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This research aimed to develop methodology and tool for designing the system for managing multiple
types of energy using battery and fuel cell. For a prototype residential power system with battery, we
synthesized a mode switching law for leveling of output power of the system to its outside (commercial
distribution grid) from a set of linear temporal logics representing specifications for dynamic operations of
power apparatuses. The effectiveness of the synthesized switching law was established with a laboratory
simulator and a mathematical model. Also, we developed a mathematical model for dynamic operation of a
commercial fuel cell using input-output data measured experimentally, which would be used for designing a
system for managing the three-types of energy---electricity, heat, and hydrogen---in a single residential
household with battery and fuel cell.
	
 

１．住宅内エネルギーマネジメントのための制御アルゴリズムの構築と検証 	
 
本研究では，蓄電池・燃料電池を活用した住宅内エネルギーマネジメントのための制御アルゴリズムを提案し，リチウ
ムイオン組電池を含む実機シミュレータならびに数式モデルを用いて，提案制御アルゴリズムの有効性検証ならびに性能
評価を行った．	
 
近年，太陽光（PV）に代表される分散型電源の出力電力平準化への蓄電池の活用が検討されている．このような蓄電池
の活用技術は分散型電源と既存系統との調和という観点で現在必要とされている．現状において，再生可能エネルギーに
由来する分散電源として住宅向け PV パネルが主流である．PV パネルが導入された住宅内電力システムは小規模であるこ
とから，天候に伴う PV 出力の変動に加えて，居住者の行動に伴う電力消費の変動が電力システムの動作に直接影響を与
える．よって，天候や居住者行動といった電力システムを取り巻く物理的環境の変化を前提に，これに柔軟に対応可能な
エネルギーマネジメントの確立が必要とされる．本研究
では，航空機内電力システムに適用されたモードスイッ
チング制御器の設計方法（1）に着目し，この方法に基づ
いて出力電力平準化という住宅内電力システムの制御目
的に対してモードスイッチング制御器を設計した（2，3，
4）．	
 	
 
図 1 に本研究で対象とした住宅内電力システムの構成
を文献（2）から転載し示す．ここでの制御目的は，住

図 １．蓄電池を含む住宅内電力システムの構成．文献（2）より転載．

宅内電力システムの既存系統への出力電力 P0 を一定目
標値に追従させることにある．図中の赤枠で示された
PV アレイ及び負荷機器は，出力（入力）の変動予測が
困難である．一方，青枠で示された蓄電池，パワーコン
ディショナ（PCS），及び電気自動車を想定した負荷機
器は，出力の制御が可能な電力機器であり，以下で可制
御機器と呼ぶ．本研究では，出力平準化という制御目的
の達成に向けて，PV アレイ及び負荷機器の出力（入力）
変動に応じて可制御機器群の運用方策（以下，運用モー
ドと呼ぶ）をリアクティヴに切り替える制御器を設計し
た．この設計は文献（1）の方法に基づき，制御目的の
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図 2．モードスイッチング制御の概要．文献（2）より転載．
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達成ならびに安全性確保のために要求される各機器の動
作仕様を線形時相論理（Linear Temporal Logic: LTL）
により記述した上で，LTL から運用モードの切り替え
ルールを自動生成する．この自動生成された切り替えル
ールをモードスイッチング制御器として実装することに
より，各可制御機器の動作仕様を満足する（即ち，安全
性も含めて動作を厳密に保証する）制御器を設計できる．
図 2 に本研究で設計したモードスイッチング制御の概略
を文献（2）から転載し示す．なお，本制御器は燃料電
池を含む住宅内エネルギーシステムに対しても設計可能
であり，本研究の目的にあるマルチエネルギーマネジメ

図 3．蓄電池によるモードスイッチング制御の実験的検証に向けた研究
室内シミュレータの外観．文献（3）より転載．

ントの制御アルゴリズムとして活用できる．
本研究では，上記設計したモードスイッチング制御の
有効性検証ならびに性能評価を行った．図 3 に実機によ
る有効性検証に用いた研究室内シミュレータの外観を文
献（3）から転載し示す．PV アレイを模擬する直流電源
（PV），既存系統を模擬する交流電源（AC），住宅内の
負荷機器を模擬する電子負荷（Load1 及び Load2），リ
チウムイオン組電池（Storage）などから本シミュレー
タは構成されている．図 4 にモードスイッチング制御の
実験例を文献（3）から転載し示す．PV アレイの出力電
力 PPV や負荷消費電力 PL1 の変動に応じて，動作仕様に
従い蓄電池の充電電力が調整されるとともに，運用モー
ド（MODE）が変化することにより，出力電力 P0 が目
標値の 0.7kW 付近に維持されている．また，図 1 の住
宅内電力システムの有効電力の時間応答を表す数式モデ
ルを導出し，モードスイッチング制御の性能評価を数値
的に行った（4）．

２．マルチエネルギーマネジメントに向けた燃
料電池のモデリング	
 
さらに，燃料電池を活用した電気・熱・水素エネルギ
ーのマネジメントのために，本研究では燃料電池の動特
性のモデリングを行った．燃料電池の実機から得た燃料
流量，電気出力，熱出力などのデータに基づいて，実測
データに内在する動特性の数式モデルを同定した．デー
タの利用に関わる秘密保持規定より，本報告に数式モデ
ルの詳細を掲載することは叶わないが，得られた成果を
外部発表すべく現在調整を進めている．この数式モデル
を図 3 の研究室内シミュレータならびに前節の最後に述

図 4．蓄電池によるモードスイッチング制御の実験結果の一例．文献（3）
より転載．

べた数式モデルに組み込むことにより，蓄電池・燃料電
池を活用した住宅内マルチエネルギーシステムのモードスイッチング制御器の実機実験及び性能評価が可能となった．	
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