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Abstract 
In recent years, a power supply with small capacity that is called “Distributed Generators (DGs)” has got much attention, and 

is being used to a distribution network system. The main backgrounds of this are liberalization of electricity market and the 
growing concern with the environment. Besides, more and more powerful electricity quality control is requested as progress of 
an information-oriented society. 

In this paper, the authors propose a cooperated work of voltage management machinery. The paper concerns with an 
introduction of the cooperation control by Step Voltage Regulator (SVR) and Static Var Compensator (SVC) that is used for 
voltage management machinery in practical distribution network system, and their control effects. 
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1. はじめに 
 

近年，環境保護や電力自由化の進展に伴い，太陽光発

電や燃料電池，コジェネに代表される様々な発電システ

ムが分散型電源(Distributed Generator：DG)として，今後

ますます電力系統に連系されることが予想されている。

特に電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特

別措置法(Renewables Portfolio Standard：RPS 法)の施行に

より太陽光発電の連系が増加してくるものと考える。こ

れらの連系は，系統内の損失軽減や大気汚染問題などに

効果的であることが知られている。しかし，配電系統で

は配電用変電所から送り出される電力は一方向の潮流と

なっている。そのため，系統の持つ容量の小さい配電系

統に DG が過剰に連系された場合には，末端側で消費し

きれなかった電力の余剰分が，新たな逆方向潮流（逆潮

流現象）を生みだす原因となる。この現象は，系統内電

圧を上昇させ，電力品質の１つとして法規で定められる

電圧規定値を逸脱する要因となる。このことから，系統

電圧の維持・管理については，これまで以上に重要な課

題として位置づけられ，電圧整定性維持問題として，す

でにいくつかの検討がなされている(1)～(3)。また，DG の

並解列による出力変動問題についても電力品質低下の要

因となることが指摘されている。 
一方，パワーエレクトロニクス技術の進歩により，一

般の家庭用電気製品を始め，OA 機器やビル・大型施設

の照明，工場のオートメーション設備等に半導体応用機

器が広く使用されるようになり，負荷側で高速かつ連続

的に電力変換・制御を行うことが可能になった。その反

面，こうした機器は入力電圧の変動により誤動作・停止

等の影響を受けることがあり，いったん影響を受けると

大きな被害に発展する恐れがあることも報告されている。 
このような状況下に対して，これまで行われている配

電系統の電圧管理は，日負荷的で緩慢な電圧変動を対象

としているため，配電用変電所の負荷時タップ切替変圧

器(Lord Ratio control Transformer：LRT)や系統内の線路途

中に設置されたステップ式自動電圧調整器(Step Voltage 
Regulator：SVR)とのタップ調整により，分単位かつ段階

的に制御が実施されている。しかしながら，今後想定さ

れる DG の大量連系，負荷の大型化・多様化，さらに系

統の複雑化を考慮すると，タップ切り替えに数 10 秒の動

作時限を持つ SVR だけでは，DG の並解列や高圧需要家

の大型負荷の始動・停止時にある急激な電圧変動時に対

して，迅速に対応することが難しいものとなる。このよ

うな背景においても，高速かつ連続的に配電系統内の電

圧を法規で定められた規定値内に管理する必要があり，

整定性を維持する効果的な制御が求められている。 
本論文は，この問題に対処するために緩慢な電圧変動

に対しては SVR を用いて制御を行い，DG の並解列など

に伴う急激な電圧変動に対しては，SVC を用いる電圧制

御を提案している。SVC は，電力用コンデンサや分路リ

アクトル，サイリスタなどの電力用半導体素子から構成

され，高速かつ連続的な電圧補償が可能という特徴を有

した静止型無効電力補償装置(Static Var Compensator：
SVC)である。すなわち，各々の特徴を十分に活かした協

調制御を実施し，系統の安定運用を実現すると同時に，

設置された機器の有効利用を図る電圧管理アルゴリズム

を構築したので，その検証結果について検討した。 
 

＊1 工学研究科電気電子システム工学専攻修士課程 
＊2 工学部電気電子工学科教授 
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2. 評価と制約 
 
