6.48

PI制御器 Iゲイン

454.4

454.4

図5に実線で示されているグラフはLz =46 µH、Rz =38 m
Ωにおける一巡伝達関数を示す。制御系の安定度はゲイン
余裕と位相余裕をもって評価される。ゲイン余裕は位相が
180 deg 回った地点での位相値である。Lz が十分に小さ
いので共振ピークは制御帯域（PWM キャリア周波数の半

図 5 に 破 線 で 示 さ れ て い る グ ラ フ は Lz =460 µH

Rz =380 m Ωの条件での一巡伝達関数を示す。Lz が大き
くなったことで共振点がキャリア周波数より低くなったた
め、3 kHz 付近で反共振が観測される。位相が -180 deg
以下の領域でゲイン増加が起こっており制御不安定となる。
ゲイン余裕は -7.98 dB, 位相余裕は -21.5 deg であった。
これを PI 制御のみで改善を行うと、帯域幅を減らさなけ

3．制御補償器の設計
3.1

系統インピーダンス推定手法

制御対象の等価回

路を図6に示す。図6と後述する式では ACL のインダクタ

ればならず、高周波応答性が悪化し、出力波形が歪み、高

ンス値をL 、ACC のキャパシタンス値をC と表記する。系

調波規制を満たすことができなくなる可能性がある。

統インピーダンスにおいてはL z が支配的であると仮定し、

R z は省略する。
iz

i ref

vLref vinv

vL

i out

vz
ic

vg

図6に示す系統連系点電圧

vpcc

式（1）において、

図4

電流制御系のブロック線図

が極大値となるのは、

を満たすときであり、そのとき、Lz は

である（ただし、
した結果を示す。
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は式（1）で表される。

）。図7に式（3）をグラフ化
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は設計者がL,C の値を決

スイープ範囲である

定したのち、推定したいL z の範囲を指定すれば式（3）を
用いることで決定できる。
一連の動作をフローチャートにしたものを図10に示す。
制御対象

図6

等価回路モデル

vg
vdc

i out

vpcc

i ref
図8 提案システム構成図
推定L z 値vs. 共振周波数

図7

式（3）に示された変数のうちL,C は設計者が設定する
値であるので既知である。そのため、何らかの方法で共振
を推定し、式（3）の に代入すれば、未知のパ

周波数

ラメータL z を推定することが可能となる。電流制御系の
指令値に小信号外乱を注入すると

に式（1）に示す形

で応答が現れる。小信号外乱の周波数をスイープさせて

vpcc
sin(2пfsweept )

f sweep

が最大となる条件を探索することで は推定可能である。
また、今回はインバータの出力フィルタが LC フィルタ
の例を示すが、LCL フィルタの場合でも同様にL z を導出

図9 インピーダンス推定部 内部構成図

可能である。式（3）から得られる結果は LCL フィルタ系
統側の ACL インダクタンス値L 2 とL z の和となるため、既
知のL 2 を引くことで同様にL z を導出できる。
3.2

提案システムの構成とアルゴリズム

提案するシ

ステム全体構成を図8に示す。これは図3に示した構成に

f sweep
f sweep̲min

インピーダンス推定部とインピーダンス抑制補償器部と構
成切り替えスイッチを追加したものとなる。追加されたイ
ンピーダンス推定部の内部構成を図9に示す。
インピーダンス推定手順について述べる。PCS の制御系
を動作させ、系統電圧と連系した電圧を出力する。この時、

vpcc̲max
f sweep vpcc̲max

f sweep f sweep f step
fstep

PCS が出力する電流は0で完全に系統と同期した電圧が出
力される。次に、図9の外乱周波数生成部に重畳される外
乱周波数

に初期値

を代入する。これにより、

f sweep f sweep̲max

正弦波外乱生成部より外乱信号が生成され、構成切り替え
に外

部を ON にすることで指令値に外乱信号が重畳し
乱電圧が重畳する。この時、外乱が重畳した
電圧

と現在出力している

に記憶し、外乱周波数に
外乱周波数が最大値

の最大

を組として記憶部

を加えて更新する。これを
になるまで繰り返す。

f sweep
fc

vpcc̲max

最後に構成切り替え部を OFF にし、外乱重畳を停止さ
せる。記憶した
だし、その時の
波数

のうち最大電圧をとった組をとり
を共振周波数

とする。この共振周

を式（3）の に代入すれば系統インピーダンスを

得ることができる。

図10 インピーダンス推定シーケンス
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推定された系統インピーダンスから

補償器を設計する。図6の等価回路モデルを元に電流の共
振周波数

を求めると式（4）のようになる。

補償器

を追加した条件、赤の破線が補償器なし（図5

破線グラフと同一）条件である。補償器を追加することで
安定な制御系を達成していることが把握できる。ゲイン余
裕は9.0 dB、位相余裕は46.3 deg、帯域幅は769 Hz であっ
た。図5のL z =46 µH 条件より帯域幅は狭くなっているも
のの、商用周波数において20 dB 以上のゲインが確保され
ており、波形歪みへの影響は少ないと考える。

この式より得た

に不安定要素を引き起こす共振

ゲイン増加が発生することがわかる。よって、その帯域の
ゲインを抑制する補償器

iz

を追加実装する。補償器

の伝達関数を式（5）に示す。これは特定の周波数帯のゲ
インを低下させるノッチフィルタである。

i ref

vLref vinv

vL

i out

vz
iC

vg

vpcc

4．シミュレーション結果
系統インピーダンスを推定するアルゴリズムを Matlab/

図12

補償器を追加した制御ブロック図

Simulink 上 で 実 装 し、 そ の 精 度 を 測 定 す る た め に
Simscape で実装した回路シミュレータと組み合わせてイ
ンピーダンス推定を行った。系統インピーダンス値L z お
よびR z は表1の条件2の値をベースに、1倍、4倍、8倍に
した3条件で推定を行った。シミュレーションの結果を図11
に示す。各条件で真値に近い推定値が得られている。

図13 ノッチフィルタを適用した一巡伝達関数
（Lz =460 µH）

5．まとめ
本論文では PCS インバータの出力フィルタ LC および

図11 イシミュレーション上でのLz 推定結果

LCL タイプに対して、周波数スイープ法を用いて系統イン
次に、推定されたインピーダンスを元に補償器の設計を

ピーダンスを推定する手法とインピーダンスを元に補償器

行い制御不安定が改善するかどうかを確かめた。L および

を設計した例を示した。PCS 設置後の系統インピーダンス

C は 表1条 件1の も の を 用 い た。 式（5） に L z =460 µH

に合わせて補償器を設計することで安定性を損なうことな

R z =380 mΩでのLz 推定結果を代入すると、

く ACL を小型化することができる。
この手法はインピーダンス推定部とインピーダンス抑制
補償器部と構成切り替えスイッチ、そして2次系の補償器
1つを従来構成に追加するだけで制御系の安定性を向上さ
せることができるため、CPU 演算負荷を大きく増やすこ

となる。

となく ACL 小型化に対するデメリットに対応することが

電流制御系安定判別を実施するために、図12に示すブ

できる。

ロック線図を Simulink で構築し、

ブロックに式（6）

の結果を代入した。
図13に電流制御系の一巡伝達関数を示す。青の実線が
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今後は、演算負荷が少ない設計でありながらインピーダ
ンスの推定速度と精度を向上させることを検討していく予
定である。
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