<2.1>評価関数 

本研究における SVR・SVC 補償の評価指標として，評

価関数を用いる。評価関数は電圧整定性の維持を目的と

し，式(1)によって求められる。式は各時間，各母線にお

ける法規で定められた電圧値(電圧基準値)からの偏差の

和を表している。すなわち，電圧基準値からの偏差が最

小となるような運用状態が求められることになる。 

( )∑
=

−=
ll

n
refnti VVF

1

2  → Minimize ·······························(1) 

ただし，Fi：評価関数，ll：ノード数，Vnt：ノード n，
時間断面 t における電圧値，Vref：電圧基準値 
<2.2>制約条件 

制約条件は，通常の運用状態および DG の連系や

SVR・SVC の動作，負荷の急変や DG の並解列等に対し

て逸脱してはならない条件である。SVR・SVC および

DG が設置されたフィーダでは，その機器容量の変化に

伴う電圧プロフィールの変化により，線路潮流も大きく

変化する。そこで，系統を運用するにあたり以下のよう

な制約条件が設定される。 
①電圧上下限値制約 

nntn VVV max_min_ ≤≤  (n ∈ N) ····································(2) 

②線路電流容量制約 

max
jjt II ≤  (j ∈ J) ···························································(3) 

③SVR タップ上下限制約 

maxmin TTT m ≤≤  ·······························································(4) 

④SVC 出力制約 

maxSVCSVCot ≤  ···························································(5) 

ただし，Vnt：ノード n，時間断面 t における電圧値，

Vmin_n,Vmax_n：電圧上下限規定値， Ijt：線路区間 j，時間

断面 t における電流値，Ij
max：線路区間 j の電流容量，Tm：

m 個目の SVR のタップ位置，Tmin,Tmax：SVR タップ上下

限位置，SVCot：o 個目，時間断面 t における SVC 出力，

SVCmax：SVC の最大出力，N：系統の総母線数，J：系統

の総線路区間数 
①は，柱上変圧器を介して供給される低圧の需要家電

圧を法規に定められた規定値（101±5[V]  202±20[V]）
に維持するために設ける高圧配電系統の電圧許容範囲で

ある。②は，各区間の配電線を流れる電流の値が，その

電線の材質や構造から定められた電流上限値を超過しな

いために設けられる。③および④は，系統の状態を安定

に保つための制御量が各機器の持つ容量を超えて補償を

行わないために設けられる。 
 

3. 協調動作アルゴリズム 
 
<3.1>電圧制御機器の補償分担 

電圧制御機器の協調動作を実現し，小容量で最大の補

償効果を得るためには，各機器の役割分担を明確にする

必要がある。そこで，各機器の特徴を踏まえた上で補償

の分担を定める。 
SVR は変圧器タップを切り替えることで電圧を補償

する。タップの切り替えは，機械的な接点により行われ

るため，不感帯と呼ばれる数十秒～数分の動作時限を持

つ。そのため，急激な電圧変動には対応することができ

ない制御機器である。 
SVC は系統に並列接続されたリアクトルやコンデン

サに流れる電流をサイリスタでオン・オフ制御すること

により高速に無効電力の発生を行う装置である。サイリ

スタによる無接点制御を行っているため，応答速度が非

常に速く，連続的な制御が可能である。 
このような電圧制御機器の特性の違いを考慮し，以下

のような補償分担を行われる。 
・SVR の補償分担：緩慢な電圧変動に対する補償 
・SVC の補償分担：急激な電圧変動に対する補償 

<3.2>電圧変動補償 
上述の補償分担を考慮した制御を実現するために，電

圧変動率とその許容値の概念を適用する。電圧変動率は

電圧変動の基準電圧に対する変動分を表している。その

ため，電圧変動率εは負荷中心点電圧を VLt，基準電圧を

Vst とすると式(6)として与えられる。 

(%)100×−=
st

stLt

V
VVε  ················································ (6) 

このεが，任意に定めた許容値 Ve を超えたとき，急激

な電圧変動であるとみなし，SVC による高速な補償を行

う。 

e
st

stLt V
V

VV
≤×

−
100  ························································ (7) 

この場合，εが正のときは誘導性無効電力出力による

電圧下げ補償を，負では容量性無効電力出力による電圧

上げ補償を行うことになる。 
ここで，負荷中心点とは SVR および SVC が系統電圧

を補償する際に規準とする母線を意味している。また，

基準電圧 Vst は SVC の緩慢な電圧変動への補償を回避す

るために，図 1 に示す算出シーケンスによって求められ

る。 Vst は変動値基準時間 ΔT 前の負荷中心点における電

圧値の T0 秒間の平均値とする。 

Fig.1 Calculation sequences for reference voltage. 
 

<3.3>協調動作アルゴリズムの主な流れ 
図 2 は，本研究におけるアルゴリズムの流れを示した

ものである。主に通常監視部(Section A)，電圧整定性維
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持部(Section B)，協調制御部(Section C)の 3 つの処理から

構成されている。 
Section A ではサンプリング周期ごとに系統状態を監

視し，電圧変動率εが許容値 Ve を超えていないか，電圧

値が規定値を逸脱していないかを確認している。ここで，

εが Ve を超えていた場合は Section C へ，超えない場合

は下部にある電圧規定値の確認に移動する。そして電圧

が規定値を逸脱している場合は Section B へ移動し，各々

の処理を行う。なお，急激な電圧変動の補償が電圧規定

値逸脱の補償よりも上位に位置するのは，電圧変動を補

償する過程で電圧規定値の逸脱を解消することは可能で

あるが，電圧規定値逸脱の補償過程では急激な電圧変動

を補償することができないためである。詳しくは各項目

にて記述する。 
Section B では緩慢な電圧変動により電圧値が規定値に

接近または逸脱を生じた場合，SVR を用いてこれら異常

の解消を図ることになる。その際，式(1)に基づく評価関

数を最小化するよう SVR 補償量を算定し，動作時限に応

じた処理を行う。 
Section C は系統電圧の急峻な変化に対処するための

動作である。そのため，まず SVC による高速な補償が行

われる。そして電圧の急激な変動要因が解消した場合に

は SVC の動作を終了する。しかし分散電源の解列などの

要因により長時間に亘り解消しない場合，SVR も動作さ

せ，必要なタップ位置までの SVR 動作時限を考慮する。

最終的には高速な SVC 容量を減少し，SVR のみの補償

とする。最終的な操作は，SVR による定常的な電圧補償

への移行を行うものである。図 3 に示すように VLt を基

に，SVR 動作と同時に SVC 出力を SVR 動作分減少する

ことで SVR へと補償責務の移行が図られている。 

 Fig.2 Flowchart of proposed method. 
 

Fig.3 Cooperating work of SVR and SVC. 

以上のような機器面からの動作アプローチに加え，本

研究では系統面から実行するアプローチとして自端制御

(Centralized voltage control system：CVCS)，集中制御

(Autonomous voltage control system：AVCS)の二つの制御

方式を提案している。 
自端制御とは親局が発信した系統情報を基に系統電圧

を適正値に保つための補償量を個々に算定する方式であ

る。補償量を自端にて算定することから，システム面の

簡略化を図ることができ，高速な補償が可能となる。し

かし，各機器が独自に補償量を算定するため他機器との

相補的な動作をしない欠点がある。例えば，図 4 の配電

系統モデルの末端母線において①のフィーダでは DG 連

系により電圧上昇が生じ，②のフィーダでは通常負荷に

より電圧降下が起こっているものと仮定する。このとき，

母線 9 において大型負荷が発生したとしても，同母線に

設置した SVC により高速に補償が行われ，電圧値は図 5
に示すように②のフィーダではその影響を受けない(実
線と点線の連続線)ことになる。一方，フィーダ①では

SVC による影響は僅かであり，SVR が分岐点の上位に設

置されているため，SVR による電圧補償が追従できず，

SVR が 3 回動作したとしても電圧上限規定値を逸脱

（CVCS：実線と点線の連続線）してしまう場合がある。 
集中制御とは各機器の補償量を親局が一括して算定し，

その結果を基に各機器を動作する方式である。システム

面で複雑になり，補償量算定のための潮流計算に膨大な

情報量が必要となる。そのため，制御遅れが起こる可能

性がある。しかし，系統全体の状況を把握しているため，

フィーダ①，②では制御が合理的に行われ（AVCS：実線），

自端制御で起こり得る電圧規定値の逸脱も事前に回避で

き，機器動作の回数を軽減できるものと考えられる。 

 
Fig. 4 Distribution system model 

 

Fig.5 Comparison of AVCS and CVCS. 
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4. シミュレーション 

 
<4.1>シミュレーションモデル 

本研究では，図 6 に示す 32 母線放射状配電系統モデル

を用いてシミュレーションを実施する。この配電系統モ

デルでは，配電用変電所である母線 0 番を除いたいずれ

の母線においても負荷が接続されている。この負荷は同

図中の枠で囲まれた地区をそれぞれ住宅地区(母線番号 1
～5，22～32)，商業地区(母線 6～17)，工業地区(母線 18
～21)として各々の運用状態を設定している。この系統に

おいて，区間 4,8,18,27 の 4 箇所に SVR を，母線 17,28
の 2 箇所に SVC を，17 に DG をそれぞれ設置，連系し

ている状態を想定したものである。 
図 7，8 は各地区の消費電力の割合および力率の時間毎

の変動を示したものである。図 7 の曲線は，地区ごとに

15 時を 1.0 として，それに対する各負荷の変動の割合を

示したものである。また，図８の曲線は，住宅地区では

1 日を通して遅れ力率，商業地区では 9:00～22:00 が遅れ

力率，それ以外は力率改善用コンデンサの影響等による

進み力率，工業地区では 9:00～19:00 が遅れ力率，それ

以外の時間帯を進み力率として設定している。 
<4.2>シミュレーション条件 
本論文では系統電圧の急激な変動として，DG の解列時

および DG を並列接続した時の電圧変動を想定し，検討

する。図 9,10 は，2 時 0 分から 10.05 秒後と 12.06 秒 

Fig.6 32 node radial distribution system model. 
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Fig.7 Load data at each area. 
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Fig.8 Power factor curve at each area. 
 

後に DG の解列および並列が行われ SVR，SVC のいず

れの機器も動作させないときの電圧値の状態を示したも

のであり，DG 解列時には電圧値が低下し，並列連系時

には逆潮流により電圧上昇が生じている。記述した値は，

SVR 設置箇所にある母線(4,8,18,27)と電圧の変動が最も

顕著に現れることになる各フィーダの末端にある母線

(17,21,24,32)の電圧値をそれぞれ表記したものである。電

圧変動は 2 つの場合とも DG が解列および並列連系され

る母線 17 において変動が大きくなる。そして，この地点

から負荷を勘案した距離が遠くなるほどその変動が小さ

くなっている。なお，電圧変動率εは，電圧変動許容値

Ve をいずれも逸脱しているものとして検討している。 
<4.3>シミュレーション結果 

図 11 は，図 9 にある DG 解列に対して SVR と SVC の

協調補償を行ったときの自端制御による母線ごとの電圧

変動を表したものである。図 11 より，DG 解列後 60ms
後に SVC による高速な電圧補償が行われ，Section C の

動作が実行される。解列に対して SVC と SVR(10s)の動

作が繰り返され，次第に SVR による補償責務に移行する

操作が行われ，最終的に電圧規定値逸脱の解消を図るこ

とが可能となる。 
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Fig.9 Initial voltage profile of disconnection. 
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このように，SVR と SVC の協調動作による制御を実現

することができる。しかし，本アルゴリズムは，電圧変

動率補償過程において評価関数にある 
電圧基準値からの偏差を重視しているが，電圧規定値

逸脱の解消項目を設定していない。そのため，自端制御

では母線 27 において電圧規定値逸脱箇所が生じてしま

う結果となっている。図 12 は，図 10 にある DG 並列に

対して自端制御による協調補償を行ったときの母線ごと

の電圧変動を表したものである。図 11 と同様に，電圧変

動率補償過程においていくつかの母線において電圧規定

値を逸脱する箇所が存在するが，次第に SVR へ補償責務

が移行し電圧規定値逸脱の解消を図っていることがわか

る。 
図 13 は，図 9 にある DG 解列に対して集中制御による

電圧変動を表したものである。図 11 の自端制御と同様に

DG 解列後，高速な SVC の電圧補償が行われ，次第に SVR
の補償責務に移行することになる。また、図 14 は図 10
にある DG 並列時に対して集中制御による電圧変動を表

したものである。図 13 と同様に，高速な SVC の電圧補

償が行われ，次第に SVR の補償責務に移行することにな

る。いずれも集中制御による電圧補償制御では，電圧規

定値逸脱箇所を生じることなく，7000[10ms]で電圧逸脱

解消が図られ，良好な制御が行われることを示している。 
表 1 は，DG 解列および並列に対して自端制御（CVCS）

と集中制御（AVCS）による基準値からの電圧偏差を比較

したものである。これによると最終的な電圧偏差につい

ては自端制御による並解列が優れた結果となっている。

これは，集中制御では各機器の動作よりも互いの協調性

に重点を置いた操作が行われ，動作回数が少なくなり，

自端制御よりも偏差が大きくなったものと考えられる。

これに対して自端制御では図 11,12 で示したように制御

過程において各機器が個々に動作するため，動作回数が

多くなり，電圧規定値からの逸脱する現象があらわれる

事になる。一方，集中制御では協調動作を図る際に電圧

規定値からの逸脱を発生しないことが明らかとなってい

る。しかしながら，集中制御の場合，前述したように一

度データを親局に集める作業と膨大なデータを一括して 
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Fig.10 Initial voltage profile of parallel. 
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  Fig.11 Voltage profile of CVCS (disconnection). 
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 Fig.12 Voltage profile of CVCS (parallel). 
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Fig.13 Voltage profile of AVCS (disconnection). 

 
検討する必要があることから，自端制御よりも計算に多 
くの時間を費やすことになる。 
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Fig.14 Voltage profile of AVCS (parallel). 

 
Table.1 Comparison of CVCS and AVCS 

 
 
 
 
 

 
5. まとめ 

 
本論文では，電力自由化に伴い普及する分散型電源の

配電系統への連系で懸念されている電圧を規定値に保つ

ために行われる電圧整定性維持について検討している。

この問題に対処するために DG 解列・並列時における

SVR と SVC の協調動作手法を提案し，これを用いる制

御が親局の発信した系統情報を基に個々に自立して制御

する自端制御と親局が一括して制御する集中制御につい

て，それらの動作過程の違いによる効果を検証したもの

である。結果として，DG 並解列時の急激な電圧変動に

対しても本アルゴリズムによって，いずれの制御も最終

的には電圧の整定性を維持できることを明らかにしてい

る。しかしながら，電圧規定値の範囲内に電圧を収める

までの時間についてはアルゴリズム中に動作時限（デー

タの収集時間）を考慮していないため，集中制御が自端

制御よりも短い時間で電圧逸脱を解消できる結果となっ

ている。今後は，より実用的な協調動作を図るために，

集中制御に動作時限を考慮した電圧整定性の維持につい

て検討する予定である。 
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